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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局であって、
　無線基地局によって指定された無線品質を測定し、測定結果を示す品質情報を取得する
ように構成されている品質情報取得部と、
　前記移動局の位置情報を取得するように構成されている位置情報取得部と、
　前記無線基地局によって指定されたタイミングで、前記無線基地局に対して、取得した
前記品質情報及び前記位置情報を送信するように構成されている送信部とを具備しており
、
　前記無線基地局との間でＲＲＣコネクションを設定する動作が第１所定回数だけ行われ
る度に、前記位置情報取得部は、前記移動局の位置情報を取得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】
　移動局であって、
　無線基地局によって指定された無線品質を測定し、測定結果を示す品質情報を取得する
ように構成されている品質情報取得部と、
　前記移動局の位置情報を取得するように構成されている位置情報取得部と、
　前記無線基地局によって指定されたタイミングで、前記無線基地局に対して、取得した
前記品質情報及び前記位置情報を送信するように構成されている送信部とを具備しており
、
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　前記無線品質を測定する動作が第１所定回数だけ行われる度に、前記位置情報取得部は
、前記移動局の位置情報を取得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３】
　移動局であって、
　無線基地局によって指定された無線品質を測定し、測定結果を示す品質情報を取得する
ように構成されている品質情報取得部と、
　前記移動局の位置情報を取得するように構成されている位置情報取得部と、
　前記無線基地局によって指定されたタイミングで、前記無線基地局に対して、取得した
前記品質情報及び前記位置情報を送信するように構成されている送信部とを具備しており
、
　前記無線基地局から報知情報を受信する動作が第１所定回数だけ行われる度に、前記位
置情報取得部は、前記移動局の位置情報を取得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４】
　移動局であって、
　無線基地局によって指定された無線品質を測定し、測定結果を示す品質情報を取得する
ように構成されている品質情報取得部と、
　前記移動局の位置情報を取得するように構成されている位置情報取得部と、
　前記無線基地局によって指定されたタイミングで、前記無線基地局に対して、取得した
前記品質情報及び前記位置情報を送信するように構成されている送信部とを具備しており
、
　前記移動局のバックライトが点灯する動作が第１所定回数だけ行われる度に、前記位置
情報取得部は、前記移動局の位置情報を取得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５】
　前記位置情報取得部は、前記移動局に対して外部から電源が供給されている場合には、
前記無線品質の測定が、前記第１所定回数よりも少ない第２所定回数だけ行われる度に、
前記移動局の位置情報を取得するように構成されており、
　前記位置情報取得部は、前記移動局に対して外部から電源が供給されていない場合には
、前記動作が、前記第１所定回数だけ行われる度に、前記移動局の位置情報を取得するよ
うに構成されていることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の移動局。
【請求項６】
　前記位置情報取得部は、前記移動局のバッテリ残量が所定閾値を下回っている場合には
、前記移動局の位置情報を取得しないように構成されていることを特徴とする請求項１～
５のいずれか１項に記載の移動局。
【請求項７】
　移動局が、無線基地局によって指定された無線品質を測定し、測定結果を示す品質情報
を取得する工程Ａと、
　前記移動局が、前記移動局の位置情報を取得する工程Ｂと、
　前記移動局が、前記無線基地局によって指定されたタイミングで、前記無線基地局に対
して、取得した前記品質情報及び前記位置情報を送信する工程Ｃとを有し、
　前記工程Ｂにおいて、前記移動局は、前記無線基地局との間でＲＲＣコネクションを設
定する動作が第１所定回数だけ行われる度に、前記移動局の位置情報を取得することを特
徴とする移動通信方法。
【請求項８】
　移動局が、無線基地局によって指定された無線品質を測定し、測定結果を示す品質情報
を取得する工程Ａと、
　前記移動局が、前記移動局の位置情報を取得する工程Ｂと、
　前記移動局が、前記無線基地局によって指定されたタイミングで、前記無線基地局に対
して、取得した前記品質情報及び前記位置情報を送信する工程Ｃとを有し、
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　前記工程Ｂにおいて、前記移動局は、前記無線品質を測定する動作が第１所定回数だけ
行われる度に、前記移動局の位置情報を取得することを特徴とする移動通信方法。
【請求項９】
　移動局が、無線基地局によって指定された無線品質を測定し、測定結果を示す品質情報
を取得する工程Ａと、
　前記移動局が、前記移動局の位置情報を取得する工程Ｂと、
　前記移動局が、前記無線基地局によって指定されたタイミングで、前記無線基地局に対
して、取得した前記品質情報及び前記位置情報を送信する工程Ｃとを有し、
　前記工程Ｂにおいて、前記移動局は、前記無線基地局から報知情報を受信する動作が第
１所定回数だけ行われる度に、前記移動局の位置情報を取得することを特徴とする移動通
信方法。
【請求項１０】
　移動局が、無線基地局によって指定された無線品質を測定し、測定結果を示す品質情報
を取得する工程Ａと、
　前記移動局が、前記移動局の位置情報を取得する工程Ｂと、
　前記移動局が、前記無線基地局によって指定されたタイミングで、前記無線基地局に対
して、取得した前記品質情報及び前記位置情報を送信する工程Ｃとを有し、
　前記工程Ｂにおいて、前記移動局は、前記移動局のバックライトが点灯する動作が第１
所定回数だけ行われる度に、前記移動局の位置情報を取得することを特徴とする移動通信
方法。
【請求項１１】
　前記無線基地局が、コアネットワーク若しくはＯＡＭシステム内に収容されている品質
情報取得サーバに対して、前記品質情報及び前記位置情報を送信する工程と、
　前記品質情報取得サーバ或いはＯＡＭシステムと連携するコアネットワーク内の所定装
置が、前記品質情報の取得回数及び前記位置情報の取得回数に応じて、前記移動局に対す
る課金処理を調整する工程とを有することを特徴とする請求項７～１０のいずれか１項に
記載の移動通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動局及び移動通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰでは、現在、「Ｒａｄｉｏ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ
　ｆｏｒ　ＭＤＴ（Ｍｉｎｉｍｉｓａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｄｒｉｖｅ　Ｔｅｓｔｓ）」の仕
様策定に向けての議論が行われている。
【０００３】
　現在のＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式では、移動局ＵＥは、
無線基地局ｅＮＢによって指定された無線品質の測定結果を示す品質情報を送信するタイ
ミングにおいて、移動局ＵＥの位置情報（ＧＮＳＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏ
ｎ　Ｓｔｅｌｌｉｔｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ：
緯度・経度等の情報）を取得し記憶していれば、無線基地局ｅＮＢに対して、かかる移動
局ＵＥの位置情報を品質情報と共に送信するように構成されている（例えば、非特許文献
１参照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３７.３２０　Ｖ.１.０.０、５.１.１.３.３　Ｒｅｐｏ
ｒｔｉｎｇ　ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ、５.１.２.２　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏ
ｒｔｉｎｇ、５.２.１.２　Ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ　ｔｏ　Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｆ
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ａｉｌｕｒｅ　ｒｅｐｏｒｔ、２０１０年８月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、現状のＬＴＥ方式では、移動局ＵＥは、上述の品質情報を送信するタイ
ミングにおいて、移動局ＵＥの位置情報を取得し記憶していれば、無線基地局ｅＮＢに対
して送信すればよいので、実際に、移動局ＵＥによって、品質情報及び位置情報の両方が
送信される確率は高くないと予想される。
【０００６】
　したがって、「Ｒａｄｉｏ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　ｆｏｒ
　ＭＤＴ」を行った場合であっても、適切にＣｏｖｅｒａｇｅ　ｈｏｌｅを発見したり、
無線パラメータ（ハンドオーバの閾値や送信電力やチルト等）の最適化を図ったりするこ
とができない可能性があるという問題点があった。
【０００７】
　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、移動局ＵＥにおいて品質
情報及び移動局ＵＥの位置情報を適切に取得して報告することができる移動局及び移動通
信方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の特徴は、移動局であって、無線基地局によって指定された無線品質を測
定し、該測定結果を示す品質情報を取得するように構成されている品質情報取得部と、前
記移動局の位置情報を取得するように構成されている位置情報取得部と、前記無線基地局
によって指定されたタイミングで、該無線基地局に対して、取得した前記品質情報及び前
記位置情報を送信するように構成されている送信部とを具備しており、所定動作が、第１
所定回数だけ行われる度に、前記位置情報取得部は、前記移動局の位置情報を取得するよ
うに構成されていることを要旨とする。
【０００９】
　本発明の第２の特徴は、移動通信方法であって、移動局が、無線基地局によって指定さ
れた無線品質を測定し、該測定結果を示す品質情報を取得する工程Ａと、前記移動局が、
該移動局の位置情報を取得する工程Ｂと、前記移動局が、前記無線基地局によって指定さ
れたタイミングで、該無線基地局に対して、取得した前記品質情報及び前記位置情報を送
信する工程Ｃとを有し、前記工程Ｂにおいて、前記移動局は、所定動作が、第１所定回数
だけ行われる度に、該移動局の位置情報を取得することを要旨とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、移動局ＵＥにおいて品質情報及び移動局ＵＥの位置情報を適切に取得
して報告することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【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通信システムの動作を説明するシーケンス図
である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る移動局の動作を説明するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
（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について説
明する。
【００１３】
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　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、コアネットワークと、ＯＡＭ（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｍａｎａｇ
ｅｍｅｎｔ）システムと、セル＃１を管理する無線基地局ｅＮＢ＃１と、セル＃２を管理
する無線基地局ｅＮＢ＃２とを具備している。
【００１４】
　なお、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、無線基地局ｅＮＢ＃１及び無線基
地局ｅＮＢ＃２は、コアネットワーク及びＯＡＭシステム内に収容されている。
【００１５】
　また、コアネットワーク若しくはＯＡＭ (Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｍａｎａｇｅ
ｍｅｎｔ)システム内には、品質情報取得サーバが収容されている。
【００１６】
　本実施形態に係る移動局ＵＥは、「Ｒａｄｉｏ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｃｏｌｌｅ
ｃｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ＭＤＴ」に対応可能であり、図２に示すように、品質情報取得部１
１と、判定部１２と、位置情報取得部１３と、送信部１４とを具備している。
【００１７】
　品質情報取得部１１は、無線基地局ｅＮＢによって指定された無線品質を測定し、かか
る測定結果を示す品質情報を取得するように構成されている。
【００１８】
　具体的には、品質情報取得部１１は、無線基地局ｅＮＢによって送信された「ＭＤＴ　
Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」で指定された所定セル（周波数
）における無線品質を測定する（すなわち、ＭＤＴ測定を行う）ように構成されている。
【００１９】
　例えば、品質情報取得部１１は、かかる無線品質として、「ＲＳＲＰ（Ｒｅｆｅｒｅｎ
ｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）」や「ＲＳＲＱ（Ｒｅｆｅｒｅｎ
ｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｑｕａｌｉｔｙ）」を測定するように構成され
ている。
【００２０】
　判定部１２は、所定の判定処理を行うように構成されている。
【００２１】
　例えば、判定部１２は、移動局ＵＥに対して外部から電源が供給されているか否かにつ
いて判定するように構成されている。
【００２２】
　また、判定部１２は、移動局ＵＥのバッテリ残量が所定閾値Ｔｈを下回っているか否か
について判定するように構成されている。
【００２３】
　また、判定部１２は、所定動作が、第１所定回数Ｎ（Ｎ＝１,２,…）だけ行われたか否
かについて判定するように構成されている。
【００２４】
　さらに、判定部１２は、上述のＭＤＴ測定が、第２所定回数Ｍだけ行われたか否かにつ
いて判定するように構成されている。ここで、「Ｍ」は、１以上「Ｎ」未満の整数である
。
【００２５】
　位置情報取得部１３は、移動局ＵＥの位置情報（例えば、（ＧＮＳＳ　ｌｏｃａｔｉｏ
ｎ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を取得するように構成されている。
【００２６】
　具体的には、所定動作が、第１所定回数Ｎだけ行われる度に、位置情報取得部１３は、
移動局ＵＥの位置情報を取得するように構成されている。
【００２７】
　ここで、上述の所定動作は、無線基地局ｅＮＢとの間でＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏ
ｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）コネクションを設定する動作であってもよいし、「ＭＤＴ　
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Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」又は「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ
　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」で指定された所定セルの無線品質を測定する動作（ＭＤ
Ｔ測定又は通常の測定を行う動作）であってもよいし、無線基地局ｅＮＢから報知情報（
例えば、ＳＩＢ（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ）やＭＩＢ（Ｍａ
ｓｔｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ）等）を受信する動作であってもよいし
、移動局ＵＥのバックライトが点灯する動作であってもよい。
【００２８】
　ここで、判定部１２が、移動局ＵＥに対して外部から電源が供給されていると判定した
場合（例えば、カード型の移動局ＵＥがＰＣのスロットに挿入されている場合や、移動局
ＵＥが充電器に接続されている場合）には、位置情報取得部１３は、上述のＭＤＴ測定が
、第２所定回数Ｍだけ行われる度に、移動局ＵＥの位置情報を取得するように構成されて
いてもよい。
【００２９】
　一方、判定部１２が、移動局ＵＥに対して外部から電源が供給されていないと判定した
場合には、位置情報取得部１３は、上述の所定動作が、第１所定回数Ｎだけ行われる度に
、移動局ＵＥの位置情報を取得するように構成されていてもよい。
【００３０】
　また、判定部１２が、移動局ＵＥのバッテリ残量が所定閾値Ｔｈを下回っていると判定
した場合には、位置情報取得部１３は、移動局ＵＥの位置情報を取得しないように構成さ
れていてもよい。
【００３１】
　送信部１４は、「ＭＤＴ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」で
指定されたタイミングで、無線基地局ｅＮＢに対して、品質情報取得部１１によって取得
された品質情報及び位置情報取得部１３によって取得された移動局ＵＥの位置情報を送信
するように構成されている。
【００３２】
　以下、図３及び図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
作の一例について説明する。
【００３３】
　図３に示すように、ステップＳ１０００において、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥに
対して、ＭＤＴ測定対象のセル（周波数）や測定結果の送信タイミング等を含む「ＭＤＴ
　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」を送信する。
【００３４】
　ステップＳ１００１において、移動局ＵＥは、「ＭＤＴ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」によって指定された所定セル（周波数）の無線品質を示す品
質情報を取得すると共に、図４に示す処理によって、移動局ＵＥの位置情報を取得する。
【００３５】
　具体的には、図４に示す処理において、移動局ＵＥは、外部から電源が供給されている
場合（ステップＳ１０１の「ＹＥＳ」）、ステップＳ１０２に示すように、上述のＭＤＴ
測定が、第２所定回数Ｍだけ行われる度に、移動局ＵＥの位置情報を取得する。
【００３６】
　また、図４に示す処理において、移動局ＵＥは、外部から電源が供給されていない場合
（ステップＳ１０１の「ＮＯ」）で、かつ、バッテリ残量が所定閾値Ｔｈを下回っていな
い場合（ステップＳ１０３の「ＮＯ」）、ステップＳ１０４に示すように、上述の所定動
作が、第１所定回数Ｎだけ行われる度に、移動局ＵＥの位置情報を取得する。
【００３７】
　さらに、図４に示す処理において、移動局ＵＥは、外部から電源が供給されていない場
合（ステップＳ１０１の「ＮＯ」）で、かつ、バッテリ残量が所定閾値Ｔｈを下回ってい
る場合（ステップＳ１０３の「ＹＥＳ」）、ステップＳ１０５に示すように、移動局ＵＥ
の位置情報を取得しない。
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【００３８】
　ステップＳ１００２において、移動局ＵＥは、「ＭＤＴ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」によって指定されたタイミングで、無線基地局ｅＮＢに対し
て、ステップＳ１００１において取得した品質情報及び移動局ＵＥの位置情報を送信する
。
【００３９】
　ステップＳ１００３において、無線基地局ｅＮＢは、上述の品質情報取得サーバに対し
て、かかる品質情報及び移動局ＵＥの位置情報を送信する。
【００４０】
　以下、ステップＳ１００１乃至Ｓ１００３の動作を繰り返す。
【００４１】
　ここで、移動局ＵＥは、上述のＭＤＴ測定を行うと、バッテリの寿命が短くなる等のデ
メリットがあるため、移動局ＵＥのユーザは、何かメリットが無いと、かかるＭＤＴ測定
を行うことを承諾しない可能性が高い。
【００４２】
　したがって、かかる品質情報取得サーバ或いはＯＡＭシステムと連携するコアネットワ
ーク内の所定装置（例えば、課金装置）は、移動局ＵＥからの品質情報の取得回数及び移
動局ＵＥからの位置情報の取得回数に応じて、移動局ＵＥに対する課金処理を調整しても
よい。
【００４３】
　例えば、かかる品質情報取得サーバ或いは所定装置は、移動局ＵＥからの品質情報の取
得回数及び移動局ＵＥからの位置情報の取得回数に応じて、基本料金や通信料の値引き金
額を決定してもよい。
【００４４】
　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、移動局ＵＥは、バッテリ残
量等の状態を考慮して、品質情報及び移動局ＵＥの位置情報を適切に取得して報告するこ
とができる。
【００４５】
　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。
【００４６】
　本実施形態の第１の特徴は、移動局ＵＥであって、無線基地局ｅＮＢによって指定され
た無線品質を測定し、かかる測定結果を示す品質情報を取得するように構成されている品
質情報取得部１１と、移動局ＵＥの位置情報を取得するように構成されている位置情報取
得部１３と、無線基地局ｅＮＢによって指定されたタイミングで、無線基地局ｅＮＢに対
して、取得した品質情報及び位置情報を送信するように構成されている送信部１４とを具
備しており、所定動作が、第１所定回数Ｎだけ行われる度に、位置情報取得部１３は、移
動局ＵＥの位置情報を取得するように構成されていることを要旨とする。
【００４７】
　本実施形態の第１の特徴において、位置情報取得部１３は、移動局ＵＥに対して外部か
ら電源が供給されている場合には、上述の無線品質の測定が、第１所定回数Ｎよりも少な
い第２所定回数Ｍだけ行われる度に、移動局ＵＥの位置情報を取得するように構成されて
おり、位置情報取得部１３は、移動局ＵＥに対して外部から電源が供給されていない場合
には、上述の所定動作が、第１所定回数Ｎだけ行われる度に、移動局ＵＥの位置情報を取
得するように構成されていてもよい。
【００４８】
　本実施形態の第１の特徴において、位置情報取得部１３は、移動局ＵＥのバッテリ残量
が所定閾値Ｔｈを下回っている場合には、移動局ＵＥの位置情報を取得しないように構成
されていてもよい。
【００４９】
　本実施形態の第１の特徴において、上述の所定動作は、無線基地局ｅＮＢとの間でＲＲ
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Ｃコネクションを設定する動作であってもよい。
【００５０】
　本実施形態の第１の特徴において、上述の所定動作は、上述の無線品質を測定する動作
であってもよい。
【００５１】
　本実施形態の第１の特徴において、上述の所定動作は、無線基地局ｅＮＢから報知情報
を受信する動作であってもよい。
【００５２】
　本実施形態の第１の特徴において、上述の所定動作は、移動局ＵＥのバックライトが点
灯する動作であってもよい。
【００５３】
　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
によって指定された無線品質を測定し、かかる測定結果を示す品質情報を取得する工程Ａ
と、移動局ＵＥが、移動局ＵＥの位置情報を取得する工程Ｂと、移動局ＵＥが、無線基地
局ｅＮＢによって指定されたタイミングで、無線基地局ｅＮＢに対して、取得した品質情
報及び位置情報を送信する工程Ｃとを有し、工程Ｂにおいて、移動局ＵＥは、所定動作が
、第１所定回数だけ行われる度に、移動局ＵＥの位置情報を取得することを要旨とする。
【００５４】
　本実施形態の第２の特徴において、無線基地局ｅＮＢが、コアネットワーク若しくはＯ
ＭＡシステム内に収容されているの品質情報取得サーバに対して、上述の品質情報及び位
置情報を送信する工程と、品質情報取得サーバ或いはＯＡＭシステムと連携するコアネッ
トワーク内の所定装置（例えば、課金装置）が、かかる品質情報の取得回数及び位置情報
の取得回数に応じて、移動局ＵＥに対する課金処理を調整する工程とを有してもよい。
【００５５】
　なお、上述の無線基地局ｅＮＢ＃１/ｅＮＢ＃２や移動局ＵＥ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。
【００５６】
　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。
【００５７】
　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、無線基地局ｅＮＢ＃１/ｅＮＢ＃２や移動局ＵＥ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無線
基地局ｅＮＢ＃１/ｅＮＢ＃２や移動局ＵＥ内に設けられていてもよい。
【００５８】
　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】
【００５９】
ＵＥ…移動局
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ｅＮＢ＃１、ｅＮＢ＃２…無線基地局
１１…品質情報取得部
１２…判定部
１２…位置情報取得部
１４…送信部

【図１】 【図２】
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