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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信網に収容される基地局と、前記基地局と無線通信する移動局とを備える無線通
信システムにおいて、
　前記移動局は、
　　基地局から送信される無線信号を受信して基地局を探索して、通信可能な基地局の識
別情報を得る探索手段と、
　　前記探索手段が得た基地局の識別情報を送信する第１送信手段とを備え、
　前記基地局は、
　　予め周辺に存在する基地局の識別情報を記憶する第１記憶手段と、
　　前記第１送信手段が送信する識別情報を受信する第１受信手段と、
　　前記第１受信手段が受信した識別情報を受信した場合に、前記第１受信手段が受信し
た識別情報のうち、前記第１記憶手段が記憶していない識別情報を前記移動局に送信する
第２送信手段と、
　前記移動局はさらに、
　　前記第２送信手段が送信する識別情報を受信する第２受信手段と、
　　前記第２受信手段が受信した識別情報を記憶する第２記憶手段と、
　　ハンドオーバの必要性を判定する判定手段と、
　　前記判定手段がハンドオーバの必要があると判定した場合に、前記探索手段が得た基
地局の識別情報のうち、前記第２記憶手段が記憶する識別情報を除く識別情報の基地局に
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ハンドオーバを要求する要求手段とを具備することを特徴とする無線通信システム。
【請求項２】
　移動通信網に収容される基地局と、前記基地局と無線通信する移動局とを備える無線通
信システムにおいて、
　前記移動局は、
　　基地局から送信される無線信号を受信して基地局を探索して、通信可能な基地局の識
別情報を得る探索手段と、
　　前記探索手段が得た基地局の識別情報を送信する第１送信手段とを備え、
　前記基地局は、
　　予め周辺に存在する基地局の識別情報を記憶する第１記憶手段と、
　　予め使用不可の基地局の識別情報を記憶する第３記憶手段と、
　　前記第１送信手段が送信する識別情報を受信する第１受信手段と、
　　前記第１受信手段が受信した識別情報を受信した場合に、前記第１受信手段が受信し
た識別情報のうち、前記第１記憶手段が記憶していない識別情報および前記第３記憶手段
が記憶している識別情報を前記移動局に送信する第２送信手段と、
　前記移動局は、さらに、
　　前記第２送信手段が送信する識別情報を受信する第２受信手段と、
　　前記第２受信手段が受信した識別情報を記憶する第２記憶手段と、
　　ハンドオーバの必要性を判定する判定手段と、
　　前記判定手段がハンドオーバの必要があると判定した場合に、前記探索手段が得た基
地局の識別情報のうち、前記第２記憶手段が記憶する識別情報を除く識別情報の基地局に
ハンドオーバを要求する要求手段とを具備することを特徴とする無線通信システム。
【請求項３】
　前記第１送信手段は、前記第２受信手段が識別情報を受信した場合には、前記探索手段
が得た基地局の識別情報のうち、前記第２記憶手段が記憶する識別情報を除く識別情報を
送信することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の無線通信システム。
【請求項４】
　前記要求手段は、前記第２受信手段が識別情報を受信した場合には、前記探索手段が得
た基地局の識別情報のうち、前記第２記憶手段が記憶する識別情報を除く識別情報の基地
局にハンドオーバを要求することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の無線通信
システム。
【請求項５】
　前記移動局は、さらに、
　　前記要求手段が要求を行った場合に、前記第２記憶手段が記憶する識別情報を消去す
る消去手段を備えることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の無線通信システム
。
【請求項６】
　移動通信網に収容され、予め周辺に存在する基地局の識別情報を記憶する第１記憶手段
と、自局と無線通信する移動局の第１送信手段が送信する識別情報を受信する第１受信手
段と、前記第１受信手段が受信した識別情報を受信した場合に、前記第１受信手段が受信
した識別情報のうち、前記第１記憶手段が記憶していない識別情報を前記移動局に送信す
る第２送信手段とを備えた基地局との間で無線通信する移動局において、
　　前記基地局から送信される無線信号を受信して基地局を探索して、通信可能な基地局
の識別情報を得る探索手段と、
　　前記探索手段が得た基地局の識別情報を送信する第１送信手段と、
　　前記第２送信手段が送信する識別情報を受信する第２受信手段と、
　　前記第２受信手段が受信した識別情報を記憶する第２記憶手段と、
　　ハンドオーバの必要性を判定する判定手段と、
　　前記判定手段がハンドオーバの必要があると判定した場合に、前記探索手段が得た基
地局の識別情報のうち、前記第２記憶手段が記憶する識別情報を除く識別情報の基地局に
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ハンドオーバを要求する要求手段とを具備することを特徴とする移動局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば携帯電話システムなどの移動通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、従来の移動通信システムは、多数の基地局が配設され、移動局はその移
動に伴って基地局間をハンドオーバして、通信を継続するようにしている。また近時、OF
DM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式を採用する移動通信システムの開
発が進められている（例えば、非特許文献１参照）。
【０００３】
　OFDM方式を採用する移動通信システムにあっては、CDMA(Code Division Multiple Acce
ss)方式に比べて時間同期の制約が小さいために、従来、基地局から移動局に送信されて
いた周辺基地局リストを移動局が用いずに、基地局を探索するシステムが検討されている
。これは、周辺基地局情報を送付する報知応報チャネルのオーバヘッド低減が目的である
。
【０００４】
　しかしながら、OFDM方式を採用する移動通信システムにあっても、消費電力が限られる
ことより、基地局の探索に要する処理負荷の軽減や探索効率の向上への要望が高かった。
【非特許文献１】3GPP, TR25.814(V7.1.0), "Physical Layer Aspects for Evolved UTRA
"
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　OFDM方式を採用する移動通信システムの開発が進められているが、消費電力が限られる
ことより、基地局探索に要する処理負荷の軽減や探索効率の向上への要望が高かった。　
　この発明は上記の要望に応えるべくなされたもので、基地局探索に要する処理負荷を軽
減し、探索効率を向上させることが可能な移動通信システム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】
【０００６】
　上記の目的を達成するために、この発明は、移動通信網に収容される基地局と、前記基
地局と無線通信する移動局とを備える無線通信システムにおいて、前記移動局は、基地局
から送信される無線信号を受信して基地局を探索して、通信可能な基地局の識別情報を得
る探索手段と、前記探索手段が得た基地局の識別情報を送信する第１送信手段とを備え、
前記基地局は、予め周辺に存在する基地局の識別情報を記憶する第１記憶手段と、前記第
１送信手段が送信する識別情報を受信する第１受信手段と、前記第１受信手段が受信した
識別情報を受信した場合に、前記第１受信手段が受信した識別情報のうち、前記第１記憶
手段が記憶していない識別情報を前記移動局に送信する第２送信手段と、前記移動局はさ
らに、前記第２送信手段が送信する識別情報を受信する第２受信手段と、前記第２受信手
段が受信した識別情報を記憶する第２記憶手段と、ハンドオーバの必要性を判定する判定
手段と、前記判定手段がハンドオーバの必要があると判定した場合に、前記探索手段が得
た基地局の識別情報のうち、前記第２記憶手段が記憶する識別情報を除く識別情報の基地
局にハンドオーバを要求する要求手段とを具備して構成するようにした。
【発明の効果】
【０００７】
　以上述べたように、この発明では、移動局は、通信可能な基地局を探索し、その基地局
の識別情報を送信し、基地局は、移動局から受信した識別情報のうち、予め記憶手段に記
憶していない識別情報を移動局に送信し、これに対して移動局は、上記探索した基地局の
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うち、基地局から通知された識別情報の基地局を除く基地局にハンドオーバを要求するよ
うにしている。
【０００８】
　したがって、この発明によれば、基地局が予め記憶しないような基地局にはハンドオー
バの要求が行われないので、例えばすぐにハンドオーバの必要が再発する基地局へのハン
ドオーバが防止でき、結果として、基地局探索に要する処理負荷を軽減し、探索効率を向
上させることが可能な移動通信システムを提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して、この発明の一実施形態について説明する。以下の説明では、基
地局と移動局との間の通信に、変調方式としてOFDM方式を採用する場合を例に挙げて説明
する。　
　まず、この発明の実施形態に係わる無線通信システムの移動局の構成について説明する
。図１は、この移動局が備える下り回線の受信系の構成を中心に示したものである。
【００１０】
　図１に示すように、移動局は、制御部１００と、無線受信部１０１と、GI(Guard Inter
val)除去部１０２と、FFT(Fast Fourier Transform)部１０３と、信号分離部１０４と、
品質測定部１０５と、制御チャネル復調部１０６と、直交コード乗算部１０７と、復調部
１０８と、チャネルデインターリーバ１０９と、デリピティション部１１０と、チャネル
デコーダ１１１と、送信系１１２と、記憶部１１３とを備えている。
【００１１】
　無線受信部１０１は、基地局から送信される無線信号を受信し、この受信した信号から
所望帯域外の雑音を除去する帯域通過フィルタと、このフィルタを通過した信号をベース
バンドのディジタル信号に変換するＡＤ変換器とを備える。　
　GI除去部１０２は、無線受信部１０１から出力されるベースバンドのディジタル信号か
らガードインターバルを除去する。
【００１２】
　FFT部１０３は、GI除去部１０２にてガードインターバルが除去されたディジタル信号
を高速フーリエ変換して、時間領域の信号から周波数領域の信号に変換することで、サブ
キャリア毎の信号に分割する。
【００１３】
　信号分離部１０４は、FFT部１０３にてサブキャリア毎に分割された信号を、制御信号
や位相基準信号、データ信号等に分離し、分離した信号を、それぞれ対応するモジュール
に出力する。この例では、位相基準信号は、品質測定部１０５および復調部１０８に出力
される。また制御信号は、制御チャネルのサブキャリアに割り当てられたもので、制御チ
ャネル復調部１０６に出力される。そしてデータ信号は、個別情報チャネルのサブキャリ
アに割り当てられたもので、直交コード乗算部１０７に出力される。
【００１４】
　品質測定部１０５は、各基地局に割り当てられたスクランブリングパタンと、受信した
位相基準信号との相互相関をとることにより、各基地局から受信した信号の電力レベルま
たは電力密度を測定し、これを制御部１００に通知する。また、品質測定部１０５は、測
定した電力レベル（または電力密度）と、他の基地局の電力レベル（または電力密度）の
比から干渉レベルを求め、これを制御部１００に通知する。そして、品質測定部１０５は
、電力レベルや干渉レベルに基づいて、ハンドオーバの必要性の判定を行う。
【００１５】
　制御チャネル復調部１０６は、信号分離部１０４から与えられる制御信号を復調して、
物理層に関する制御情報を抽出し、この制御情報を制御部１００に出力する。なお、この
制御情報には、基地局から送られた伝送フォーマットを示すMCS情報が含まれる。
【００１６】
　直交コード乗算部１０７は、データ信号に、制御部１００からの指示されるパラメータ
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Ｎに相当する直交コードの複素共役を乗算して、他の基地局からの信号成分をキャンセル
し、この乗算結果を出力する。なお、パラメータＮ＝１の場合には、データ信号に対して
直交コードの複素共役の乗算を行わずに、そのままデータ信号を出力する。
【００１７】
　復調部１０８は、上記位相基準信号からサブキャリア周波数のチャネル推定値を求め、
これを用いて直交コード乗算部１０７の乗算結果をチャネル等価し、この等価結果を、制
御部１００から指示される復調方式で復調することによって、データ信号を構成するビッ
ト列を再生する。
【００１８】
　チャネルデインターリーバ１０９は、制御部１００から指示されるインターリーブパタ
ーンに基づいて、復調部１０８から出力されるビット列をチャネルデインターリーブする
。　
　デリピティション部１１０は、制御部１００から指示されるパラメータＮ分だけ、チャ
ネルデインターリーバ１０９の出力を累積加算して、１つのデータとして出力する。なお
、パラメータＮ＝１の場合には、上記乗算結果の累積加算は行わずに、そのまま出力する
。
【００１９】
　チャネルデコーダ１１１は、制御部１００からの指示される符号化率Ｒで、デリピティ
ション部１０８から出力されるビット列をチャネルデコードし、送信データを再生する。
　記憶部１１３は、制御部１００の制御プログラムや制御データを記憶する他に、サーチ
リストを記憶するサーチリスト記憶エリア１１３ａと、ＮＧリストを記憶するＮＧリスト
記憶エリア１１３ｂと、抽出リストを記憶する抽出リスト記憶エリア１１３ｃとを備える
。
【００２０】
　制御部１００は、品質測定部１０５が求めた干渉レベルを示すCQIを含む制御情報を生
成し、これを送信系１１２を通じて基地局に宛てて送信する。また制御部１００は、予め
伝送フォーマットテーブルを記憶する。この伝送フォーマットテーブルは、伝送フォーマ
ットを識別するMCS情報と、変調方式Ｍ、符号化率Ｒ、リピティション数および直交化を
決定するパラメータＮなどの情報を対応づけたものである。
【００２１】
　そして制御部１００は、制御チャネル復調部１０６が抽出した制御情報からMCS情報を
検出し、これから基地局が当該移動局宛ての送信に用いる伝送フォーマットが上記MCS情
報で示される伝送フォーマットであることを認識する。そして制御部１００は、伝送フォ
ーマットテーブルを参照し、基地局から送信される情報が受信できるように、上記MCS情
報に対応するパラメータで当該移動局の各部を統括して制御する。これにより、上記伝送
フォーマットで基地局から送信される信号を受信する。
【００２２】
　また制御部１００は、ハンドオーバに備えたセルサーチ処理を実施する。すなわち、制
御部１００は、信号分離部１０４などを制御して、周辺に位置する基地局から送信される
制御信号（位相基準信号）を受信する。そして制御部１００は、ハンドオーバの候補とな
る基地局を品質測定部１０５の測定結果に基づいて検出し、この検出した基地局の識別情
報をサーチリストとしてリスト化して、通信に用いている基地局もしくは着信待ち受けに
用いている基地局（例えば、位置登録している基地局）に、上記サーチリストを通知する
例えば、上記基準位相信号に乗算されている直交コードまたはスクランブルコードを特定
することにより基地局ID、すなわち基地局の識別情報を特定する。また、同期システムの
場合は、基地局の識別情報として、直交コードまたはスクランブルコードの初期位相オフ
セット値を特定する場合もある。
【００２３】
　その後、制御部１００は、上記基地局から送信される制御情報からＮＧリストを検出し
、上記サーチリストからＮＧリストに載る基地局以外の基地局を抽出し、以後は、この抽
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出リストに基づいてハンドオーバを行ったり、基地局に対して周辺基地局の報告を行う。
【００２４】
　次に、この発明の実施形態に係わる無線通信システムの基地局の構成について説明する
。図２は、この基地局が備える下り回線の送信系の構成を中心に示したものである。この
基地局は移動通信網ＮＷに収容され、上述した移動局と移動通信網の間を中継するもので
ある。
【００２５】
　図２に示すように、基地局は、制御部２００と、チャネルエンコーダ２０１と、リピテ
ィション部２０２と、チャネルインタリーバ２０３と、変調部２０４と、直交コード乗算
部２０５と、サブキャリア割当部２０６と、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)部２
０７と、GI(Guard Interval)付加部２０８と、無線送信部２０９と、受信系２１０と、制
御情報検出部２１１と、信号品質検出部２１２と、第１記憶部２１３と、第２記憶部２１
４と、ネットワーク通信部２１５とを備えている。
【００２６】
　チャネルエンコーダ２０１は、制御部２００からの指示される符号化率Ｒで、送信デー
タを構成するビット列をチャネルエンコードする。　
　リピティション部２０２は、制御部２００からの指示されるパラメータＮに基づいて、
チャネルエンコーダ２０１の出力にリピティション（繰り返し）処理を施して、チャネル
エンコーダ２０１の出力を構成する各ビットをＮビットに引き伸ばす。なお、Ｎ＝１が指
示される場合は、リピティションは行わない。
【００２７】
　チャネルインタリーバ２０３は、制御部２００からの指示されるインターリーブパター
ンに基づいて、リピティション部２０２の出力をチャネルインターリーブする。　
　変調部２０４は、制御部２００から指示される変調方式Ｍで、チャネルインタリーバ２
０３の出力を変調して、複素数値で表されるデータ信号を生成する。
【００２８】
　直交コード乗算部２０５は、制御部２００から指示されるパラメータＮに基づいて、上
記データ信号に、Ｎビット長の直交コードを乗算する。なお、Ｎ＝１が指示される場合は
、直交コードの乗算は行わない。
【００２９】
　サブキャリア割当部２０６は、制御部２００からの指示に基づいて、直交コード乗算部
２０５から出力されるデータ信号と、制御信号と、位相基準信号とをそれぞれ対応するサ
ブキャリアに割り当てた信号を生成する。
【００３０】
　IFFT部２０７は、サブキャリア割当部２０６から出力される信号に対してOFDM変調を施
すことにより、複数のOFDMシンボルの系列であるOFDM信号を生成する。すなわち、IFFT部
２０７は、周波数領域の信号を時間領域の信号に変換することによって、OFDM信号を生成
する。
【００３１】
　GI付加部２０８は、IFFT部２０７から出力されるOFDM信号にガードインターバルを付加
して出力する。　
　無線送信部２０９は、GI付加部２０８の出力をディジタル－アナログ変換するディジタ
ル－アナログ変換器と、この出力をアップコンバートするアップコンバータと、この出力
を電力増幅する電力増幅器を備え、これらにより無線（ＲＦ）信号を生成して、アンテナ
から送信する。
【００３２】
　受信系２１０は、移動局から送信される無線信号を受信するものである。　
　制御情報検出部２１１は、移動局から受信系２１０が受信した信号から、当該基地局に
宛てて送信される制御情報を検出するものである。この制御情報には、CQIやCRC判定結果
が含まれることもある。　
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　信号品質検出部２１２は、受信系２１０が上記移動局から受信した信号の品質を検出す
るものである。
【００３３】
　第１記憶部２１３は、当該基地局の周辺に位置する近隣の基地局の識別情報のリストを
記憶する。　
　第２記憶部２１４は、移動通信網ＮＷのセンタ装置（図示しない）や他の基地局からネ
ットワーク通信部２１５を通じて受信した、障害や混雑などにより運用できなかったり運
用を控えたりしたい基地局の識別情報を使用不可基地局リストとして記憶する。　
　ネットワーク通信部２１５は、制御部２００によって制御され、移動通信網ＮＷを通じ
た移動局Ｍへの中継通信や、上記センタ装置や他の基地局との通信を行うものである。
【００３４】
　制御部２００は、伝送フォーマットテーブルを記憶する。そして制御部２００は、制御
情報検出部２１１が検出した制御情報（CQI）や、信号品質検出部２１２が検出した信号
品質に基づいて、上記移動局に宛てた送信に、どの伝送フォーマットを用いるかを選択す
る。そしてこの選択した伝送フォーマットを示すMCS情報を制御情報に含めて上記移動局
に宛てて送信する。
【００３５】
　制御部２００が予め記憶する伝送フォーマットは、変調方式Ｍ、符号化率Ｒ、リピティ
ション数および直交化を決定するパラメータＮの組み合わせから成り、符号化率Ｒとリピ
ティション数Ｎへの分配が異なっている。伝送フォーマットの選択の基準は、前回選択し
た伝送フォーマットと、上記制御情報（CQI）や上記信号品質に基づいて、例えば移動局
の位置する場所が、基地局が形成するセクタ間のような干渉に支配されやすいエリアに居
るか否かを判定し、この判定結果に応じて、伝送フォーマットを決定する。
【００３６】
　そして制御部２００は、伝送フォーマットを決定すると、この決定した伝送フォーマッ
トを示すMCS情報を移動局に送信し、以後、上記移動局に対しては、上記伝送フォーマッ
トでデータ信号を送信するように、当該移動局の各部を統括して制御する。
【００３７】
　また制御部２００は、移動局から通知されるサーチリストから、ハンドオーバ先の基地
局として相応しくない基地局を検出して、これを上記移動局に通知する機能を備える。す
なわち、制御部２００は、制御情報検出部２１１が検出した制御情報から、移動局からそ
の識別情報とともに通知されるサーチリストを取得し、このうち、第１記憶部２１３に周
辺基地局リストとして記憶されない基地局を抽出し、この一覧をＮＧリストとする。そし
て制御部２００は、サブキャリア割当部２０６を制御し、上記ＮＧリストを制御信号とし
てサブキャリアに割り当てて、上記サーチリストを送ってきた移動局に返送する。
【００３８】
　次に、上記構成の移動通信システムの動作について説明する。図３に、基地局が移動局
に対して、ハンドオーバ先の基地局として相応しくない基地局を移動局に通知する際のシ
ーケンスを示す。以下、この図を参照してその動作を説明する。このシーケンスは、移動
局Ｍと、この移動局Ｍが着信信号を待ち受けたり、あるいは通信に用いている基地局Ａと
の間で繰り返し実行され、基地局Ｂにハンドオーバするまで実行される。
【００３９】
　まず、シーケンスＳ１において移動局Ｍは、最初の基地局探索として、制御部１００が
、信号分離部１０４、品質測定部１０５および制御チャネル復調部１０６を制御して、す
べての基地局について制御信号の受信を試み、それぞれ電力レベルを測定する。そして制
御部１００は、測定した電力レベルのうち、ハンドオーバ先の基地局として相応しい、予
め設定した閾値以上の電力レベルが得られる基地局（基地局Ｂを含む）を検出する。そし
て制御部１００は、この検出した基地局の識別情報をリスト化したサーチリストを生成し
て、サーチリスト記憶エリア１１３ａに保存する。サーチリストにおいては、このリスト
に含まれる各基地局にインデックス番号が制御部１００によって付与される。
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【００４０】
　シーケンスＳ２において移動局Ｍは、制御部１００が、サーチリスト記憶エリア１１３
ａに保存したサーチリストを制御情報として、送信系１１２を通じて基地局Ａに送信する
。これに対して基地局Ａは、制御部２００が受信系２１０および制御情報検出部２１１を
制御して、上記サーチリストを含む制御情報を受信する。
【００４１】
　シーケンスＳ３において基地局Ａは、制御部２００が、受信したサーチリストと、予め
第１記憶部２１３に記憶する周辺基地局リストおよび第２記憶部２１４が記憶する使用不
可基地局リストとを比較し、周辺基地局リストとして記憶されないサーチリストの基地局
および使用不可基地局リストとして記憶されるサーチリストの基地局のインデックス番号
を抽出し、この抽出したインデックス番号の一覧をＮＧリストとして作成する。
【００４２】
　シーケンスＳ４において基地局Ａは、制御部２００が、上記ＮＧリストを含む制御信号
を生成し、これをサブキャリア割当部２０６に与える。そして制御部２００は、サブキャ
リア割当部２０６を制御して、移動局Ｍ宛てのサブキャリアに上記制御信号を割り当てて
、移動局Ｍに向けて上記ＮＧリストを送信する。
【００４３】
　これに対して移動局Ｍでは、制御部１００が信号分離部１０４および制御チャネル復調
部１０６を制御して、基地局Ａから送信される制御信号を受信し、制御信号から上記ＮＧ
リストを取得する。そして制御部１００は、ＮＧリストをＮＧリスト記憶エリア１１３ｂ
に保存する。
【００４４】
　シーケンスＳ５において移動局Ｍは、制御部１００が、サーチリスト記憶エリア１１３
ａに記憶されるサーチリストのインデックス番号と、ＮＧリスト記憶エリア１１３ｂに記
憶されるＮＧリストのインデックス番号とを比較して、ＮＧリストに含まれないサーチリ
スト上の基地局を抽出し、この抽出した基地局の識別情報の一覧を抽出リストとして、抽
出リスト記憶エリア１１３ｃに記録する。以後、ハンドオーバの必要が生じた場合には、
抽出リスト記憶エリア１１３ｃに保存された抽出リストからハンドオーバ先の基地局が選
出される。
【００４５】
　その後、予め設定した時間が経過して、再び基地局探索のタイミングが到来すると、シ
ーケンスＳ６において移動局Ｍは、制御部１００が、信号分離部１０４、品質測定部１０
５および制御チャネル復調部１０６を制御して、すべての基地局について制御信号の受信
を試み、それぞれ電力レベルを測定する。そして制御部１００は、測定した電力レベルの
うち、ハンドオーバ先の基地局として相応しい、予め設定した閾値以上の電力レベルが得
られる基地局（基地局Ｂを含む）を検出する。そして制御部１００は、この検出した基地
局の識別情報をリスト化したサーチリストを生成して、サーチリスト記憶エリア１１３ａ
に保存する。シーケンスＳ１と同様に、サーチリストにおいては、このリストに含まれる
各基地局にインデックス番号が制御部１００によって付与される。
【００４６】
　なお、シーケンスＳ６においては、すべての基地局について探索を行うのではなく、シ
ーケンスＳ５で作成した抽出リスト記憶エリア１１３ｃに記憶される抽出リストに含まれ
る基地局についてのみ探索したり、あるいはＮＧリストの基地局を除くすべての基地局に
ついて探索を行うようにしてもよい。その場合、シーケンスＳ７は省略する。
【００４７】
　シーケンスＳ７において移動局Ｍは、制御部１００が、サーチリスト記憶エリア１１３
ａに記憶されるサーチリストのインデックス番号と、ＮＧリスト記憶エリア１１３ｂに記
憶されるＮＧリストのインデックス番号とを比較して、ＮＧリストに含まれないサーチリ
スト上の基地局を抽出し、この抽出した基地局の識別情報の一覧を抽出リストとして、抽
出リスト記憶エリア１１３ｃに記録する。ハンドオーバの必要が生じた場合には、抽出リ



(9) JP 4935542 B2 2012.5.23

10

20

30

40

50

スト記憶エリア１１３ｃに保存された抽出リストからハンドオーバ先の基地局が選出され
る。
【００４８】
　シーケンスＳ８において移動局Ｍは、制御部１００が、抽出リスト記憶エリア１１３ｃ
に保存した抽出リストを制御情報として、送信系１１２を通じて基地局Ａに送信する。こ
れに対して基地局Ａは、制御部２００が受信系２１０および制御情報検出部２１１を制御
して、上記サーチリストを含む制御情報を受信する。
【００４９】
　シーケンスＳ９において基地局Ａは、制御部２００が、受信した抽出リストと、予め第
１記憶部２１３に記憶する周辺基地局リストおよび第２記憶部２１４が記憶する使用不可
基地局リストとを比較し、周辺基地局リストとして記憶されない抽出リストの基地局およ
び使用不可基地局リストとして記憶される抽出リストの基地局のインデックス番号を抽出
し、この抽出したインデックス番号の一覧をＮＧリストとして作成する。ここで、実際に
は、シーケンスＳ３、Ｓ４ですでにＮＧリストが移動局Ｍに送られているため、シーケン
スＳ７で新たにＮＧリストに該当する基地局が抽出された場合にのみ、ＮＧリストが作成
されることになる。
【００５０】
　シーケンスＳ１０において基地局Ａは、制御部２００が、上記ＮＧリストを含む制御信
号を生成し、これをサブキャリア割当部２０６に与える。そして制御部２００は、サブキ
ャリア割当部２０６を制御して、移動局Ｍ宛てのサブキャリアに上記制御信号を割り当て
て、移動局Ｍに向けて上記ＮＧリストを送信する。
【００５１】
　これに対して移動局Ｍでは、制御部１００が信号分離部１０４および制御チャネル復調
部１０６を制御して、基地局Ａから送信される制御信号を受信し、制御信号から上記ＮＧ
リストを取得する。そして制御部１００は、ＮＧリストを、すでにＮＧリスト記憶エリア
１１３ｂに保存されたＮＧリストに追加して保存する。
【００５２】
　シーケンスＳ１１において移動局Ｍは、制御部１００が、サーチリスト記憶エリア１１
３ａに記憶されるサーチリストのインデックス番号と、ＮＧリスト記憶エリア１１３ｂに
記憶されるＮＧリストのインデックス番号とを比較して、ＮＧリストに含まれないサーチ
リスト上の基地局を抽出し、この抽出した基地局の識別情報の一覧を抽出リストとして、
抽出リスト記憶エリア１１３ｃに上書き記録する。以後、ハンドオーバの必要が生じた場
合には、抽出リスト記憶エリア１１３ｃに保存された抽出リストからハンドオーバ先の基
地局が選出される。
【００５３】
　やがて、基地局Ａからの受信品質が劣化し、ハンドオーバが必要なレベルまで低下する
と、これを検出した品質測定部１０５は、ハンドオーバの必要が発生したとを判定し、こ
れを制御部１００に通知する（シーケンスＳ１２）。すると、シーケンスＳ１３において
移動局Ｍは、品質測定部１０５からの通知をきっかけに、制御部１００は、ＮＧリスト記
憶エリア１１３ｂが記憶するＮＧリストを消去する。なお、ＮＧリストの消去は、ハンド
オーバが完了した後や、ハンドオーバ先の基地局ＢからＮＧリストを取得した場合に、行
うようにしてもよい。また、特定の基地局間でハンドオフが繰り返し実施される環境を考
慮して、複数回または上記特定の基地局以外にもハンドオフが実行されるまではＮＧリス
トを各基地局毎に保存しておくようにしてもい。
【００５４】
　続いて、シーケンスＳ１４において移動局Ｍは、制御部１００が、抽出リスト記憶エリ
ア１１３ｃに記憶される抽出リストで示される基地局のうち、最もハンドオーバ先として
有望な基地局Ｂに対して、ハンドオーバ要求を送信するように、送信系１１２を制御する
。以後、所定の手順に従って、基地局Ｂへのハンドオーバが完了する。
【００５５】
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　以上のように、上記構成の移動通信システムでは、移動局Ｍが探索により検出した基地
局の識別情報をサーチリストとして基地局Ａに通知し、基地局Ａは、通知されたサーチリ
ストの基地局のうち、予め記憶した周辺基地局に該当しない基地局および使用不可リスト
に該当する基地局をＮＧリストとして移動局Ｍに通知する。この通知を受けた移動局Ｍは
、ハンドオーバの必要が生じると、ＮＧリストに含まれる基地局を除くサーチリストの基
地局（例えば基地局Ｂ）にハンドオーバを行うようにしている。
【００５６】
　したがって、上記構成の移動通信システムによれば、移動局Ｍが建造物によって遮蔽さ
れるような環境で、探索によりたまたま遠い基地局を検出してしまったような場合でも、
待ち受け中（あるいは通信中）の基地局から、遠い基地局を除く指示（ＮＧリスト）を得
てそれを除外してハンドオーバを行える。同様に、障害や混雑などにより運用できなかっ
たり運用を控えたりしたい基地局についても、除外できる。このため、すぐにハンドオー
バの必要が生じる基地局や、システム上運用を避けたい基地局へのハンドオーバを防止で
きるので、ハンドオーバの頻発を防止でき、結果として、基地局探索に要する処理負荷を
軽減し、探索効率を向上させることができる。
【００５７】
　また上記構成の移動通信システムでは、上記サーチリストとして基地局の識別情報とイ
ンデックス番号を対応付けて基地局Ａに通知し、基地局ＡはＮＧリストとして、該当する
基地局をインデックス番号で移動局Ｍに通知するようにしている。このため、移動局Ｍに
は、少ないビット数でＮＧリストを通知することができる。
【００５８】
　さらに上記構成の移動通信システムでは、移動局ＭはＮＧリストを基地局Ａから受信す
ると、以後は、基地局探索を行っても、ＮＧリストに該当する基地局については、基地局
Ａに通知しないようにしている。このため、基地局Ａに対して通知する情報量が少なくて
すむ。
【００５９】
　そしてまた上記構成の移動通信システムでは、シーケンスＳ６の変形例として、移動局
ＭはＮＧリストを基地局Ａから受信すると、以後は、基地局探索を行っても、ＮＧリスト
に該当する基地局については探索を行わないようにしている。このため、ハンドオーバの
必要性の低い基地局については探索を行わないので、消費電力を軽減することができる。
さらに、サーチリストの基地局のうち、ＮＧリストを除く抽出リストの基地局についての
み基地局探索を行うことで、より消費電力を軽減することができる。
【００６０】
　また上記構成の移動通信システムでは、ハンドオーバが生じると、基地局Ａから取得し
たＮＧリストを消去するようにしている。このため、ハンドオーバの発生により、適切で
ないＮＧリストにより基地局探索が不正確になることを防止できる。
【００６１】
　なお、この発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその
要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素を適宜組み合わせることによって種々の発明を形成できる。また例
えば、実施形態に示される全構成要素からいくつかの構成要素を削除した構成も考えられ
る。さらに、異なる実施形態に記載した構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【００６２】
　その一例として例えば、上記実施の形態では、ハンドオーバが生じた場合に、古いＮＧ
リストを消去するようにしたが、これに代わって例えば、制御部１００がＮＧリストを取
得した時間を管理し、予め設定した以上の時間が経過した場合に、ＮＧリストを消去また
は更新するようにしてもよい。これによっても、同様の効果を得られる。　
　その他、この発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変形を施しても同様に実施可能であ
ることはいうまでもない。
【図面の簡単な説明】
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【００６３】
【図１】この発明に係わる移動通信システムの移動局の実施形態の構成を示す回路ブロッ
ク図。
【図２】この発明に係わる移動通信システムの基地局の実施形態の構成を示す回路ブロッ
ク図。
【図３】この発明に係わる移動通信システムの動作を説明するためのシーケンス図。
【符号の説明】
【００６４】
　１００…制御部、１０１…無線受信部、１０２…GI除去部、１０３…FFT部、１０４…
信号分離部、１０５…品質測定部、１０６…制御チャネル復調部、１０７…直交コード乗
算部、１０８…復調部、１０９…チャネルデインターリーバ、１１０…デリピティション
部、１１１…チャネルデコーダ、１１２…送信系、１１３…記憶部、１１３ａ…サーチリ
スト記憶エリア、１１３ｂ…リスト記憶エリア、１１３ｃ…抽出リスト記憶エリア、２０
０…制御部、２０１…チャネルエンコーダ、２０２…リピティション部、２０３…チャネ
ルインタリーバ、２０４…変調部、２０５…直交コード乗算部、２０６…サブキャリア割
当部、２０７…IFFT部、２０８…GI付加部、２０９…無線送信部、２１０…受信系、２１
１…制御情報検出部、２１２…信号品質検出部、２１３…第１記憶部、２１４…第２記憶
部、２１５…ネットワーク通信部、Ａ…基地局、Ｂ…基地局、Ｍ…移動局、ＮＷ…移動通
信網。

【図１】 【図２】
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