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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサを備えるワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、前記プロセッサ
は、
　ＲＲＣ接続再確立またはＲＲＣ接続再構成の少なくとも１つを示す、リソース無線制御
（ＲＣＣ）接続メッセージを受信し、
　測定構成を再構成し、前記再構成は、前記ＲＲＣ接続再確立または前記ＲＲＣ接続再構
成の前記少なくとも１つの間、少なくとも１つのパラメータを前記測定構成から除去する
ことを含み、前記少なくとも１つのパラメータは、ｍｅａｓＩｄパラメータであり、第２
のパラメータに関連付けられた前記ｍｅａｓＩｄパラメータは、非構成サービングセルに
対応する
　ように少なくとも構成されたことを特徴とするＷＴＲＵ。
【請求項２】
　前記第２のパラメータは、ｍｅａｓＯｂｊｅｃｔパラメータであることを特徴とする請
求項１に記載のＷＴＲＵ。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２００９年１２月２３日に出願された「ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲ
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ＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＭＥＡＳＵＲＥＭＥＮＴＳ　ＩＮ　ＷＩＲＥＬＥＳＳ　ＣＯＭＭＵＮ
ＩＣＡＴＩＯＮＳ　ＵＳＩＮＧ　ＭＵＬＴＩＰＬＥ　ＣＡＲＲＩＥＲＳ」という名称の米
国特許仮出願第６１／２８９，８８７号明細書、２０１０年４月３０日に出願された「Ｍ
ＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＰＥＲＦＯＲＭＩＮＧ　ＭＥＡＳＵ
ＲＥＭＥＮＴＳ　ＩＮ　ＷＩＲＥＬＥＳＳ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ　ＵＳＩＮＧ
　ＭＵＬＴＩＰＬＥ　ＣＡＲＲＩＥＲＳ」という名称の米国特許仮出願第６１／３２９，
６２９号明細書、および、２０１０年１０月１日に出願された「ＰＥＲＦＯＲＭＩＮＧ　
ＭＥＡＳＵＲＥＭＥＮＴＳ　ＩＮ　ＷＩＲＥＬＥＳＳ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ　
ＵＳＩＮＧ　ＭＵＬＴＩＰＬＥ　ＣＡＲＲＩＥＲＳ」という名称の米国特許仮出願第６１
／３８８，８７６号明細書の利益を主張するものであり、この３つの出願全ての内容は、
事実上、それぞれの全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　ワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）は、移動性の目的で、周波数内／周波数間およ
び無線アクセス技術間（ＲＡＴ間）の測定を実施することができる。周波数内測定は、Ｗ
ＴＲＵによって、その現在のサービングセルと同じ搬送波周波数上で実施することができ
る。ＷＴＲＵはこのような測定を、測定ギャップなしに行うことができる。周波数間の近
傍測定またはセル測定は、ＷＴＲＵによって、現在のサービングセルとは異なる搬送波周
波数上で実施することができる。ＷＴＲＵはこのような測定を、測定ギャップなしに行う
ことができない場合がある。測定ギャップは、ＷＴＲＵがサービングセルの周波数上でど
んな送信も実施または受信できない期間とすることができる。ＲＡＴ間測定は、別のＲＡ
Ｔ（おそらく、現在のサービングセル中でＷＴＲＵによって使用されているであろうＲＡ
Ｔ以外のＲＡＴ）によって使用されている搬送波周波数上で、ＷＴＲＵによって実施する
ことができる。
【発明の概要】
【０００３】
　この概要は、詳細な記述においてさらに後述する概念の精選を、単純化した形で紹介す
るために提供するものである。この概要は、特許請求する主題の鍵となる特徴または本質
的な特徴を識別するものとはせず、また、特許請求する主題の範囲を限定するために使用
されるものともしない。さらに、特許請求する主題は、本開示の任意の部分で述べられる
いずれかまたは全ての欠点を解決する制限に限定されない。
【０００４】
　方法、システム、および装置を使用して、複数の搬送波を使用する通信において測定構
成によるシグナリングオーバヘッドを低減することができる。この方法は、様々なイベン
トによってトリガされる、測定の１つまたは複数の報告の送信に基づくことができる。
【０００５】
　実施形態は、ワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）がプロセッサを備えてよいことを
企図する。プロセッサは、リソース無線制御（ＲＲＣ）接続状態を決定して測定構成を再
構成するように、少なくとも部分的に構成されてよい。測定構成の再構成は、測定構成か
ら少なくとも１つのパラメータを除去することを含んでよい。ＲＲＣ接続状態は、ＲＲＣ
接続再確立とＲＲＣ接続再構成とのうちの少なくとも一方として決定することができる。
実施形態は、プロセッサが、ＲＲＣ接続再確立とＲＲＣ接続再構成とのうちの少なくとも
一方の間に測定構成からパラメータを除去するようにさらに構成されてよいことを企図す
る。また、プロセッサは、少なくとも１つの条件に基づいて測定構成から少なくとも１つ
のパラメータを除去するようにさらに構成されてよい。
【０００６】
　実施形態は、ワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）がプロセッサを備えてよいことを
企図する。プロセッサは、少なくとも１つの条件に基づいて測定報告を構成するように、
少なくとも部分的に構成されてよく、測定報告は、周波数上で動作するようにＷＴＲＵを
構成可能とすることのできる１つまたは複数の周波数に関する測定結果を含んでよい。プ
ロセッサはまた、測定報告を送信するように構成されてよい。測定報告は、ＷＴＲＵがそ
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の上で動作するように構成可能とすることのできる、第１の周波数以外の１つまたは複数
の周波数に関する測定結果を含んでよい。第１の周波数は、少なくとも１つの条件に関連
してよい。実施形態は、少なくとも１つの条件が、第１の周波数に関連する搬送波の信号
品質が第１のしきい値よりも低くなること、および、ＷＴＲＵがその上で動作するように
構成可能とすることのできる、第１の周波数以外の１つまたは複数の周波数に関連する搬
送波の信号品質が第２のしきい値よりも高いことを含んでよいことを企図する。
【０００７】
　実施形態は、プロセッサを備えてよいワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）を企図す
る。プロセッサは、１つまたは複数の搬送波に関連し得る少なくとも１つの条件を決定す
るように、少なくとも部分的に構成されてよい。ＷＴＲＵは、１つまたは複数の搬送波の
うちの少なくとも１つの搬送波上で動作するように構成可能とすることができる。また、
プロセッサは、少なくとも１つの条件に基づいて測定報告を送信するように構成されてよ
い。実施形態は、少なくとも１つの条件が、１つまたは複数の搬送波のうちの少なくとも
１つに関連し得る品質測定値がしきい値よりも低くなることを含んでよいことを企図する
。品質測定値は、信号強度と信号品質とのうちの少なくとも一方とすることができ、ＷＴ
ＲＵは、１つまたは複数の周波数上の１つまたは複数の搬送波のうちの、この少なくとも
１つの搬送波上で動作するように構成可能とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　添付の図面と共に例として提供する以下の記述から、より詳細な理解を得ることができ
る。
【０００９】
【図１Ａ】１つまたは複数の開示する実施形態を実施できる例示的な通信システムのシス
テム図である。
【図１Ｂ】図１Ａに示す通信システム内で使用できる例示的なワイヤレス送受信ユニット
（ＷＴＲＵ）のシステム図である。
【図１Ｃ】図１Ａに示す通信システム内で使用できる例示的な無線アクセスネットワーク
および例示的なコアネットワークのシステム図である。
【図２】信号品質を表示する図である。
【図３】例示的なオンデマンド測定報告のブロック図である。
【図４】例示的な測定実施形態のブロック図である。
【図５】例示的な測定実施形態のブロック図である。
【図５Ａ】例示的な測定実施形態のブロック図である。
【図６】例示的な測定実施形態のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１Ａは、１つまたは複数の開示する実施形態を実施できる例示的な通信システム１０
０の図である。通信システム１００は、音声、データ、ビデオ、メッセージング、ブロー
ドキャストなどのコンテンツを複数のワイヤレスユーザに提供する多元接続システムとす
ることができる。通信システム１００は、複数のワイヤレスユーザが、ワイヤレス帯域幅
を含めたシステムリソースの共有を介してこのようなコンテンツにアクセスするのを可能
にすることができる。例えば、通信システム１００は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、
時分割多元接続（ＴＤＭＡ）、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤ
ＭＡ）、単一搬送波ＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）など、１つまたは複数のチャネルアクセ
ス方法を採用することができる。
【００１１】
　図１Ａに示すように、通信システム１００は、ワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）
１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄ、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）１０４
、コアネットワーク１０６、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）１０８、インターネット１１０
、および他のネットワーク１１２を含んでよいが、開示する実施形態が任意の数のＷＴＲ
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Ｕ、基地局、ネットワーク、および／またはネットワーク要素を企図することは理解され
るであろう。ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄはそれぞれ、ワイヤレス
環境で動作および／または通信するように構成された任意のタイプのデバイスとすること
ができる。例として、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄは、ワイヤレス
信号を送信および／または受信するように構成されてよく、ユーザ機器（ＵＥ）、移動局
、固定または移動加入者ユニット、ページャ、セルラー電話機、パーソナルディジタルア
シスタント（ＰＤＡ）、スマートフォン、ラップトップ、ネットブック、パーソナルコン
ピュータ、ワイヤレスセンサ、消費者電子機器などを含んでよい。
【００１２】
　通信システム１００はまた、基地局１１４ａおよび基地局１１４ｂを含んでよい。基地
局１１４ａ、１１４ｂはそれぞれ、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの
少なくとも１つとワイヤレスにインタフェースして、コアネットワーク１０６、インター
ネット１１０、および／またはネットワーク１１２など１つまたは複数の通信ネットワー
クへのアクセスを容易にするように構成された、任意のタイプのデバイスとすることがで
きる。例として、基地局１１４ａ、１１４ｂは、ベーストランシーバステーション（ＢＴ
Ｓ）、ノードＢ、ｅノードＢ、ホームノードＢ、ホームｅノードＢ、サイトコントローラ
、アクセスポイント（ＡＰ）、ワイヤレスルータなどとすることができる。基地局１１４
ａ、１１４ｂはそれぞれ単一の要素として描かれているが、基地局１１４ａ、１１４ｂは
任意の数の相互接続された基地局および／またはネットワーク要素を含んでよいことは理
解されるであろう。
【００１３】
　基地局１１４ａはＲＡＮ１０４の一部とすることができ、ＲＡＮ１０４は、基地局コン
トローラ（ＢＳＣ）、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）、中継ノードなど、他の
基地局および／またはネットワーク要素（図示せず）も含んでよい。基地局１１４ａおよ
び／または基地局１１４ｂは、セル（図示せず）と呼ばれることのある特定の地理領域内
でワイヤレス信号を送信および／または受信するように構成されてよい。セルはさらに、
セルセクタに分割することができる。例えば、基地局１１４ａに関連するセルを３つのセ
クタに分割することができる。したがって、一実施形態では、基地局１１４ａは、３つの
送受信機、すなわちセルの各セクタにつき１つの送受信機を備えてよい。別の実施形態で
は、基地局１１４ａは、多入力多出力（ＭＩＭＯ）技術を採用することができ、したがっ
て、セルの各セクタにつき複数の送受信機を利用することができる。
【００１４】
　基地局１１４ａ、１１４ｂは、エアインタフェース１１６を介してＷＴＲＵ１０２ａ、
１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの１つまたは複数と通信することができ、エアインタフェ
ース１１６は、任意の適切なワイヤレス通信リンク（例えば無線周波数（ＲＦ）、電磁波
、赤外線（ＩＲ）、紫外線（ＵＶ）、可視光など）とすることができる。エアインタフェ
ース１１６は、任意の適切な無線アクセス技術（ＲＡＴ）を使用して確立されてよい。
【００１５】
　より具体的には、述べたように、通信システム１００は多元接続システムとすることが
でき、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡなど、１つまたは複
数のチャネルアクセス方式を採用することができる。例えば、ＲＡＮ１０４中の基地局１
１４ａ、およびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、ＵＴＲＡ（ＵＭＴＳ（Ｕｎｉ
ｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）
Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）などの無線技術を実装することが
でき、ＵＭＴＳ　ＵＴＲＡは、ワイドバンドＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ）を使用してエアイン
タフェース１１６を確立することができる。ＷＣＤＭＡは、高速パケットアクセス（ＨＳ
ＰＡ）および／または発展型ＨＳＰＡ（ＨＳＰＡ＋）などの通信プロトコルを含んでよい
。ＨＳＰＡは、高速ダウンリンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）および／または高速ア
ップリンクパケットアクセス（ＨＳＵＰＡ）を含んでよい。
【００１６】
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　別の実施形態では、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、
Ｅ－ＵＴＲＡ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃ
ｃｅｓｓ）などの無線技術を実装することができ、Ｅ－ＵＴＲＡは、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　
Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）および／またはＬＴＥ－Ａ（ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ
）を使用してエアインタフェース１１６を確立することができる。
【００１７】
　他の実施形態では、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、
ＩＥＥＥ８０２．１６（すなわちＷｉＭＡＸ（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒ
ａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、ＣＤＭＡ２０００、Ｃ
ＤＭＡ２０００　１Ｘ、ＣＤＭＡ２０００ＥＶ－ＤＯ、ＩＳ－２０００（Ｉｎｔｅｒｉｍ
　Ｓｔａｎｄａｒｄ２０００）、ＩＳ－９５（Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄａｒｄ９５）
、ＩＳ－８５６（Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄａｒｄ８５６）、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　
Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）、ＥＤＧＥ（Ｅ
ｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　ＧＳＭ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）、ＧＳ
Ｍ　ＥＤＧＥ（ＧＥＲＡＮ）などの無線技術を実装することができる。
【００１８】
　図１Ａの基地局１１４ｂは、例えばワイヤレスルータ、ホームノードＢ、ホームｅノー
ドＢ、またはアクセスポイントとすることができ、事業所、家庭、車両、キャンパスなど
、局所化された領域における無線接続性を容易にするために、任意の適切なＲＡＴを利用
することができる。一実施形態では、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄ
は、ＩＥＥＥ８０２．１１などの無線技術を実装して、ワイヤレスローカルエリアネット
ワーク（ＷＬＡＮ）を確立することができる。別の実装形態では、基地局１１４ｂおよび
ＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、ＩＥＥＥ８０２．１５などの無線技術を実装して、ワイ
ヤレスパーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）を確立することができる。さらに別の
実施形態では、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、セルラーベースの
ＲＡＴ（例えばＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、ＧＳＭ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａなど）を利
用して、ピコセルまたはフェムトセルを確立することができる。図１Ａに示すように、基
地局１１４ｂは、インターネット１１０への直接接続を有することができる。したがって
、基地局１１４ｂは、コアネットワーク１０６を介してインターネット１１０にアクセス
することは必要とされなくてよい。
【００１９】
　ＲＡＮ１０４は、コアネットワーク１０６と通信することができ、コアネットワーク１
０６は、音声、データ、アプリケーション、および／またはボイスオーバインターネット
プロトコル（ＶｏＩＰ）サービスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの
１つまたは複数に提供するように構成された、任意のタイプのネットワークとすることが
できる。例えば、コアネットワーク１０６は、呼制御、課金サービス、モバイル位置ベー
スのサービス、前払い通話、インターネット接続性、ビデオ配信などを提供することがで
き、かつ／または、ユーザ認証など高レベルのセキュリティ機能を実施することができる
。図１Ａには示されていないが、ＲＡＮ１０４および／またはコアネットワーク１０６は
、ＲＡＮ１０４と同じＲＡＴまたは異なるＲＡＴを採用する他のＲＡＮと直接的または間
接的に通信できることは理解されるであろう。例えば、コアネットワーク１０６は、Ｅ－
ＵＴＲＡ無線技術を利用している場合のあるＲＡＮ１０４に接続されることに加えて、Ｇ
ＳＭ無線技術を採用する別のＲＡＮ（図示せず）と通信することもできる。
【００２０】
　コアネットワーク１０６はまた、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄが
ＰＳＴＮ１０８、インターネット１１０、および／または他のネットワーク１１２にアク
セスするためのゲートウェイとしての働きをすることができる。ＰＳＴＮ１０８は、ＰＯ
ＴＳ（ｐｌａｉｎ　ｏｌｄ　ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　ｓｅｒｖｉｃｅ）を提供する回路交換
電話網を含んでよい。インターネット１１０は、ＴＣＰ／ＩＰインターネットプロトコル
スイート中のＴＣＰ（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）
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ＵＤＰ（ｕｓｅｒ　ｄａｔａｇｒａｍ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、およびＩＰ（ｉｎｔｅｒｎ
ｅｔ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）など、一般的な通信プロトコルを使用する相互接続されたコン
ピュータネットワークおよびデバイスの、グローバルシステムを含んでよい。ネットワー
ク１１２は、他のサービスプロバイダによって所有および／または運営される有線または
ワイヤレス通信ネットワークを含んでよい。例えば、ネットワーク１１２は、ＲＡＮ１０
４と同じＲＡＴまたは異なるＲＡＴを採用し得る１つまたは複数のＲＡＮに接続された、
別のコアネットワークを含んでよい。
【００２１】
　通信システム１００中のＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのいくつか
または全ては、マルチモード能力を備えてよい。すなわち、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ
、１０２ｃ、１０２ｄは、種々のワイヤレスリンクを介して種々のワイヤレスネットワー
クと通信するために、複数の送受信機を備えてよい。例えば、図１Ａに示すＷＴＲＵ１０
２ｃは、セルラーベースの無線技術を採用し得る基地局１１４ａ、およびＩＥＥＥ８０２
無線技術を採用し得る基地局１１４ｂと通信するように構成されてよい。
【００２２】
　図１Ｂは、例示的なＷＴＲＵ１０２のシステム図である。図１Ｂに示すように、ＷＴＲ
Ｕ１０２は、プロセッサ１１８、送受信機１２０、送受信要素１２２、スピーカ／マイク
ロホン１２４、キーパッド１２６、表示装置／タッチパッド１２８、取外し不可能メモリ
１３０、取外し可能メモリ１３２、電源１３４、全地球測位システム（ＧＰＳ）チップセ
ット１３６、および他の周辺装置１３８を備えてよい。ＷＴＲＵ１０２が、一実施形態と
の整合性を保ったまま上記の要素の任意のサブコンビネーションを備えてよいことは理解
されるであろう。
【００２３】
　プロセッサ１１８は、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型プロセッサ、ディジタ
ル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアに関連する１つま
たは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途向け集
積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）回路、任意の
他のタイプの集積回路（ＩＣ）、状態機械などとすることができる。プロセッサ１１８は
、信号符号化、データ処理、電力制御、入出力処理、および／または、ＷＴＲＵ１０２が
ワイヤレス環境で動作できるようにする任意の他の機能を実施することができる。プロセ
ッサ１１８は送受信機１２０に結合されてよく、送受信機１２０は、送受信要素１２２に
結合されてよい。図１Ｂではプロセッサ１１８と送受信機１２０とを別個のコンポーネン
トとして描いているが、プロセッサ１１８と送受信機１２０とを共に電子パッケージまた
はチップ中で統合してもよいことは理解されるであろう。
【００２４】
　送受信要素１２２は、エアインタフェース１１６を介して基地局（例えば基地局１１４
ａ）に信号を送信するかまたは基地局から信号を受信するように構成されてよい。例えば
、一実施形態では、送受信要素１２２は、ＲＦ信号を送信および／または受信するように
構成されたアンテナとすることができる。別の実施形態では、送受信要素１２２は、例え
ばＩＲ、ＵＶ、または可視光信号を送信および／または受信するように構成された、エミ
ッタ／検出器とすることができる。さらに別の実施形態では、送受信要素１２２は、ＲＦ
信号と光信号との両方を送信および受信するように構成されてよい。送受信要素１２２が
ワイヤレス信号の任意の組合せを送信および／または受信するように構成されてよいこと
は、理解されるであろう。
【００２５】
　加えて、図１Ｂでは送受信要素１２２が単一の要素として描かれているが、ＷＴＲＵ１
０２は、任意の数の送受信要素１２２を備えてよい。より具体的には、ＷＴＲＵ１０２は
、ＭＩＭＯ技術を採用することができる。したがって、一実施形態では、ＷＴＲＵ１０２
は、エアインタフェース１１６を介してワイヤレス信号を送信および受信するために、２
つまたはそれ以上の送受信要素１２２（例えば複数のアンテナ）を備えてよい。
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【００２６】
　送受信機１２０は、送受信要素１２２によって送信されることになる信号を変調し、送
受信要素１２２によって受信された信号を復調するように構成されてよい。述べたように
、ＷＴＲＵ１０２は、マルチモード能力を有することができる。したがって、送受信機１
２０は、ＷＴＲＵ１０２が例えばＵＴＲＡやＩＥＥＥ８０２．１１など複数のＲＡＴを介
して通信できるようにするために、複数の送受信機を備えてよい。
【００２７】
　ＷＴＲＵ１０２のプロセッサ１１８は、スピーカ／マイクロホン１２４、キーパッド１
２６、および／または、表示装置／タッチパッド１２８（例えば液晶表示装置（ＬＣＤ）
表示ユニットもしくは有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）表示ユニット）に結合されてよく
、これらからユーザ入力データを受け取ることができる。プロセッサ１１８はまた、スピ
ーカ／マイクロホン１２４、キーパッド１２６、および／または、表示装置／タッチパッ
ド１２８にユーザデータを出力することができる。加えて、プロセッサ１１８は、取外し
不可能メモリ１０６および／または取外し可能メモリ１３２など、任意のタイプの適切な
メモリからの情報にアクセスすることができ、またこのようなメモリにデータを記憶する
ことができる。取外し不可能メモリ１０６は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読取
専用メモリ（ＲＯＭ）、ハードディスク、または任意の他のタイプのメモリ記憶デバイス
を含んでよい。取外し可能メモリ１３２は、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）カード、メ
モリスティック、セキュアディジタル（ＳＤ）メモリカードなどを含んでよい。他の実施
形態では、プロセッサ１１８は、サーバまたはホームコンピュータ（図示せず）上のメモ
リなど、ＷＴＲＵ１０２上に物理的に位置しないメモリからの情報にアクセスすることが
でき、またこのようなメモリにデータを記憶することができる。
【００２８】
　プロセッサ１１８は、電源１３４から電力を受け取ることができ、ＷＴＲＵ１０２中の
他のコンポーネントへの電力を分配および／または制御するように構成されてよい。電源
１３４は、ＷＴＲＵ１０２に電源供給するための任意の適切なデバイスとすることができ
る。例えば、電源１３４は、１つまたは複数の乾電池（例えばニッケルカドミウム（Ｎｉ
Ｃｄ）、ニッケル亜鉛（ＮｉＺｎ）、ニッケル水素（ＮｉＭＨ）、リチウムイオン（Ｌｉ
－ｉｏｎ）など）、太陽電池、燃料電池などを含んでよい。
【００２９】
　プロセッサ１１８はＧＰＳチップセット１３６にも結合されてよく、ＧＰＳチップセッ
ト１３６は、ＷＴＲＵ１０２の現在位置に関する位置情報（例えば経度および緯度）を提
供するように構成されてよい。ＧＰＳチップセット１３６からの情報に加えてまたはそれ
に代えて、ＷＴＲＵ１０２は、エアインタフェース１１６を介して基地局（例えば基地局
１１４ａ、１１４ｂ）から位置情報を受信することができ、かつ／または、２つもしくは
複数の近隣基地局から受信される信号のタイミングに基づいてＷＴＲＵ１０２の位置を決
定することができる。ＷＴＲＵ１０２が、一実施形態との整合性を保ったまま任意の適切
な位置決定方法によって位置情報を取得できることは理解されるであろう。
【００３０】
　プロセッサ１１８はさらに、他の周辺装置１３８に結合されてよく、他の周辺装置１３
８は、追加の特徴、機能、および／または、有線もしくはワイヤレス接続性を提供する、
１つまたは複数のソフトウェアおよび／またはハードウェアモジュールを備えてよい。例
えば、周辺装置１３８は、加速度計、電子コンパス、衛星送受信機、ディジタルカメラ（
写真またはビデオ用）、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）ポート、
振動デバイス、テレビジョン送受信機、ハンズフリーヘッドセット、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
（登録商標）モジュール、周波数変調（ＦＭ）無線ユニット、ディジタル音楽プレーヤ、
メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュール、インターネットブラウザなどを含
んでよい。
【００３１】
　図１Ｃは、一実施形態によるＲＡＮ１０４およびコアネットワーク１０６のシステム図
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である。述べたように、ＲＡＮ１０４は、Ｅ－ＵＴＲＡ無線技術を採用して、エアインタ
フェース１１６を介してＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、および１０２ｃと通信することが
できる。ＲＡＮ１０４はまた、コアネットワーク１０６と通信することができる。
【００３２】
　ＲＡＮ１０４は、ｅノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃを含んでよいが、ＲＡＮ１
０４は、一実施形態との整合性を保ったまま任意の数のｅノードＢを含んでよいことは理
解されるであろう。ｅノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃはそれぞれ、エアインタフ
ェース１１６を介してＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信するために、１つま
たは複数の送受信機を備えてよい。一実施形態では、ｅノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１
４０ｃは、ＭＩＭＯ技術を実装することができる。したがって、例えばｅノードＢ１４０
ａは、複数のアンテナを使用して、ＷＴＲＵ１０２ａにワイヤレス信号を送信しＷＴＲＵ
１０２ａからワイヤレス信号を受信することができる。
【００３３】
　ｅノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃはそれぞれ、特定のセル（図示せず）に関連
してよく、無線リソース管理決定、ハンドオーバ決定、アップリンクおよび／またはダウ
ンリンクにおけるユーザのスケジューリングなどを扱うように構成されてよい。図１Ｃに
示すように、ｅノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃは、Ｘ２インタフェースを介して
相互と通信することができる。
【００３４】
　図１Ｃに示すコアネットワーク１０６は、移動性管理ゲートウェイ（ＭＭＥ）１４２、
サービングゲートウェイ１４４、およびパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）ゲートウ
ェイ１４６を備えてよい。上記の各要素はコアネットワーク１０６の一部として描かれて
いるが、これらの要素のいずれか１つがコアネットワークオペレータ以外のエンティティ
によって所有および／または運営されてもよいことは理解されるであろう。
【００３５】
　ＭＭＥ１４２は、Ｓ１インタフェースを介してＲＡＮ１０４中のｅノードＢ１４２ａ、
１４２ｂ、１４２ｃそれぞれに接続されてよく、制御ノードとしての働きをすることがで
きる。例えば、ＭＭＥ１４２は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのユーザを認証
すること、ベアラのアクティブ化／非アクティブ化、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０
２ｃが最初に帰属する間に特定のサービングゲートウェイを選択することなどを担うこと
ができる。ＭＭＥ１４２はまた、ＲＡＮ１０４と、ＧＳＭやＷＣＤＭＡなど他の無線技術
を採用する他のＲＡＮ（図示せず）との間で切り替えるための制御プレーン機能を提供す
ることができる。
【００３６】
　サービングゲートウェイ１４４は、Ｓ１インタフェースを介して、ＲＡＮ１０４中のｅ
ノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃそれぞれに接続されてよい。サービングゲートウ
ェイ１４４は一般に、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃとの間でユーザデータパケ
ットをルーティングおよび転送することができる。サービングゲートウェイ１４４はまた
、ｅノードＢ間のハンドオーバ中にユーザプレーンをつなぎ留めること、ＷＴＲＵ１０２
ａ、１０２ｂ、１０２ｃにダウンリンクデータが利用可能なときにページングをトリガす
ること、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのコンテキストを管理および記憶するこ
となど、他の機能を実施することもできる。
【００３７】
　サービングゲートウェイ１４４はまた、ＰＤＮゲートウェイ１４６に接続されてよく、
ＰＤＮゲートウェイ１４６は、インターネット１１０などのパケット交換ネットワークへ
のアクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供して、ＷＴＲＵ１０２ａ、１
０２ｂ、１０２ｃとＩＰ対応デバイスとの間の通信を容易にすることができる。
【００３８】
　コアネットワーク１０６は、他のネットワークとの通信を容易にすることができる。例
えば、コアネットワーク１０６は、ＰＳＴＮ１０８などの回路交換ネットワークへのアク
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セスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供して、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ
、１０２ｃと従来型の陸線通信デバイスとの間の通信を容易にすることができる。例えば
、コアネットワーク１０６は、コアネットワーク１０６とＰＳＴＮ１０８との間のインタ
フェースとしての働きをするＩＰゲートウェイ（例えばＩＰマルチメディアサブシステム
（ＩＭＳ）サーバ）を含むか、またはそれと通信することができる。加えて、コアネット
ワーク１０６は、他のサービスプロバイダによって所有および／または運営される他の有
線またはワイヤレスネットワークを含み得るネットワーク１１２へのアクセスを、ＷＴＲ
Ｕ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供することができる。
【００３９】
　ネットワークは、専用の無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを通して、測定構成
をＷＴＲＵに提供することができる。測定構成は以下を含んでよい。すなわち、例えばＬ
ＴＥシステムにおいては周波数内／周波数間測定のための単一の周波数に対応し得る、測
定オブジェクト；報告基準および関連する報告フォーマットのリストに対応し得る報告構
成；１つの測定オブジェクトを１つの報告構成と共にリンクする識別のリストに対応し得
る測定識別；１つの測定タイプもしくはおそらく複数の測定タイプに関するイベントおよ
び報告に適用するための、測定量（例えばしきい値とすることができる）および／または
関連するフィルタリングに対応し得る、数量構成；ならびに、１つまたは複数の測定ギャ
ップ構成である。
【００４０】
　例えばＥ－ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌ
ｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＵＭＴＳ）Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　
Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）では、単一の測定オブジェクトを搬送波周
波数ベースで構成することができる。概念上は、例えば、オブジェクトをテーブルに記憶
することができ、追加、除去、およびテーブル修正のための種々の操作を定義することが
できる。
【００４１】
　例として、少なくとも１つの測定識別を、単一の対（例えば、１つの報告構成に対する
少なくとも１つの測定オブジェクト）に関連付けることができる。この例では、イベント
報告構成は、１つのイベントと、１つのヒステリシスパラメータと、トリガタイプのイベ
ントの場合の、トリガまでの時間との組合せを含んでよい。ＷＴＲＵは、同じイベントの
複数のインスタンスを用いて構成されてよい。これにより、異なる測定識別を使用したリ
ンク付けによって、異なる測定オブジェクトに対して（異なる周波数に対してなど）同じ
報告構成（同じトリガなど）を再使用するためのフレキシビリティをもたらすことができ
る。このことは、異なる測定識別を使用して、同じ測定オブジェクト（周波数など）を異
なる報告構成（複数のトリガなど）にリンクできることを含意することができる。
【００４２】
　キャリアアグリゲーションを採用するＷＴＲＵに既存の測定フレームワークを適用しよ
うとするとき、問題が生じることがある。ある問題は、ネットワークが、コンポーネント
キャリアの構成解除を管理する目的で、複数の測定オブジェクト（１周波数につき１つ）
を構成する場合があり、各測定オブジェクトが１つの報告構成および１つの測定識別を含
むことであろう。
【００４３】
　種々の周波数の場合など、種々の測定オブジェクトと共に同様のまたは同一の報告構成
を使用する結果、測定報告の複数の送信がほぼ同時に行われることがある。複数の搬送波
で動作しているときの、測定構成による追加のシグナリングオーバヘッドを最小限に抑え
る方法が企図されるが、例えばこのような方法の結果、測定報告をより少なくすることが
できる。
【００４４】
　実施形態は、単一の搬送波または複数の搬送波で動作するＷＴＲＵについて、ある搬送
波から受信される信号の品質および／またはレベルが、おそらく急速に、劣化する場合が
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あることを企図する。これは例えば、ＷＴＲＵが、この搬送波のカバレッジの外に出つつ
あるであろうとき、または同じ周波数上の干渉するホームセルもしくはフェムトセルに近
づきつつあるであろうときなど、種々の理由で生じることがある。当該の搬送波がネット
ワークへの接続に関して特別な役割を有し得る場合、例えば当該の搬送波が既存の方法に
おける特別なセルまたは１次サービングセルに対応する場合は、ネットワークへの接続性
の損失が発生することがある。これを防止するために、ネットワークは、搬送波からの信
号品質が許容可能であり得る搬送波に１次サービングセルが対応するように、ＷＴＲＵを
再構成することができる。このような再構成では、ＷＴＲＵが搬送波の品質の損失を測定
できる後の、かつ／またはＷＴＲＵが１次サービングセルに対応する搬送波の品質の損失
の通知を受けることができる後の十分に早い段階で、ネットワークが他の搬送波の品質に
関する情報を有する必要があるであろう。
【００４５】
　ＷＴＲＵは、おそらくは１次サービングセルの信号品質および／または信号強度がしき
い値を下回りつつあることを検出すると、このセルと同じ周波数上のセルに関係する測定
結果を報告することができる。したがって、おそらくは別のイベントが独立して同時にト
リガされたことにならない限り、または他の周波数の１つについて定期的な報告がほぼ同
時に送信されたことにならない限り、ネットワークは、他の周波数上では、他のセルに関
する情報をすぐには取得しない場合がある。この遅延の結果、ＷＴＲＵは、ネットワーク
への接続を、再構成によって回避できたかもしれないにもかかわらず失うことがある。
【００４６】
　同様の問題は、ハンドオーバコマンドに含まれ得る複数のコンポーネントキャリア（Ｃ
Ｃ）上のセルの構成のせいで生じることがある。ネットワークは、おそらくは測定イベン
ト報告をトリガしたであろう搬送波を除いては、ターゲット基地局上の他の搬送波上では
最も直近の測定結果を有さない場合がある。
【００４７】
　実施形態は、おそらくは要件に基づいて、複数の搬送波で動作できるであろうＷＴＲＵ
の構成からいつサービングセルを追加または除去するかをネットワークが決定できること
を企図する。おそらく種々の利用可能な搬送波周波数間でカバレッジエリアが異なる場合
があるシナリオでは特に、このような決定における少なくとも１つの要因は、これらの搬
送波から取られる測定値であろう。このようなシナリオでは、実現可能な場合、測定結果
は適切な時点で利用可能とすることができる。
【００４８】
　例えば、構成される搬送波の少なくとも１つが１つまたは複数のしきい値を下回った場
合に、構成される搬送波のうちの１つの品質の劣化を報告するための測定イベントが存在
しない場合がある。図２に、この問題の少なくとも１つの概観を見ることができる。図２
の例に示すように、近傍のコンポーネントキャリア（ＣＣ）の信号品質がしきい値よりも
高くなる（または上回る）であろうとき、ＷＴＲＵは、高データレートを必要としないこ
とがあり、したがって単一の搬送波で動作し続けることができる。また、その後、ＷＴＲ
Ｕがより高いデータレートを必要とすることがあるとき、ネットワークは、近傍のコンポ
ーネントキャリア（ＣＣ）の信号品質が依然として再構成されるに十分に良い品質であり
得るどうかがわからないことがある。これは少なくとも、近傍のコンポーネントキャリア
（ＣＣ）がしきい値よりも低くなる（または下回る）であろうことを報告するための測定
イベントが存在しない場合があるからである。
【００４９】
　周波数間ハンドオーバまたは再確立における測定識別を扱うための通常の手順を、ＷＴ
ＲＵがソース構成中とターゲット構成中のいずれかの複数の搬送波で動作するシナリオに
直接当てはめることはできない。例えば、ある問題は、１つまたは複数のイベントに対応
する測定識別（ＭｅａｓＩｄ）ごとの測定オブジェクト（ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ）のスワ
ッピングの結果、いくつかの搬送波上では無意味な構成となる場合があることであろう。
これは例えば、ソース構成中の１次コンポーネントキャリア（ＰＣＣ）に対応する周波数
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がターゲット構成中の構成されるＣＣではないことがあり、ターゲット構成中のＰＣＣに
対応する周波数がソース構成中の構成されるＣＣ（すなわち２次コンポーネントキャリア
（ＳＣＣ））であることがあるときに、生じる場合がある。このようなシナリオでは、測
定オブジェクトのスワッピングの結果、サービングセルがないであろう周波数上で、「サ
ービングセルがしきい値よりも高くなる」などの無意味なイベントが生じる場合がある。
これらのような無意味なイベントの結果、例えば、いくつかの周波数上で不要な測定が行
われる場合がある。
【００５０】
　同様の問題は、ある周波数が、ＳＣＣとしてソース構成の一部だが、ターゲット構成の
一部ではないことがある場合の再構成で生じることがある。このような場合、当該のｍｅ
ａｓＯｂｊｅｃｔがどんなスワッピングにも関係しないであろうと仮定すると、ターゲッ
ト構成中では無意味なイベントとなることがある。
【００５１】
　実施形態は、「Ｓ－Ｍｅａｓｕｒｅ」パラメータを使用してＷＴＲＵを構成できること
を企図する。「ｓ－Ｍｅａｓｕｒｅ」パラメータは、例えば、ＷＴＲＵが、周波数内、周
波数間、およびＲＡＴ間の近傍セルの測定を実施することができるかどうか、またはおそ
らくは実施することが必要とされるかどうかを制御できる、サービングセルについての品
質しきい値とすることができる。例として、複数搬送波対応のＷＴＲＵは、１次サービン
グセル上の信号強度が何らかの構成されたｓ－Ｍｅａｓｕｒｅよりも高いであろう限り、
構成されない周波数上での測定をしないものとすることができる。これにより、ネットワ
ークがこのＷＴＲＵについて追加のＣＣを最終的に構成しないようにすることができる。
【００５２】
　測定構成は、２つ以上のコンポーネントキャリアまたは周波数の場合など、複数の測定
オブジェクトを含む場合がある。１つまたは複数の方法を使用して、ＷＴＲＵが短期間に
複数の測定報告を生成して送信する可能性を最小限に抑えることができる。これは、限定
ではなく例として、測定識別に基づいて測定をグループ化することによって達成すること
ができる。これは、測定報告の送信を開始するためのトリガ条件を律するロジックを適用
することによって達成することができる。
【００５３】
　別法として、ＷＴＲＵが短期間に複数の測定報告を生成して送信する可能性を最小限に
抑えることはまた、１つまたは複数の様々なタイプの報告の送信を開始することによって
も達成することができる。例えば、これらのタイプの少なくとも１つは、イベントがトリ
ガされた１つまたは複数の測定のみの報告とすることができる。別のタイプは、測定グル
ープの全ての測定についての報告とすることができる。別のタイプは、複数の、おそらく
は同時の報告であり、各報告が単一の測定オブジェクトに関係する測定結果を含むものと
することができる。この後者のタイプは、複数の報告をほぼ同時に送信することとは異な
るものとすることができ、またいくつかのシナリオではそれに勝る利点を有することがで
きる。というのは、１つの送信時間間隔（ＴＴＩ）で報告を送信することになるであろう
ためである。この結果として一般に、種々のＴＴＩで送信された場合よりもオーバヘッド
を低くすることができる。
【００５４】
　１つまたは複数の測定オブジェクト（ｍｅａｓＯｂｊｅｃｔ）（例えば周波数）を１つ
の報告構成に関連付ける測定識別（ｍｅａｓＩＤ）を、定義することができる。報告構成
は、基準および報告フォーマットの、リストを含んでよい。
【００５５】
　実施形態は、複数搬送波による動作の実現が以下のとおりであってよいことを企図する
。すなわち、測定のグループを表す１つの新しいパラメータ（ｍｅａｓＧｒｏｕｐＩＤ）
によって、測定識別を追加的に構成することができ、このパラメータ自体は、測定のグル
ープに適用されるトリガ機能を示すタイプ（ｍｅａｓＧｒｏｕｐＴｙｐｅ）に関連してよ
い。
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【００５６】
　関連するトリガ機能は、いくつかのタイプのうちの１つとすることができる。少なくと
も１つのタイプのトリガ機能は、デフォルトトリガ機能と呼ぶことができる。測定グルー
プに属する測定オブジェクトに属する構成されたイベントのいずれか１つが報告基準を満
たすことができるとき、ＷＴＲＵは、おそらくは即座にまたは所定の遅延を伴って、この
測定グループについての測定報告を送信するための１つまたは複数の手順を開始すること
ができる。
【００５７】
　少なくとも１つのタイプのトリガ機能は、ウィンドウベーストリガ機能と呼ぶことがで
きる。測定グループの測定オブジェクトに属する構成されたイベントのいずれか１つが報
告基準を満たすことができるときであって、この測定グループについての保留中の測定報
告がない場合、ＷＴＲＵは、この測定報告が保留中であると考えることができ、いくらか
の期間（すなわちウィンドウ時間）にわたって待機することができる。この期間が終了し
、少なくとも１つの保留中の測定報告があると、ＷＴＲＵは、この測定グループについて
の測定報告を送信する手順を開始することができる。ウィンドウのサイズは、固定値であ
ってもよく、またはネットワークによって構成されてもよい。構成することは、例えば、
無線リソース制御（ＲＲＣ）などのレイヤ３（Ｌ３）シグナリングを使用して実施するこ
とができる。
【００５８】
　実施形態は、少なくとも１つのタイプのトリガ機能を、累積ウィンドウベーストリガ機
能と呼ぶことができることを企図する。測定グループの測定オブジェクトに属する構成さ
れたイベントのいずれか１つが報告基準を満たすことができるときであって、この測定グ
ループについての保留中の測定報告がないであろう場合、ＷＴＲＵは、この測定報告が保
留中であろうと考えることができ、いくらかの期間（例えばウィンドウ時間）にわたって
待機することができる。この期間が終了することができ、測定グループの各測定オブジェ
クトに対するイベント基準を満たすことができると、ＷＴＲＵは、この測定グループにつ
いての測定報告を送信する１つまたは複数の手順を開始することができる。ウィンドウの
サイズは、固定値であってもよく、または例えばネットワークによって構成されてもよい
。限定ではなく例として、構成することは、ＲＲＣなどのＬ３シグナリングを使用して実
施することができる。
【００５９】
　実施形態はまた、少なくとも１つのタイプのトリガ機能を、禁止トリガ機能と呼ぶこと
ができることを企図する。測定グループに属する測定オブジェクトに属する構成されたイ
ベントのいずれか１つが報告基準を満たすことができるとき、ＷＴＲＵは、この測定グル
ープについての報告が送信されてから、禁止タイマによって決定される量などの特定時間
量が経過していない場合に、このイベントを無視することができる。時間量は、固定値で
あってもよく、または例えばネットワークによって構成されてもよい。限定ではなく例と
して、構成することは、ＲＲＣなどのＬ３シグナリングを使用して実施することができる
。
【００６０】
　実施形態は、少なくとも１つのタイプのトリガ機能を、カスケード式トリガまで時間（
ｃａｓｃａｄｅｄ　ｔｉｍｅ－ｔｏ－ｔｒｉｇｇｅｒ）トリガ機能と呼ぶことができるこ
とを企図する。例えば、ＷＴＲＵが測定報告の送信を開始できるまでの遅延、すなわちト
リガまで時間として、時間Ｔｘを定義することができる。測定グループ中の測定オブジェ
クトに属する構成されたイベントのいずれか１つが報告基準を満たすとき、ＷＴＲＵは、
例えば、値Ｔ１に対応する第１のタイマを開始することができる。Ｔ１が失効し得る前に
、ＷＴＲＵは、測定グループのうち第２のタイマＴ２で構成できる他の測定オブジェクト
の評価を完了することができ、例えばＴ２はＴ１よりも小さくてよい。時間Ｔ１の失効時
、ＷＴＲＵは、イベント基準を満たす測定についての量を、同じ測定報告送信において報
告することができる。
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【００６１】
　それぞれのＴｘの各値は、例えばＴ１およびＴ２が測定機会の倍数となることができる
ように、固定値であってもよく、または、例えばＲＲＣなどのＬ３シグナリングを使用し
てネットワークによって構成されてもよい。これにより、トリガまで時間タイマに入るた
めの種々の測定の変動を低減することができる。
【００６２】
　実施形態は、イベントがトリガされた１つまたは複数の測定のみを報告できるか否かを
示すためのパラメータを含めることができることを企図する。例えば、このパラメータが
真であろう場合は、ＷＴＲＵは、測定グループのいくつかまたは全ての測定オブジェクト
についての量を、測定報告の送信に含めることができる。このパラメータが真でないであ
ろう場合は、ＷＴＲＵは、イベント基準を満たすことのできた測定オブジェクトについて
の量のみを、報告することができる。このパラメータは、例えばａｌｌＲｅｐｏｒｔｓＩ
ｎＧｒｏｕｐＥｎａｂｌｅｄパラメータとすることができる。
【００６３】
　実施形態は、搬送波からの信号品質が急速に劣化し得るとき、または複数の搬送波を含
むターゲットセルへのハンドオーバが必要とされ得るときに、１つまたは複数の問題が生
じる場合があることを企図する。このような例における搬送波は、１次サービングセルま
たは「Ｐセル」に対応する場合がある。
【００６４】
　開示する例において、用語「メトリック」は、例えば、かつ一般性を失うことなく、Ｌ
ＴＥシステムの場合の基準信号受信品質（ＲＳＲＱ）などの受信信号品質と、ＬＴＥシス
テムの場合の基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）などの受信信号強度とのいずれかなどの、品
質測定値に対応することができる。測定メトリックの選択は、周波数ごとに構成可能とす
ることができる。例えば、第１の周波数にはＲＳＲＰを使用し、第２の周波数にはＲＳＲ
Ｑを使用する、またはその逆とすることができる。
【００６５】
　ＷＴＲＵが複数の搬送波で動作していることができるとき、術語「１次サービングセル
」を使用して、ＷＴＲＵが構成され得る特定のまたは一意の搬送波を指すことができる。
例えば、この用語は、「特別なセル」、または「１次サービングセル」もしくは「Ｐセル
」に対応する搬送波に対応することができる。術語「サービングセル」は、例えば「１次
サービングセル」もしくは「Ｐセル」、または「２次サービングセル」もしくは「Ｓセル
」である可能性があるが、任意の周波数上の、ＷＴＲＵが構成され得る任意の搬送波を指
すのに使用することができる。用語「最良セル」は、ＷＴＲＵ構成の一部であり得る搬送
波に対応するかどうかにかかわらず、所与の周波数上で最高のメトリックを有する測定さ
れたセルを指すことができる。別法として、最良セルは、所与の周波数上で最高のメトリ
ックを有することのできる、ＷＴＲＵ構成の一部でないかもしれない測定されたセルを指
すのに使用することができる。この術語は、以下の、ＣＣ管理のための例示的な測定イベ
ントに適用することができる。
【００６６】
　例えば、実施形態は、あるイベントを、または１組のイベントのうちの１つをトリガで
きるときに、複数の周波数または他の測定オブジェクトから得られた測定結果を含む測定
報告をＷＴＲＵが送ることができることを企図する。このイベントまたは１組のイベント
は、再構成を実施する必要があり得ることを示すことができる。別法として、ＷＴＲＵは
、あるイベントを、または１組のイベントのうちの１つをトリガできるときに、おそらく
は単一の周波数または他の測定オブジェクトから得られた測定結果をそれぞれが含む複数
の測定報告を送ることができる。このイベントまたは１組のイベントは、再構成を実施す
る必要があり得ることを示すことができる。この手法を使用すれば、ネットワークは、即
座に、またはおそらくは所定の遅延の後に、再構成の候補となり得る他の周波数上のセル
または搬送波についての測定結果を得ることができる。
【００６７】
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　実施形態は、複数の周波数からの測定結果の報告をトリガできるイベントが、例えばい
くつかのタイプのうちの１つまたはサブセットであってよいことを企図する。一例は、１
次サービングセル上の信号品質の劣化を示すことのできるイベントとすることができ、こ
れは例えば、１次サービングセルメトリックがしきい値を下回るであろうＡ２イベント、
または、近傍セルメトリックが１次サービングセルメトリックよりもオフセット分良い（
例えば高い）であろうＡ３イベントである。
【００６８】
　トリガイベントの別の例は、１次サービングセルを指定周波数上のサービングセルで置
き換えることのできる、イベントの拡張とすることができる。例えば、拡張Ａ２イベント
では、特定周波数上のサービングセルメトリックがしきい値を下回るものとすることがで
きる。別の例として、拡張Ａ３イベントでは、近傍セルメトリックが指定周波数上のサー
ビングセルよりもオフセット分良いものとすることができる。例として、句「オフセット
分良い」は、より高いまたはより大きいことを意味するものと理解することができる。ま
た例として、表現「ＡはＢよりもオフセット分良い」は、Ａのメトリックが、値「オフセ
ット」だけＢのメトリックよりも大きいものとして理解することができる。
【００６９】
　トリガイベントの別の例は、第２のサービングセル上の信号品質がしきい値よりも高い
ままでありながら、第１のサービングセル上の信号品質の劣化を示すイベントとすること
ができる。例えば、１次サービングセルメトリックが第１のしきい値を下回り、特定周波
数上のサービングセルメトリックが第２のしきい値よりも高いままである場合がある。別
の例では、特定周波数上のサービングセルメトリックが第１のしきい値を下回り、別の特
定周波数上のサービングセルメトリックが第２のしきい値よりも高いままである場合があ
る。さらに別の例では、近傍セルメトリックが１次サービングセルよりもオフセット分良
くなり、特定周波数上のサービングセルメトリックが第２のしきい値よりも高いままであ
る場合がある。別法として、近傍セルメトリックが特定周波数上のサービングセルよりも
オフセット分良くなり、別の特定周波数上のサービングセルメトリックが第２のしきい値
よりも高いままである場合がある。
【００７０】
　トリガイベントの別の例は、前の例の１つまたは複数と同様とすることができるが、特
定周波数（または特定の標準周波数）を使用する代わりに、１次サービングセルの周波数
以外の、またはイベントに基づく他の標準周波数以外の、事前構成済みの１組の周波数の
いずれかを使用することができる。事前構成済みの１組の周波数は、より高いレイヤから
提供されてもよく、または、周波数上で動作するようにＷＴＲＵを構成することのできる
１組の周波数に対応するものであってもよい。
【００７１】
　上記のイベントの１つがトリガされるとＷＴＲＵから送信される測定報告または１組の
測定報告は、以下の測定オブジェクトについての測定結果を、別々にまたは組合せで含む
ことができる。すなわち、１次サービングセルに対応する周波数についての測定オブジェ
クト；ＷＴＲＵが動作していることのできる周波数（例えば構成されるＳセルを含む周波
数）に対応する、測定構成の測定オブジェクトの全てもしくはサブセット；サービングセ
ルメトリックがしきい値よりも高いであろう、ＷＴＲＵが動作していることのできる周波
数に対応する、測定構成の測定オブジェクトの全てもしくはサブセット；最も強いセルメ
トリックがしきい値よりも高いであろう測定オブジェクトの全てもしくはサブセット；上
記のイベントのどれがトリガされたであろうかにかかわらず、ＷＴＲＵの測定構成に含ま
れる測定オブジェクトの全てもしくはサブセット；または、報告をトリガしたイベントの
評価において使用されたであろう測定オブジェクトの全てもしくはサブセットである。測
定オブジェクトは、１つのタイプの測定オブジェクト（例えばｍｅａｓＯｂｊｅｃｔＥＵ
ＴＲＡ、ｍｅａｓＯｂｊｅｃｔＵＴＲＡ、ｍｅａｓＯｂｊｅｃｔＧＥＲＡＮ、またはｍｅ
ａｓＯｂｊｅｃｔＣＤＭＡ２０００）を指すことができる。
【００７２】
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　測定オブジェクトのサブセットのみを報告できる場合、以下の１つまたは複数を使用し
て測定オブジェクトの数を決定することができる。すなわち、総計Ｋ個までの測定オブジ
ェクト；構成されるＳセルを含む搬送波に対応するＮ個までの測定オブジェクト；または
、構成されるＳセルを含まない搬送波に対応するＭ個までの測定オブジェクトである。次
いで、Ｃ個までのセルの測定結果を報告することができる。Ｎ、Ｍ、Ｃ、およびＫは、事
前定義済みであってもよく、またはより高いレイヤによってシグナリングされてもよい。
【００７３】
　実施形態は、測定が利用可能なオブジェクトの数と比較してより少ない数のオブジェク
トを選択できるとき、以下の規則の１つもしくは複数または組合せを使用してオブジェク
トのサブセットを選択できることを企図する。すなわち、規則１－それらの最高ランクの
セルについて最高（または最良）メトリック（ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ）を有するであろうオ
ブジェクトを選択すること、および／または、規則２－それらの最高ランクのセルのメト
リックがしきい値よりも高いであろうオブジェクトを選択することである。規則２により
選択される測定オブジェクトが許容測定オブジェクトの最大数を超えるかもしれない場合
は、規則１を適用することができる。
【００７４】
　ＷＴＲＵは、測定報告を送って、構成からの搬送波の除去を可能にすることができ、ま
たは、搬送波をＷＴＲＵ構成に追加しようと考慮することがもはやできないことをネット
ワークに通知することができる。ＷＴＲＵは、いくつかのイベントのうちの１つが発生し
たとき、例えば搬送波上の信号強度または品質が適切な動作のためには低くなりすぎるか
もしれないときに、測定報告を送ることができる。他の例としては、測定オブジェクトに
関するサービング搬送波メトリックが絶対しきい値を下回るとき、または、測定オブジェ
クトに関する最良セルのメトリックが絶対しきい値を下回り得るときを挙げることができ
る。
【００７５】
　以下の例示的なイベントを使用して、搬送波をＷＴＲＵ構成から除去できる状況、また
は、別の搬送波と比較したこの搬送波の相対的な品質が低くなりすぎるかもしれないため
にこの搬送波をＷＴＲＵ構成に追加しようと考慮することがもはやできない状況を検出す
ることができる。これらの例としては、測定オブジェクトに関するサービングセルメトリ
ックが１次サービングセルよりもオフセット分悪く（例えば低く）なり得ること；測定オ
ブジェクトに関する最良セルのメトリックが１次サービングセルよりもオフセット分悪く
なり得ること；第１の測定オブジェクトに関するサービングセルメトリックが第２の測定
オブジェクトに関するサービングセルメトリックよりもオフセット分悪くなり得ること；
または、第１の測定オブジェクトに関する最良セルメトリックが第２の測定オブジェクト
に関するサービングセルメトリックよりもオフセット分悪くなり得ることが挙げられるが
、これらに限定されない。これらのイベントの使用は、例えば、ＷＴＲＵの測定構成の一
部としてネットワークによって構成されてよい。
【００７６】
　実施形態は、ターゲットセル中の複数搬送波へのハンドオーバをサポートする問題、な
らびに／または、追加の搬送波の構成および解放を管理する問題に対処するために、オン
デマンド測定を導入できることを企図する。ネットワークは、その関心のあるセルに関す
る測定を、メッセージ中で、例えばオンデマンド測定要求中で要求することができ、また
は、拡張メッセージ中にフィールドを設定することによって要求することができる。メッ
セージは、図３に示すように無線リソース制御（ＲＲＣ）レイヤにおいて、媒体アクセス
制御（ＭＡＣ）レイヤにおいて、または物理（ＰＨＹ）レイヤにおいて送信することがで
きる。ＷＴＲＵは、このメッセージを受信すると、指示された搬送波周波数または測定オ
ブジェクトについての測定報告を送ることができる。
【００７７】
　以下の例では、以下の術語を使用することができる。「ソース構成」は、再構成または
再確立手順の前のＷＴＲＵのＲＲＣ構成を指すことができる。「ターゲット構成」は、再
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構成または再確立手順に成功できた場合の、この手順の後のＷＴＲＵのＲＲＣ構成を指す
ことができる。「Ｐセル」は、１次コンポーネントキャリア（ＰＣＣ）上のサービングセ
ルを指すことができる。「Ｓセル」は、２次コンポーネントキャリア（ＳＣＣ）上のサー
ビングセルを指すことができる。「Ｓセル参照イベント（Ｓｃｅｌｌ－ｒｅｆｅｒｒｅｄ
　Ｅｖｅｎｔ）」は、サービングセル参照がＳセルであり得る、Ａ１やＡ２（ただしこれ
らに限定されない）などの測定イベントを指すことができる。実施形態は、Ａ１が、サー
ビングセルがしきい値よりもよくなり得ることを意味することができ、Ａ２が、サービン
グセルがしきい値よりも悪くなり得ることを意味することができることを企図する。本開
示の全体を通して提示する全ての用語および付随する定義は、例示のためのものであり、
本開示との一貫性のある他の用語を妥当に使用することもできる。
【００７８】
　以下の例を使用して、ＷＴＲＵが任意のタイプの再構成に備えてその測定構成を再構成
するのを可能にすることができる。以下の条件のサブセットの少なくとも１つを満たすこ
とができるとき、ＷＴＲＵは、測定構成手順を実施する前に、ＲＲＣ再構成手順またはＲ
Ｒ再確立手順の間にＷＴＲＵの測定構成からｍｅａｓＩｄを除去することができる。ｍｅ
ａｓＩｄを除去するための条件は、ａ）ｍｅａｓＩｄが、ソース構成中のＳＣＣに対応す
るｍｅａｓＯｂｊｅｃｔにリンクされるとき；ｂ）ｍｅａｓＩｄが、ソース構成中のＳＣ
Ｃには対応するがターゲット構成中のＳＣＣには対応しないｍｅａｓＯｂｊｅｃｔにリン
クされるとき；ｃ）ｍｅａｓＩｄが、ソース構成中のＳＣＣには対応するがターゲット構
成中のＳＣＣもしくはＰＣＣには対応しないｍｅａｓＯｂｊｅｃｔにリンクされるとき；
ｄ）ｍｅａｓＩｄが、ソース構成中のＳＣＣに対応するｍｅａｓＯｂｊｅｃｔにリンクさ
れ、ターゲット構成中のＳセルがソース構成中のＳセルと同一でないとき；ｅ）ｍｅａｓ
Ｉｄが、Ｓセル参照イベントに対応する報告構成にリンクされるとき；ｆ）ｍａｓＩｄが
、Ｓセル参照イベントに対応する報告構成にリンクされるときであって、（ａ）が真であ
ることを条件としたとき；ｇ）ｍｅａｓＩｄが、Ｓセル参照イベントに対応する報告構成
にリンクされるときであって、（ｂ）が真であることを条件としたとき；ｈ）ｍａｓＩｄ
が、Ｓセル参照イベントに対応する報告構成にリンクされるときであって、（ｃ）が真で
あることを条件としたとき；ｉ）ｍａｓＩｄが、Ｓセル参照イベントに対応する報告構成
にリンクされるときであって、（ｄ）が真であることを条件としたとき；ｊ）ｍｅａｓＩ
ｄが、ソース構成中の構成されないＣＣに対応するｍｅａｓＯｂｊｅｃｔにリンクされる
とき；ｋ）ｍｅａｓＩｄが、ターゲット構成中の構成されないＣＣに対応するｍｅａｓＩ
ｄにリンクされるとき；および／または、ｌ）ｍｅａｓＩｄが、ソース構成中の構成され
ないＣＣに対応するがターゲット構成中のＳＣＣもしくはＰＣＣに対応するｍｅａｓＯｂ
ｊｅｃｔにリンクされるとき、を含んでよいが、これらに限定されない。
【００７９】
　実施形態は、以下の追加の条件のサブセットの少なくとも１つを満たすことができる場
合に、上記の条件の１つを満たすことができるときの測定識別（ｍｅａｓＩｄ）の除去を
行うことができる（または、おそらくいくつかの実施形態では除去を行うことだけができ
る）ことを企図する。すなわち、ｍ）ｍｅａｓＩｄが、以下の段落で述べる実施形態の１
つまたは複数に従って異なるｍｅａｓＯｂｊｅｃｔにリンクされるように修正される場合
、または、ｎ）ソース構成中のＰＣＣ周波数がターゲット構成中のＰＣＣ周波数と異なる
場合、例えば周波数間ハンドオーバの場合である。
【００８０】
　以下の例を使用して、ＷＴＲＵが複数搬送波動作におけるＰＣＣ周波数の変化を伴う再
構成に備えてＷＴＲＵの測定構成を再構成するのを可能にすることができる。第１のｍｅ
ａｓＯｂｊｅｃｔにすでにリンクされていてよいｍｅａｓＩｄの場合、ＷＴＲＵは、例え
ば、測定構成手順を実施する前に、ＲＲＣ再構成手順および／またはＲＲＣ再確立手順の
間にこのｍｅａｓＩｄを代わりに第２のｍｅａｓＯｂｊｅｃｔにリンクできるように、こ
のｍｅａｓＩｄを修正することができる。これは、第２のｍｅａｓＯｂｊｅｃｔがすでに
ＷＴＲＵの測定構成の一部であり得るときであって、以下の条件のサブセットの少なくと
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も１つを満たすことができるときに、行うことができる。すなわち、ｏ）第１のｍｅａｓ
Ｏｂｊｅｃｔが、ソース構成中のＰＣＣに対応し、第２のｍｅａｓＯｂｊｅｃｔが、ター
ゲット構成中のＰＣＣに対応し、ｍｅａｓＩｄが、Ｓセル参照イベントに対応しない報告
構成にリンクされ得ること；ｐ）第１のｍｅａｓＯｂｊｅｃｔが、ターゲット構成中のＰ
ＣＣおよびソース構成中のＳＣＣに対応し、第２のｍｅａｓＯｂｊｅｃｔが、ソース構成
中のＰＣＣおよび／もしくはターゲット構成中のＳＣＣに対応すること；または、第１の
ｍｅａｓＯｂｊｅｃｔが、ターゲット構成中のＰＣＣおよび／もしくはソース構成中の構
成されないＣＣに対応し、第２のｍｅａｓＯｂｊｅｃｔが、ソース構成中のＰＣＣおよび
／もしくはターゲット構成中の構成されないＣＣに対応することである。
【００８１】
　実施形態は、構成されない周波数に対するｓ－Ｍｅａｓｕｒｅの条件付き使用を用いて
測定を実施できることを企図する。例えば、ＷＴＲＵは、以下の条件の少なくとも１つが
満たされた場合に、ｓ－Ｍｅａｓｕｒｅの構成にかかわらず、少なくとも１つのｍｅａｓ
Ｉｄが対応ｍｅａｓＯｂｊｅｃｔにリンクされ得る構成されない周波数上で測定すること
ができる。条件は、ＷＴＲＵが、この構成されない周波数上での測定のためにそのように
挙動する指示をＷＴＲＵの測定構成から受け取ったとき；複数搬送波対応のＷＴＲＵが、
ＷＴＲＵの構成において少なくとも１つのＣＣを追加することができるとき；および／ま
たは、ＷＴＲＵが、測定ギャップを使用せずにこの構成されない周波数上で測定すること
ができるときを含んでよいが、これらに限定されない。
【００８２】
　図４に、例示的な一実施形態を示す。図４に描くように、４０２で、ワイヤレス送受信
ユニット（ＷＴＲＵ）は、リソース無線制御（ＲＲＣ）接続状態を決定するように１つま
たは複数のプロセッサが少なくとも部分的に構成されてよい。４０４で、ＷＴＲＵは、測
定構成を再構成することができる。測定構成の再構成は、測定構成から少なくとも１つの
パラメータを除去することを含んでよい。４０６で、ＲＲＣ接続状態を、例えばＲＲＣ接
続再確立とＲＲＣ接続再構成とのうちの少なくとも一方として決定することができる。４
０８で、ＷＴＲＵは、例えば、ＲＲＣ接続再確立とＲＲＣ接続再構成とのうちの少なくと
も一方の間に、測定構成から少なくとも１つのパラメータを除去することができる。別法
として、４１０で、ＷＴＲＵは、少なくとも１つの条件に基づいて測定構成から少なくと
も１つのパラメータを除去するようにさらに構成されてよい。実施形態は、少なくとも１
つのパラメータが、例えばｍｅａｓＩｄパラメータなどの識別パラメータに対応してよい
ことを企図する。また、第１の条件は、ｍｅａｓＩｄパラメータが例えばＡ１測定イベン
トとＡ２測定イベントとのうちの少なくとも一方に関連することを含んでよい。４１２で
、ＷＴＲＵは、第１の条件と第２の条件との両方に基づいて測定構成から少なくとも１つ
のパラメータを除去するようにさらに構成されてよい。実施形態は、第２の条件が、例え
ば、構成されないコンポーネントキャリア（ＣＣ）に対応するｍｅａｓＯｂｊｅｃｔパラ
メータにｍｅａｓＩｄパラメータが関連することを含んでよいことを企図する。
【００８３】
　図５および図５Ａに描くように、実施形態は、１つまたは複数のプロセッサを備えてよ
いワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）を企図する。５０２で、測定報告を構成するよ
うに、ＷＴＲＵの少なくとも１つのプロセッサ（または単にＷＴＲＵ）を少なくとも部分
的に構成することができる。測定報告は、少なくとも１つの基準に基づいて構成されてよ
い。測定報告は、周波数上で動作するようにＷＴＲＵを構成可能とすることのできる１つ
または複数の周波数に関する測定結果を含んでよい。５０４で、ＷＴＲＵは、測定報告を
送信するように構成されてよい。５０６で、測定報告は、おそらくは、その周波数上で動
作するようにＷＴＲＵを構成可能とすることのできる、第１の周波数以外の１つまたは複
数の周波数に関する測定結果を含んでよい。第１の周波数は、少なくとも１つの条件に関
連してよい。５０８で、少なくとも１つの条件は、第１の周波数における第１のセルの信
号品質が第１のしきい値よりも低くなることを含んでよい。少なくとも１つの条件はまた
、その周波数上で動作するようにＷＴＲＵを構成可能とすることのできる、第１の周波数
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以外の１つまたは複数の周波数における第２のセルの信号品質が、第２のしきい値よりも
高いことを含んでよい。
【００８４】
　別法として、５１０で、少なくとも１つの条件は、第１の周波数におけるＷＴＲＵにサ
ービスする第１のセルに関連する第１の品質測定値が、第１のしきい値よりも低くなるこ
と、および第２の品質測定値が第２のしきい値よりも高いことを含んでよい。第２の品質
測定値は、その周波数上で動作するようにＷＴＲＵを構成可能とすることのできる、第１
の周波数以外の１つまたは複数の周波数における第２のセルに関連してよい。
【００８５】
　別法として、５１２で、少なくとも１つの条件は、第１の周波数における第１のセルに
関連する第１の品質測定値が第１のしきい値よりも低くなること、および第２の品質測定
値が第２のしきい値よりも高いことを含んでよい。第２の品質測定値は、その周波数上で
動作するようにＷＴＲＵを構成可能とすることのできる、第１の周波数以外の１つまたは
複数の周波数における第２のセルに関連してよい。
【００８６】
　別の代替的形態では、５１４で、少なくとも１つの条件は、第１の周波数におけるＷＴ
ＲＵにサービスする第１のセルに関連する第１の品質測定値が、第１のセルの近傍の第２
のセルに関連する第２の品質測定値よりも低くなることを含んでよい。少なくとも１つの
条件はまた、第３の品質測定値がしきい値よりも高いことを含んでよい。第３の品質測定
値は、その周波数上で動作するようにＷＴＲＵを構成可能とすることのできる、第１の周
波数以外の１つまたは複数の周波数における第３のセルに関連してよい。
【００８７】
　やはり別法として、５１６で、少なくとも１つの条件は、第１の周波数における第１の
セルに関連する第１の品質測定値が、第１のセルの近傍の第２のセルに関連する第２の品
質測定値よりも低くなることを含んでよい。少なくとも１つの条件はまた、第３の測定品
質がしきい値よりも高いことを含んでよい。第３の測定品質は、その周波数上で動作する
ようにＷＴＲＵを構成可能とすることのできる、第１の周波数以外の１つまたは複数の周
波数における第３のセルに関連してよい。
【００８８】
　次に図６を参照すると、実施形態は、ワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）が１つま
たは複数のプロセッサを備えてよいことを企図する。６０２で、１つまたは複数のセル（
またはサービングセル）に関連し得る少なくとも１つの条件を決定するように、ＷＴＲＵ
の少なくとも１つのプロセッサ（または単にＷＴＲＵ）を少なくとも部分的に構成するこ
とができる。ＷＴＲＵは、１つまたは複数のセルのうちの少なくとも１つのセル上で動作
するように構成可能とすることができる。６０４で、ＷＴＲＵは、少なくとも１つの条件
に基づいて測定報告を送信するように構成されてよい。６０６で、少なくとも１つの条件
は、１つまたは複数のセルのうちの少なくとも１つに関連する品質測定値がしきい値より
も低くなることを含むように構成されてよい。実施形態は、しきい値が絶対しきい値であ
ってよいことを企図する。また、品質測定値は、例えば信号強度と信号品質とのうちの少
なくとも一方とすることができる。６０８で、ＷＴＲＵは、１つまたは複数の周波数上の
１つまたは複数のセルのうちの少なくとも１つのセル上で動作するように構成可能とする
ことができる。実施形態は、１つまたは複数のセルが、例えば１次サービングセルと２次
サービングセルとのうちの少なくとも一方を含んでよいことを企図する。
【００８９】
　特徴および要素を特定の組合せで上述しているが、各特徴または要素は、単独で、また
は他の特徴および要素との任意の組合せで使用できることを、当業者なら理解するであろ
う。加えて、本明細書に述べた方法は、コンピュータまたはプロセッサによって実行され
るようにコンピュータ可読媒体に組み入れられたコンピュータプログラム、ソフトウェア
、またはファームウェアにおいて実施することができる。コンピュータ可読媒体の例とし
ては、電子信号（有線またはワイヤレス接続を介して伝送される）およびコンピュータ可
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読記憶媒体が挙げられる。コンピュータ可読記憶媒体の例としては、読取専用メモリ（Ｒ
ＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモ
リデバイス、内蔵ハードディスクや取外し可能ディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、お
よび、ＣＤ－ＲＯＭディスクやディジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）などの光学媒体が挙
げられるが、これらに限定されない。ＷＴＲＵ、ＵＥ、端末、基地局、ＲＮＣ、または任
意のホストコンピュータ中で使用するための、無線周波数送受信機を、プロセッサをソフ
トウェアと共に使用して実現することができる。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１Ｃ】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図５Ａ】

【図６】
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