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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局装置から基地局装置へランダムアクセスを行う移動通信システムであって、
　前記移動局装置が、ハンドオーバーコマンドを前記基地局装置から受信し、前記ハンド
オーバーコマンドに含まれる情報に応じて、ランダムアクセス処理におけるコンテンショ
ンレゾリューション処理の要否を判断することを特徴とする移動通信システム。
【請求項２】
　移動局装置からランダムアクセスを受信する基地局装置であって、
　前記基地局装置が、ハンドオーバーコマンドに、前記移動局装置でのランダムアクセス
処理におけるコンテンションレゾリューション処理の要否に関する情報を含めて、移動局
装置へ送信することを特徴とする基地局装置。
【請求項３】
　基地局装置へランダムアクセスを行う移動局装置であって、
　ハンドオーバーコマンドを前記基地局装置から受信し、前記ハンドオーバーコマンドに
含まれる情報に応じて、ランダムアクセス処理におけるコンテンションレゾリューション
処理の要否を判断することを特徴とする移動局装置。
【請求項４】
　基地局装置へランダムアクセスを行う移動局装置におけるランダムアクセス処理方法で
あって、
　ハンドオーバーコマンドを前記基地局装置から受信し、前記ハンドオーバーコマンドに
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含まれる情報に応じて、ランダムアクセス処理におけるコンテンションレゾリューション
処理の要否を判断することを特徴とするランダムアクセス処理方法。
【請求項５】
　移動局装置がランダムアクセス時に予め定められたシグネチャ群のいずれかのシグネチ
ャを基地局装置との間で使用する移動通信システムであって、
　前記基地局装置は、前記移動局装置がハンドオーバー時に行なうランダムアクセスに用
いるシグネチャを選択し、
　前記移動局装置は、前記基地局装置で選択されたシグネチャを用いてハンドオーバーを
行ない、前記基地局装置で選択されたシグネチャの種別に応じてハンドオーバー完了メッ
セージおよびコンテンションレゾリューションの送受信の有無を判定することを特徴とす
る移動通信システム。
【請求項６】
　前記基地局装置は、当該基地局装置で選択したシグネチャがハンドオーバー用のシグネ
チャであるか否かに応じてハンドオーバー完了メッセージおよびコンテンションレゾリュ
ーションの送受信の有無を決定することを特徴とする請求項５記載の移動通信システム。
【請求項７】
　前記基地局装置は、当該基地局装置で選択したシグネチャがハンドオーバー用のシグネ
チャである場合にハンドオーバー完了メッセージおよびコンテンションレゾリューション
の送受信を行なわないことを決定する一方、当該基地局装置で選択したシグネチャがハン
ドオーバー用のシグネチャでない場合にハンドオーバー完了メッセージおよびコンテンシ
ョンレゾリューションの送受信を行なうことを決定することを特徴とする請求項６記載の
移動通信システム。
【請求項８】
　前記基地局装置は、前記移動局装置に送信されるメッセージにハンドオーバー完了メッ
セージおよびコンテンションレゾリューションの送受信を行なうか否かを示すフラグを含
めることを特徴とする請求項６または請求項７記載の移動通信システム。
【請求項９】
　前記基地局装置は、前記移動局装置との通信状況に応じて、選択するシグネチャをハン
ドオーバー用のシグネチャにするか否かを決定することを特徴とする請求項５から請求項
８のいずれかに記載の移動通信システム。
【請求項１０】
　前記基地局装置は、前記移動局装置におけるトラフィックのＱｏｓに応じて、選択する
シグネチャをハンドオーバー用のシグネチャにするか否かを決定することを特徴とする請
求項９記載の移動通信システム。
【請求項１１】
　ランダムアクセス時に予め定められたシグネチャ群のいずれかのシグネチャを使用する
移動局装置と接続される基地局装置であって、
　前記移動局装置がハンドオーバー時に行なうランダムアクセスに用いるシグネチャを選
択するシグネチャ管理部と、
　前記シグネチャ管理部で選択されたシグネチャの種別に応じてハンドオーバー完了メッ
セージおよびコンテンションレゾリューションの送受信を行なうか否かを決定するメッセ
ージ送信決定部と、を備えることを特徴とする基地局装置。
【請求項１２】
　前記メッセージ送信決定部は、前記シグネチャ管理部で選択されたシグネチャがハンド
オーバー用のシグネチャである場合にハンドオーバー完了メッセージおよびコンテンショ
ンレゾリューションの送受信を行なわない一方、前記シグネチャ管理部で選択されたシグ
ネチャがハンドオーバー用のシグネチャでない場合にハンドオーバー完了メッセージおよ
びコンテンションレゾリューションの送受信を行なうことを決定することを特徴とする請
求項１１記載の基地局装置。
【請求項１３】
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　前記メッセージ送信決定部は、前記移動通信装置に送信されるメッセージにハンドオー
バー完了メッセージおよびコンテンションレゾリューションの送受信を行なうか否かを示
すフラグを含めることを特徴とする請求項１１または請求項１２記載の基地局装置。
【請求項１４】
　前記シグネチャ管理部は、前記移動局装置との通信状況に応じて、選択するシグネチャ
をハンドオーバー用のシグネチャにするか否かを決定することを特徴とする請求項１１か
ら請求項１３のいずれかに記載の基地局装置。
【請求項１５】
　前記シグネチャ管理部は、前記移動局装置におけるトラフィックのＱｏｓに応じて、選
択するシグネチャをハンドオーバー用のシグネチャにするか否かを決定することを特徴と
する請求項１４記載の基地局装置。
【請求項１６】
　ランダムアクセス時に予め定められたシグネチャ群のいずれかのシグネチャを基地局装
置との間で使用する移動局装置であって、
　前記基地局装置からハンドオーバー完了メッセージおよびコンテンションレゾリューシ
ョンの送受信を行なうか否かを示すフラグを含むメッセージを受信する受信部と、
　前記フラグの内容に応じてハンドオーバー完了メッセージおよびコンテンションレゾリ
ューションの送受信を行なうか否かを判定する判定部と、を備えることを特徴とする移動
局装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セルラー無線方式を用いる移動通信システム、基地局装置および移動局装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊ
ｅｃｔ）においては、Ｗ－ＣＤＭＡ方式が、第三世代セルラー移動通信方式として標準化
され、順次サービスが開始されている。また、通信速度を更に上げたＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇ
ｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）も標準化され、サー
ビスが開始されようとしている。
【０００３】
　一方、３ＧＰＰでは、第三世代無線アクセスの進化（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓ
ａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ：以下、ＥＵＴＲＡと称する
）が検討されている。このＥＵＴＲＡの下りリンクとして、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎ
ａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）方式が提案
されている。また、ＥＵＴＲＡの上りリンクとして、ＤＦＴ（Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆｏｕ
ｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）－ｓｐｒｅａｄ　ＯＦＤＭ方式のシングルキャリア通信
方式が提案されている。
【０００４】
　ＥＵＴＲＡの上りリンクは、図２２に示すように、上りリンクパイロットチャネルＵＰ
ｉＣＨ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）と、ランダムアクセスチャネルＲ
ＡＣＨ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）と、上りリンクスケジューリン
グチャネルＵＳＣＨ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｃｈａｎｎｅｌ）とから構
成されている（例えば、非特許文献１参照）。
【０００５】
　Ｅ－ＵＴＲＡの上りリンクのランダムアクセスチャネルＲＡＣＨには、非同期ランダム
アクセスチャネルと同期ランダムアクセスチャネルとが含まれる。ここで、非同期ランダ
ムアクセスチャネルの最小単位は、１．２５ＭＨｚ帯域を使用する。そして、例えば、図
２３に示すように、複数のアクセス用チャネルを用意して、多数のアクセスに対応できる



(4) JP 4469921 B2 2010.6.2

10

20

30

40

50

ように構成されている。
【０００６】
　非同期ランダムアクセスチャネルの使用目的は、移動局装置（以下、「移動局」という
。）と基地局装置（以下、「基地局」という。）との間を同期させることであり、これが
最大の目的である。また、移動局から無線リソースを割り当てるスケジューリングのリク
エストなどの数ビットの情報を送信し、移動局と基地局との間の接続時間を短縮すること
も考慮されている。一方、同期ランダムアクセスの使用目的は、スケジューリングリクエ
ストを行なうことである（例えば、非特許文献２参照）。
【０００７】
　非同期ランダムアクセスにおいては、同期をとるためにプリアンブルのみが送信される
。このプリアンブルには、情報を表す信号パターンであるシグネチャが含まれ、数十種類
のシグネチャを用意することで数ビットの情報を指定することが可能となっている。現在
では、６ビットの情報の送信が想定されており、６４種類のシグネチャを用意することが
想定されている。
【０００８】
　６ビットの情報には、５ビットにランダムＩＤ、残りの１ビットにランダムアクセスの
理由、下りリンクのパスロス／ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａ
ｔｏｒ）などのような情報を割り当てることが想定されている（例えば、非特許文献３参
照）。
【０００９】
　図２４は、従来のランダムアクセスの手順の一例について説明するためのシーケンスチ
ャートである。なお、図２４においては、非同期ランダムアクセスチャネルを用いた場合
におけるランダムアクセス（非同期ランダムアクセス）の手順について示している。
【００１０】
　図２４に示すように、従来のランダムアクセスの手順においては、まず、移動局が、ラ
ンダムＩＤ、ランダムアクセスの理由、下りリンクのパスロス／ＣＱＩ情報などに基づい
てシグネチャを選択する（ステップ（以下、「ＳＴ」と略す）２４０１）。そして、この
選択したシグネチャを含むプリアンブル（ランダムアクセスプリアンブル）を、非同期ラ
ンダムアクセスチャネルで送信する（ＳＴ２４０２：メッセージ１）。
【００１１】
　基地局は、移動局からプリアンブルを受信すると、プリアンブルから移動局と基地局と
の間の同期タイミングずれを算出し、Ｌ２／Ｌ３（Ｌａｙｅｒ２／Ｌａｙｅｒ３）メッセ
ージを送信するためのスケジューリングを行なう（ＳＴ２４０３）。そして、基地局は、
ランダムアクセス理由からＣ－ＲＮＴＩ（Ｃｅｌｌ－Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅ
ｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）が必要な移動局にはＣ－ＲＮＴＩを割り当て、同期
タイミングずれ情報（同期情報）、スケジューリング情報、シグネチャＩＤ番号およびＣ
－ＲＮＴＩを含むランダムアクセスレスポンスを送信する（ＳＴ２４０４：メッセージ２
）。
【００１２】
　移動局は、基地局からこれらの情報を受信すると、送信したシグネチャＩＤ番号が含ま
れる基地局からの応答を抽出する（ＳＴ２４０５）。そして、移動局は、基地局よりスケ
ジューリングされた無線リソースでＬ２／Ｌ３メッセージを送信する（ＳＴ２４０６：メ
ッセージ３）。基地局は、移動局からＬ２／Ｌ３メッセージを受信すると、移動局との間
で衝突が発生しているかどうか判断するためのコンテンションレゾリューションを移動局
に送信する（ＳＴ２４０７：メッセージ４）（例えば、非特許文献３参照）。
【００１３】
　このようなランダムアクセスの問題点としては、異なる複数の移動局において、同一の
シグネチャおよびランダムアクセスチャネルが選択された場合に、衝突が発生することで
ある。複数の移動局が、同一のシグネチャを選択すると共に、同一の時間・周波数を有す
る無線リソースブロック、すなわち同一のランダムアクセスチャネルで送信した場合には
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、図２４に示すプリアンブル（ＳＴ２４０２）において衝突が発生する。
【００１４】
　このような衝突によって、基地局がプリアンブル（ＳＴ２４０２）を検出できない場合
、基地局は、移動局に対して、同期情報等を含む応答（ＳＴ２４０４）を返すことができ
ない。この場合、移動局は、基地局からの応答（ＳＴ２４０４）を受信できないので、一
定時間の経過後、再びシグネチャおよびランダムアクセスチャネルを選択し、ランダムア
クセスを行なう必要がある。
【００１５】
　一方、基地局が、プリアンブル（ＳＴ２４０２）を検出できた場合、基地局は、Ｌ２／
Ｌ３メッセージスケジューリングと同期タイミングずれを算出し、移動局に応答（ＳＴ２
４０４）を返す。しかし、複数の移動局が基地局からの応答（ＳＴ２４０４）を受信する
ことになる。このため、複数の移動局が、スケジューリングされた無線リソースでＬ２／
Ｌ３メッセージ（ＳＴ２４０６）を送信する結果、Ｌ２／Ｌ３メッセージ（ＳＴ２４０６
）において衝突が発生する。
【００１６】
　このような衝突によって基地局がＬ２／Ｌ３メッセージ（ＳＴ２４０６）を検出できな
い場合、基地局は、移動局に対して、応答（ＳＴ２４０７）を返すことができない。この
場合、移動局は、基地局からの応答（ＳＴ２４０７）を受信できないので、一定時間の経
過後、再びシグネチャおよびランダムアクセスチャネルを選択し、ランダムアクセスを行
なう必要がある。このように、複数の移動局において、同一のシグネチャおよびランダム
アクセスチャネルが選択された場合には、衝突が発生し得ると共に、衝突が発生した場合
には、当該衝突を検出するまでに最大で図２４に示すＳＴ２４０７までの時間を要するこ
ととなる。
【００１７】
　ところで、このようなランダムアクセスを実行可能な移動局が、図２５に示す位置に存
在する場合においては、ハンドオーバーが実行されることとなる。ハンドオーバーが実行
される場合においても、上述したような非同期ランダムアクセスが行なわれる。
【００１８】
　ここで、ハンドオーバー実行時におけるランダムアクセスの手順の一例について説明す
る。図２６は、ハンドオーバー実行時におけるランダムアクセスの手順の一例について説
明するためのシーケンスチャートである。なお、図２６においては、図２４と同様に、非
同期ランダムアクセスチャネルを用いた場合におけるランダムアクセスの手順について示
している。
【００１９】
　図２６に示すように、ハンドオーバー実行時におけるランダムアクセスの手順において
は、まず、移動局が、ハンドオーバーの準備段階として、隣接基地局の電波状況を測定す
る（ＳＴ２６０１）。そして、測定結果（測定レポート）を、現在、移動局自身を収容す
る基地局（以下、適宜「自基地局」という。）の基地局Ａに送信する（ＳＴ２６０２）。
【００２０】
　基地局Ａは、移動局から測定結果を受信すると、当該測定結果から、最適な基地局を選
択する（ＳＴ２６０３）。なお、ここでは、最適な基地局として、基地局Ｂを選択したも
のとする。そして、基地局Ａは、ハンドオーバー先の基地局Ｂに対してハンドオーバー要
求メッセージを送信する（ＳＴ２６０４）。
【００２１】
　基地局Ｂは、基地局Ａからハンドオーバー要求メッセージを受信すると、ハンドオーバ
ーする移動局にＣ－ＲＮＴＩを割り当てる（ＳＴ２６０５）。そして、基地局Ｂは、ハン
ドオーバー要求の応答として基地局Ａに対して、Ｃ－ＲＮＴＩを含むハンドオーバー要求
承認メッセージを通知する（ＳＴ２６０６）。
【００２２】
　基地局Ａは、基地局Ｂからハンドオーバー要求承認メッセージを受信すると、移動局に
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対して、Ｃ－ＲＮＴＩを含むハンドオーバーコマンドメッセージを送信する（ＳＴ２６０
７）。
【００２３】
　移動局は、基地局Ａからハンドオーバーコマンドメッセージを受信すると、基地局Ｂの
下りリンクの同期を行ない、報知チャネルからランダムアクセスチャネルの位置を確認す
る（ＳＴ２６０８）。下りリンクの同期を行なったならば、移動局は、ランダムアクセス
の理由がハンドオーバーとなるシグネチャの中から１つのシグネチャを選択する（ＳＴ２
６０９）。そして、移動局は、この選択したシグネチャを含むプリアンブル（ランダムア
クセスプリアンブル）を、ランダムアクセスチャネルで基地局Ｂに対して送信する（ＳＴ
２６１０：メッセージ１）。
【００２４】
　基地局Ｂは、移動局から受信したプリアンブルからシグネチャを検出すると、同期タイ
ミングずれを算出し、移動局からのハンドオーバー完了メッセージを送信するための上り
リンクのスケジューリングを行なう（ＳＴ２６１１）。そして、基地局Ｂは、同期タイミ
ングずれ情報（同期情報）、スケジューリング情報およびシグネチャＩＤ番号を、移動局
に対して送信する（ＳＴ２６１２：メッセージ２）。なお、ハンドオーバーがランダムア
クセスの理由の場合、移動局にはＣ－ＲＮＴＩが事前に通知されているので、基地局Ｂは
、Ｃ－ＲＮＴＩは送信しない。
【００２５】
　移動局は、基地局Ｂから自局宛の情報を受信すると、同期タイミングずれ情報（同期情
報）に基づいて同期タイミングずれを補正する（ＳＴ２６１３）。そして、移動局は、ス
ケジューリングされた無線リソースでハンドオーバー完了メッセージを基地局Ｂに対して
送信する（ＳＴ２６１４：メッセージ３）。基地局Ｂは、移動局からハンドオーバー完了
メッセージを受信すると、移動局との間で衝突が発生しているかどうか判断するためのコ
ンテンションレゾリューションを移動局に送信する（ＳＴ２６１５：メッセージ４）。
【００２６】
　このように、ハンドオーバー時にもランダムアクセスを行なうため、衝突は避けられず
、ハンドオーバー完了のために長く時間がかかることが懸念されている。これを回避する
ために、基地局がハンドオーバー用のランダムアクセスチャネルを他の物理リソースに割
り当て、移動局にハンドオーバー用のランダムアクセスチャネルを使用する通知を行なう
ことや、基地局がハンドオーバー用のシグネチャを選択して移動局に通知するなどしてラ
ンダムアクセスを行なうことによって、ハンドオーバー時のランダムアクセスにおいて、
衝突を発生させないような提案が行なわれている（例えば、非特許文献４、非特許文献５
参照）。
【非特許文献１】Ｒ１－０５０８５０　“Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ａｎｄ　
Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　ｉｎ　Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ　Ｕｐｌｉｎｋ”，　３Ｇ
ＰＰ　ＴＳＧ　ＲＡＮ　ＷＧ１　Ｍｅｅｔｉｎｇ＃４２　Ｌｏｎｄｏｎ，　ＵＫ，　Ａｕ
ｇｕｓｔ　２９－Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ　２，　２００５
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＲ（Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｒｅｐｏｒｔ）２５.８１４、
Ｖ７.０.０（２００６－０６）、Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ　ａｓｐｅｃｔｓ　ｆｏ
ｒ　ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃ
ｃｅｓｓ（ＵＴＲＡ）
【非特許文献３】３ＧＰＰ　ＴＳ（Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ）
３６．３００、Ｖ０．９０（２００７－０３）、Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　
Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ－ＵＴＲＡ）　ａｎｄ　Ｅｖｏ
ｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　
Ｎｅｔｗｏｒｋ（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）、Ｏｖｅｒａｌｌ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｓｔａ
ｇｅ２
【非特許文献４】Ｒ２－０６３０８２　“Ｎｏ－ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ　ｈ
ａｎｄｏｖｅｒ　ｅｘｃｕｔｉｏｎ”，　３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＲＡＮ　ＷＧ２　Ｍｅｅｔ
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ｉｎｇ＃５６　Ｒｉｇａ，　Ｌａｔｖｉａ，　Ｎｏｖｅｍｂｅｒ　６－１０，　２００６
【非特許文献５】Ｒ２－０６３２２５　“ＲＡＣＨ　Ｐａｒｔｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｆｏｒ
　Ｈａｎｄｏｖｅｒ”，　３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＲＡＮ　ＷＧ２　Ｍｅｅｔｉｎｇ＃５６　
Ｒｉｇａ，　Ｌａｔｖｉａ，　Ｎｏｖｅｍｂｅｒ　６－１０，　２００６
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２７】
　しかしながら、上述したように、衝突を発生させないための手法を用いた場合において
も、ハンドオーバー実行時において、ダウンリンク同期やランダムアクセス手順のプリア
ンブル（メッセージ１）からコンテンションレゾリューション（メッセージ４）までの手
順を行なう際にはかなりの時間を費やしてしまう。特に、リアルタイム性の高いトラフィ
ックにおいては、データが遅延する影響が大きい。
【００２８】
　ハンドオーバーを実行する際にランダムアクセスを利用する理由としては、上りリンク
で基地局と移動局との間で同期を取るために、基地局が移動局との送信タイミングのずれ
量を測定することにある。このため、プリアンブル（メッセージ１）およびプリアンブル
応答（メッセージ２）は、必ず、必要となる。ハンドオーバー完了メッセージ（メッセー
ジ３）は、ハンドオーバー完了のメッセージを送信するために使用され、基地局から与え
られたＣ－ＲＮＴＩで移動局を特定するために利用される。また、送信タイミングが正し
いかどうかの確認にも利用される。コンテンションレゾリューション（メッセージ４）は
、衝突を確認するために使用され、メッセージ３に対する応答の意味も含まれている。こ
のため、メッセージ３は、メッセージ２までに移動局が特定されれば必要なく、メッセー
ジ４は、衝突が発生していないことが確認されれば必要ない。
【００２９】
　本発明は、このような実情に鑑みて為されたものであり、ハンドオーバーのために移動
局装置がランダムアクセスを行なう場合において、ハンドオーバー時に費やす時間を短縮
することができる移動通信システム、基地局装置および移動局装置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】
【００３０】
　（１）上記の目的を達成するため、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、
本発明に係る移動通信システムは、移動局装置がランダムアクセス時に予め定められたシ
グネチャ群のいずれかのシグネチャを基地局装置との間で使用する移動通信システムであ
って、前記基地局装置は、前記移動局装置がハンドオーバー時に行なうランダムアクセス
に用いるシグネチャを選択し、前記移動局装置は、前記基地局装置で選択されたシグネチ
ャを用いてハンドオーバーを行ない、前記基地局装置で選択されたシグネチャの種別に応
じてハンドオーバー完了メッセージおよびコンテンションレゾリューションの送受信の有
無を判定することを特徴としている。
【００３１】
　このように、移動局装置は、基地局装置で選択されたシグネチャの種別に応じてハンド
オーバー完了メッセージおよびコンテンションレゾリューションの送受信の有無を判定す
るので、シグネチャの種別に応じてこれらのメッセージが不要な場合にはこれらのメッセ
ージの送受信に要する時間を削減することができる。これにより、ハンドオーバー時に費
やす時間を短縮することが可能となる。
【００３２】
　（２）本発明に係る移動通信システムにおいて、前記基地局装置は、当該基地局装置で
選択したシグネチャがハンドオーバー用のシグネチャであるか否かに応じてハンドオーバ
ー完了メッセージおよびコンテンションレゾリューションの送受信の有無を決定すること
を特徴としている。
【００３３】
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　このように、基地局装置で選択したシグネチャがハンドオーバー用のシグネチャである
か否かに応じてハンドオーバー完了メッセージおよびコンテンションレゾリューションの
送受信の有無を決定するので、同時に多数のハンドオーバーが発生した場合における移動
局装置間の衝突に対応しつつ、ハンドオーバー時に費やす時間を短縮することが可能とな
る。
【００３４】
　（３）特に、本発明の移動通信システムにおいて、前記基地局装置は、当該基地局装置
で選択したシグネチャがハンドオーバー用のシグネチャである場合にハンドオーバー完了
メッセージおよびコンテンションレゾリューションの送受信を行なわないことを決定する
一方、当該基地局装置で選択したシグネチャがハンドオーバー用のシグネチャでない場合
にハンドオーバー完了メッセージおよびコンテンションレゾリューションの送受信を行な
うことを決定することを特徴としている。
【００３５】
　このように、基地局装置で選択したシグネチャがハンドオーバー用のシグネチャである
場合にハンドオーバー完了メッセージ等の送受信を行なわない一方、当該基地局装置で選
択したシグネチャがハンドオーバー用のシグネチャでない場合にハンドオーバー完了メッ
セージおよびコンテンションレゾリューションの送受信を行なうことを決定するので、同
時に多数のハンドオーバーが発生した場合における移動局装置間の衝突に対応しつつ、ハ
ンドオーバー時に費やす時間を短縮することが可能となる。
【００３６】
　（４）また、本発明の移動通信システムにおいて、前記基地局装置は、前記移動局装置
に送信されるメッセージにハンドオーバー完了メッセージおよびコンテンションレゾリュ
ーションの送受信を行なうか否かを示すフラグを含めることを特徴としている。
【００３７】
　このように、移動局装置に送信されるメッセージにハンドオーバー完了メッセージおよ
びコンテンションレゾリューションの送受信を行なうか否かを示すフラグを含めるので、
移動局装置は、当該フラグに基づいて簡単にハンドオーバー完了メッセージおよびコンテ
ンションレゾリューションの送受信を行なうか否か判定することが可能となる。
【００３８】
　（５）また、本発明の移動通信システムにおいて、前記基地局装置は、前記移動局装置
との通信状況に応じて、選択するシグネチャをハンドオーバー用のシグネチャにするか否
かを決定することを特徴としている。
【００３９】
　このように、基地局装置が、移動局装置との通信状況に応じて、選択するシグネチャを
ハンドオーバー用のシグネチャにするか否かを決定するので、移動局装置との通信状況を
考慮して、ハンドオーバー完了メッセージおよびコンテンションレゾリューションの送受
信を行なうか否かを決定することが可能となる。
【００４０】
　（６）また、本発明の移動通信システムにおいて、前記基地局装置が、前記移動局装置
におけるトラフィックのＱｏｓに応じて、選択するシグネチャをハンドオーバー用のシグ
ネチャにするか否かを決定すること特徴としている。
【００４１】
　このように、基地局装置が、移動局装置におけるトラフィックのＱｏｓに応じて、選択
するシグネチャをハンドオーバー用のシグネチャにするか否かを決定するので、例えば、
リアルタイム性の高いデータの送受信を行なっている移動局装置に対しては、ハンドオー
バー時間を短縮して、リアルタイム性を維持することが可能となる。一方、リアルタイム
性の低いデータの送受信を行なっている移動局装置に対しては、これまで通りの安定した
ハンドオーバーを行なうことが可能となる。
【００４２】
　（７）本発明の基地局装置は、ランダムアクセス時に予め定められたシグネチャ群のい
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ずれかのシグネチャを使用する移動局装置と接続される基地局装置であって、前記移動局
装置がハンドオーバー時に行なうランダムアクセスに用いるシグネチャを選択するシグネ
チャ管理部と、前記シグネチャ管理部で選択されたシグネチャの種別に応じてハンドオー
バー完了メッセージおよびコンテンションレゾリューションの送受信を行なうか否かを決
定するメッセージ送信決定部とを備えることを特徴としている。
【００４３】
　このように、シグネチャ管理部で選択されたシグネチャの種別に応じてハンドオーバー
完了メッセージおよびコンテンションレゾリューションの送受信を行なうか否かを決定す
るので、シグネチャの種別に応じてこれらのメッセージが不要な場合にはこれらのメッセ
ージの送受信に要する時間を削減することができる。これにより、ハンドオーバー時に費
やす時間を短縮することが可能となる。
【００４４】
　（８）本発明の基地局装置において、前記メッセージ送信決定部は、前記シグネチャ管
理部で選択されたシグネチャがハンドオーバー用のシグネチャである場合にハンドオーバ
ー完了メッセージおよびコンテンションレゾリューションの送受信を行なわない一方、前
記シグネチャ管理部で選択されたシグネチャがハンドオーバー用のシグネチャでない場合
にハンドオーバー完了メッセージおよびコンテンションレゾリューションの送受信を行な
うことを決定することを特徴としている。
【００４５】
　このように、シグネチャ管理部で選択されたシグネチャがハンドオーバー用のシグネチ
ャである場合にハンドオーバー完了メッセージ等の送受信を行なわない一方、当該シグネ
チャ管理部で選択されたシグネチャがハンドオーバー用のシグネチャでない場合にハンド
オーバー完了メッセージおよびコンテンションレゾリューションの送受信を行なうことを
決定するので、同時に多数のハンドオーバーが発生した場合における移動局装置間の衝突
に対応しつつ、ハンドオーバー時に費やす時間を短縮することが可能となる。
【００４６】
　（９）本発明の基地局装置において、前記メッセージ送信決定部は、前記移動通信装置
に送信されるメッセージにハンドオーバー完了メッセージおよびコンテンションレゾリュ
ーションの送受信を行なうか否かを示すフラグを含めることを特徴としている。
【００４７】
　このように、移動通信装置に送信されるメッセージにハンドオーバー完了メッセージお
よびコンテンションレゾリューションの送受信を行なうか否かを示すフラグを含めるので
、移動局装置は、当該フラグに基づいて簡単にハンドオーバー完了メッセージおよびコン
テンションレゾリューションの送受信を行なうか否か判定することが可能となる。
【００４８】
　（１０）本発明の基地局装置において、前記シグネチャ管理部は、前記移動局装置との
通信状況に応じて、選択するシグネチャをハンドオーバー用のシグネチャにするか否かを
決定することを特徴としている。
【００４９】
　このように、シグネチャ管理部が、移動局装置との通信状況に応じて、選択するシグネ
チャをハンドオーバー用のシグネチャにするか否かを決定するので、移動局装置との通信
状況を考慮して、ハンドオーバー完了メッセージおよびコンテンションレゾリューション
の送受信を行なうか否かを決定することが可能となる。
【００５０】
　（１１）本発明の基地局装置において、前記シグネチャ管理部は、前記移動局装置にお
けるトラフィックのＱｏｓに応じて、選択するシグネチャをハンドオーバー用のシグネチ
ャにするか否かを決定すること特徴としている。
【００５１】
　このように、シグネチャ管理部が、移動局装置におけるトラフィックのＱｏｓに応じて
、選択するシグネチャをハンドオーバー用のシグネチャにするか否かを決定するので、例
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えば、リアルタイム性の高いデータの送受信を行なっている移動局装置に対しては、ハン
ドオーバー時間を短縮して、リアルタイム性を維持することが可能となる。一方、リアル
タイム性の低いデータの送受信を行なっている移動局装置に対しては、これまで通りの安
定したハンドオーバーを行なうことが可能となる。
【００５２】
　（１２）本発明の移動局装置は、ランダムアクセス時に予め定められたシグネチャ群の
いずれかのシグネチャを基地局装置との間で使用する移動局装置であって、前記基地局装
置からハンドオーバー完了メッセージおよびコンテンションレゾリューションの送受信を
行なうか否かを示すフラグを含むメッセージを受信する受信部と、前記フラグの内容に応
じてハンドオーバー完了メッセージおよびコンテンションレゾリューションの送受信を行
なうか否かを判定する判定部とを備えることを特徴としている。
【００５３】
　このように、判定部が基地局装置から受信するメッセージに含まれるフラグの内容に応
じてハンドオーバー完了メッセージおよびコンテンションレゾリューションの送受信を行
なうか否かを判定するので、これらのメッセージが不要な場合にはこれらのメッセージの
送受信に要する時間を削減することができる。これにより、ハンドオーバー時に費やす時
間を短縮することが可能となる。
【発明の効果】
【００５４】
　本発明によれば、移動局装置は、基地局装置で選択されたシグネチャの種別に応じてハ
ンドオーバー完了メッセージおよびコンテンションレゾリューションの送受信の有無を判
定するので、シグネチャの種別に応じてこれらのメッセージが不要な場合にはこれらのメ
ッセージの送受信に要する時間を削減することができる。これにより、ハンドオーバー時
に費やす時間を短縮することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る通信システムが有する基地局装置の構成の一例を
示すブロック図である。
【図２】第１の実施形態に係る通信システムが有する移動局装置の構成の一例を示すブロ
ック図である。
【図３】第１の実施形態に係る通信システムにおける、ハンドオーバー実行時のランダム
アクセス手順の一例について説明するためのシーケンスチャートである。
【図４】第１の実施形態に係る通信システムにおける、ハンドオーバー実行時のランダム
アクセス手順の一例について説明するためのシーケンスチャートである。
【図５】第１の実施形態に係る通信システムが有する基地局装置におけるハンドオーバー
実行時の動作について説明するためのフローチャートである。
【図６】第１の実施形態に係る通信システムが有する移動局装置におけるハンドオーバー
実行時の動作について説明するためのフローチャートである。
【図７】本発明の第２の実施形態に係る通信システムが有する基地局装置の構成の一例を
示すブロック図である。
【図８】第２の実施形態に係る通信システムにおける、ハンドオーバー実行時のランダム
アクセス手順の一例について説明するためのシーケンスチャートである。
【図９】第２の実施形態に係る通信システムにおける、ハンドオーバー実行時のランダム
アクセス手順の一例について説明するためのシーケンスチャートである。
【図１０】第２の実施形態に係る通信システムが有する基地局装置におけるハンドオーバ
ー実行時の動作について説明するためのフローチャートである。
【図１１】第２の実施形態に係る通信システムが有する基地局装置におけるハンドオーバ
ー実行時の動作について説明するためのフローチャートである。
【図１２】本発明の第３の実施形態に係る通信システムが有する基地局装置の構成の一例
を示すブロック図である。
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【図１３】第３の実施形態に係る通信システムにおける、ハンドオーバー実行時のランダ
ムアクセス手順の一例について説明するためのシーケンスチャートである。
【図１４】第３の実施形態に係る通信システムにおける、ハンドオーバー実行時のランダ
ムアクセス手順の一例について説明するためのシーケンスチャートである。
【図１５】第３の実施形態に係る通信システムが有する基地局装置におけるハンドオーバ
ー実行時の動作について説明するためのフローチャートである。
【図１６】第３の実施形態に係る通信システムが有する基地局装置におけるハンドオーバ
ー実行時の動作について説明するためのフローチャートである。
【図１７】本発明の第４の実施形態に係る通信システムが有する基地局装置の構成の一例
を示すブロック図である。
【図１８】第４の実施形態に係る通信システムにおける、ハンドオーバー実行時のランダ
ムアクセス手順の一例について説明するためのシーケンスチャートである。
【図１９】第４の実施形態に係る通信システムにおける、ハンドオーバー実行時のランダ
ムアクセス手順の一例について説明するためのシーケンスチャートである。
【図２０】第４の実施形態に係る通信システムが有する基地局装置におけるハンドオーバ
ー実行時の動作について説明するためのフローチャートである。
【図２１】第４の実施形態に係る通信システムが有する移動局装置におけるハンドオーバ
ー実行時の動作について説明するためのフローチャートである。
【図２２】ＥＵＴＲＡの上りリンクの構成について説明するための図である。
【図２３】Ｅ－ＵＴＲＡの上りリンクのランダムアクセスチャネルを説明するための図で
ある。
【図２４】従来のランダムアクセスの手順の一例について説明するためのシーケンスチャ
ートである。
【図２５】ハンドオーバーが発生する基地局の配置について説明するための図である。
【図２６】従来のハンドオーバー実行時におけるランダムアクセスの手順の一例について
説明するためのシーケンスチャートである。
【符号の説明】
【００５６】
１００　基地局装置（基地局）
１０１　データ制御部
１０２　ＯＦＤＭ変調部
１０３　スケジューリング部
１０４　無線部
１０５　チャネル推定部
１０６　ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ復調部
１０７　制御データ抽出部
１０８、１２０１、１７０１　プリアンブル検出部
１０９、１７０２　シグネチャ管理部
１１０、７０１、１２０２、１７０３　メッセージ送信決定部
２００　移動局装置（移動局）
２０１　データ制御部
２０２　ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ変調部
２０３　スケジューリング部
２０４　シグネチャ選択部
２０５　プリアンブル生成部
２０６　同期補正部
２０７　無線部
２０８　チャネル推定部
２０９　ＯＦＤＭ復調部
２１０　制御データ抽出部
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【発明を実施するための最良の形態】
【００５７】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。
　（第１の実施形態）
　本発明の第１の実施形態に係る移動通信システム（以下、適宜「通信システム」という
。）は、従来、ハンドオーバーのために移動局装置（以下、適宜「移動局」という。）で
行なわれていたシグネチャの選択を基地局装置（以下、適宜「基地局」という。）で行な
う。そして、移動局からのプリアンブルを検出することでハンドオーバーを行なう移動局
を特定すると共に、同期ずれ情報を算出し、当該同期ずれ情報を移動局に対して通知する
。
【００５８】
　このように、本通信システムにおいては、基地局が、移動局のハンドオーバーのための
シグネチャを選択する一方、移動局からのプリアンブルに応じてハンドオーバーを行なう
移動局を特定するので、ハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）が必要ない。ま
た、基地局が、移動局のハンドオーバーのためのシグネチャを選択するので、衝突も発生
することがない。このため、ハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）以降の処理
を削減することができるので、ハンドオーバー時に費やす時間を短縮することが可能とな
る。
【００５９】
　しかしながら、本通信システムにおいて、同時に多数のハンドオーバーが発生した場合
には、ハンドオーバー用のシグネチャが不足する結果、ハンドオーバー用以外のシグネチ
ャを選択する必要が生じる。この場合には、ハンドオーバー用以外のシグネチャでランダ
ムアクセスを行なう他の移動局との間で衝突が発生し得る。この場合には、ハンドオーバ
ー完了メッセージ（メッセージ３）以降の処理を行ない、このような衝突に対応する必要
がある。
【００６０】
　このため、本通信システムにおいては、基地局で選択したシグネチャが、ハンドオーバ
ー用のシグネチャか否かに応じて、ハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）およ
びコンテンションレゾリューション（メッセージ４）の送受信の有無を決める。これによ
り、これらのメッセージが不要な場合には、これらのメッセージの送受信に要する時間を
削減することができるので、同時に多数のハンドオーバーが発生した場合における移動局
間の衝突に対応しつつ、ハンドオーバー時に費やす時間を短縮することが可能となる。
【００６１】
　なお、以下の説明において、ハンドオーバー用シグネチャとは、基地局が個別に指定す
ることで移動局間の衝突を防ぐことを目的としたシグネチャのことである。また、通常の
シグネチャとは、移動局が選択することができ、移動局間で衝突が発生する可能性のある
シグネチャのことである。
【００６２】
　以下、本実施形態に係る通信システムが有する基地局および移動局の構成について説明
する。図１は、第１の実施形態に係る通信システムが有する基地局の構成の一例を示すブ
ロック図である。図２は、第１の実施形態に係る通信システムが有する移動局の構成の一
例を示すブロック図である。
【００６３】
　図１に示すように、基地局１００は、データ制御部１０１、ＯＦＤＭ変調部１０２、ス
ケジューリング部１０３、無線部１０４、チャネル推定部１０５、ＤＦＴ－Ｓｐｒｅａｄ
－ＯＦＤＭ復調部（ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ復調部）１０６、制御データ抽出部１０７、プ
リアンブル検出部１０８、シグネチャ管理部１０９、並びに、メッセージ送信決定部１１
０から構成される。
【００６４】
　データ制御部１０１は、制御データおよびユーザデータの入力を受け、スケジューリン
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グ部１０３からの指示に応じて制御データを下りリンク共通制御チャネル、下りリンク同
期チャネル、下りリンクパイロットチャネルおよび下りリンク共用制御シグナリングチャ
ネルにマッピングする。その一方、各移動局に対する送信データ（ユーザデータ）を共用
データチャネルにマッピングする。
【００６５】
　ＯＦＤＭ変調部１０２は、データ変調、入力信号の直列／並列変換、ＩＦＦＴ（Ｉｎｖ
ｅｒｓｅ　Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）変換、ＣＰ（Ｃｙｃｌｉｃ
　Ｐｒｅｆｉｘ）挿入、並びに、フィルタリングなどＯＦＤＭ信号処理を行ない、ＯＦＤ
Ｍ信号を生成する。
【００６６】
　スケジューリング部１０３は、下りリンクのスケジューリングを行なうＤＬスケジュー
リング部１０３ａと、上りリンクのスケジューリングを行なうＵＬスケジューリング部１
０３ｂとから構成される。ＤＬスケジューリング部１０３ａは、移動局から通知されるＣ
ＱＩ情報や上位層から通知される各ユーザーのデータ情報から下りリンクの各チャネルに
ユーザデータをマッピングするためのスケジューリングを行なう。ＵＬスケジューリング
部１０３ｂは、チャネル推定部１０５からの上りリンクの無線伝搬路推定結果および移動
局からのリソース割り当て要求から、上りリンクの各チャネルにユーザデータをマッピン
グするためのスケジューリングを行なう。
【００６７】
　無線部１０４は、ＯＦＤＭ変調されたデータを無線周波数にアップコンバートして、移
動局に送信する。また、無線部１０４は、移動局からの上りリンクのデータを受信し、ベ
ースバンド信号にダウンコンバートして、受信データをチャネル推定部１０５、ＤＦＴ－
Ｓ－ＯＦＤＭ復調部１０６およびプリアンブル検出部１０８に出力する。
【００６８】
　チャネル推定部１０５は、上りリンクパイロットチャネルＵＰｉＣＨから無線伝搬路特
性を推定し、ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ復調部１０６に推定結果を出力する。また、上りリン
クのスケジューリングを行なうために無線伝搬路推定結果をスケジューリング部１０３に
出力する。なお、上りリンクの通信方式は、ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ等のようなシングルキ
ャリア方式を想定しているが、ＯＦＤＭ方式のようなマルチキャリア方式でも構わない。
【００６９】
　ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ復調部１０６は、チャネル推定部１０５からの無線伝搬路推定結
果に応じて、無線部１０４から入力された受信データを復調する。
【００７０】
　制御データ抽出部１０７は、受信データをユーザデータ（上りリンク共用データチャネ
ルＵＳＤＣＨ）と、制御データ（上りリンク共用制御シグナリングチャネルＵＳＣＳＣＨ
）とに分離する。そして、分離した制御データのうち、下りリンクのＣＱＩ情報をスケジ
ューリング部１０３に出力し、その他の制御データおよびユーザデータを上位層に出力す
る。
【００７１】
　プリアンブル検出部１０８は、プリアンブルを検出し、同期タイミングずれ量を算出し
、シグネチャＩＤ番号および同期タイミングずれ量を上位層に報告する。ここで、シグネ
チャＩＤ番号がハンドオーバー用の場合は、シグネチャ管理部１０９に対して基地局１０
０が使用しているシグネチャであるか否かを確認する。確認の結果、基地局１００が使用
している場合、シグネチャＩＤ番号および同期タイミングずれ量を上位層に報告する。一
方、基地局１００が使用していない場合、シグネチャＩＤ番号および同期タイミングずれ
量を上位層に報告しない。
【００７２】
　シグネチャ管理部１０９は、上位層からの指示により、シグネチャを選択し、選択した
シグネチャのＩＤ番号（シグネチャＩＤ番号）を上位層に通知する。また、選択したシグ
ネチャをプリアンブル検出部１０８およびメッセージ送信決定部１１０に通知する。なお
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、シグネチャの選択は、ハンドオーバー用のシグネチャから優先的に選択して、全てを使
用している場合、ハンドオーバー用以外のシグネチャの中から使用するシグネチャを選択
する。その際、現在、使用さているシグネチャＩＤ番号を確認し、使用されているシグネ
チャを除いた中から選択する。また、シグネチャ管理部１０９は、選択されたシグネチャ
ＩＤ番号を保存し、プリアンブル検出部１０８で検出されたシグネチャを保存内容から削
除する。
【００７３】
　メッセージ送信決定部１１０は、シグネチャ管理部１０９からのシグネチャ情報から、
ハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）およびコンテンションレゾリューション
（メッセージ４）の送受信を行なうか否かを決定し、その結果をフラグ情報として上位層
に通知する。
【００７４】
　一方、移動局２００は、図２に示すように、データ制御部２０１、ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤ
Ｍ変調部２０２、スケジューリング部２０３、シグネチャ選択部２０４、プリアンブル生
成部２０５、同期補正部２０６、無線部２０７、チャネル推定部２０８、ＯＦＤＭ復調部
２０９、並びに、制御データ抽出部２１０から構成される。
【００７５】
　データ制御部２０１は、ユーザデータと制御データの入力を受け、スケジューリング部
２０３からの指示に応じて、これらのデータを上りリンクスケジューリングチャネルにマ
ッピングする。
【００７６】
　ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ変調部２０２は、データ変調を行ない、ＤＦＴ変換、サブキャリ
アマッピング、ＩＦＦＴ変換、ＣＰ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）挿入、フィルタリン
グなどＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ信号処理を行ない、ＤＦＴ－Ｓｐｒｅａｄ－ＯＦＤＭ信号を
生成する。なお、上りリンクの通信方式は、ＤＦＴ－Ｓｐｒｅａｄ　ＯＦＤＭ等のような
シングルキャリア方式を想定しているが、ＯＦＤＭ方式のようなマルチキャリア方式でも
構わない。
【００７７】
　スケジューリング部２０３は、後述するチャネル推定部２０８から通知されるＣＱＩ情
報や、上位層から通知されるスケジューリング情報から上りリンクの各チャネルにユーザ
データをマッピングするためのスケジューリングを行なう。
【００７８】
　シグネチャ選択部２０４は、上位層からの指示に応じて、ランダムアクセスで使用する
シグネチャＩＤ番号を選択する。上位層からの指示として、ランダムアクセスの目的が通
知される。通知された目的がハンドオーバーの場合には、上位層から指示されたシグネチ
ャＩＤ番号を選択する。一方、通知された目的がハンドオーバー以外の場合には、ハンド
オーバー以外のシグネチャの中から当該目的に応じて選択し、選択したシグネチャＩＤ番
号をプリアンブル生成部２０５に出力する。
【００７９】
　プリアンブル生成部２０５は、シグネチャ選択部２０４が選択したシグネチャＩＤ番号
を用いてプリアンブルを生成し、ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ変調部２０２に出力する。
【００８０】
　同期補正部２０６は、制御データ抽出部２１０から入力された同期情報から送信タイミ
ングを決定し、送信タイミングに合うように変調されたデータを無線部２０７に出力する
。
【００８１】
　無線部２０７は、変調されたデータを無線周波数にアップコンバートして、基地局１０
０に送信する。また、無線部２０７は、基地局１００からの下りリンクのデータを受信し
、ベースバンド信号にダウンコンバートして、受信データをＯＦＤＭ復調部２０９に出力
する。
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【００８２】
　チャネル推定部２０８は、下りリンクパイロットチャネルから無線伝搬路特性を推定し
、その推定結果をＯＦＤＭ復調部２０９に出力する。また、基地局１００に無線伝搬路推
定結果を通知するためにＣＱＩ情報に変換し、スケジューリング部２０３にＣＱＩ情報を
出力する。
【００８３】
　ＯＦＤＭ復調部２０９は、チャネル推定部２０８から入力された無線伝搬路推定結果に
応じて、無線部２０７から入力された受信データを復調する。
【００８４】
　制御データ抽出部２１０は、受信データを、ユーザデータと制御データとに分離する。
分離された制御データにおけるスケジューリング情報はスケジューリング部２０３に出力
され、上りリンクの同期情報は同期補正部２０６に出力され、これ以外の制御データおよ
びユーザデータは上位層に出力される。なお、無線部２０７、ＯＦＤＭ復調部２０９、お
よび制御データ抽出部２１０は、受信部を構成し、スケジューリング部２０３は、判定部
を構成する。
【００８５】
　次に、第１の実施形態に係る通信システムにおける、ハンドオーバー実行時のランダム
アクセス手順の一例について説明する。図３および図４は、第１の実施形態に係る通信シ
ステムにおける、ハンドオーバー実行時のランダムアクセス手順の一例について説明する
ためのシーケンスチャートである。図３は、ハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ
３）およびコンテンションレゾリューション（メッセージ４）の送受信を行なわない場合
について示し、図４は、これらのメッセージの送受信を行なう場合について示している。
なお、ここで、移動局２００は、現在、基地局１００Ａ（以下、適宜「基地局Ａ」という
。）に収容されているものとする。また、図４においては、図３に示す同一の処理につい
ては、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００８６】
　図３および図４に示すように、本実施形態に係る通信システムにおける、ハンドオーバ
ー実行時のランダムアクセス手順においては、まず、移動局２００が、ハンドオーバーの
準備段階として、隣接基地局の電波状況を測定する（ＳＴ３０１）。そして、測定結果（
測定レポート）を、自基地局である基地局Ａに送信する（ＳＴ３０２）。
【００８７】
　基地局Ａは、移動局２００から測定結果を受信すると、当該測定結果から、ハンドオー
バー先として最適な基地局を選択する（ＳＴ３０３）。なお、ここでは、最適な基地局と
して、基地局１００Ｂ（以下、適宜「基地局Ｂ」という。）を選択したものとする。そし
て、基地局Ａは、ハンドオーバー先の基地局Ｂに対してハンドオーバー要求メッセージを
送信する（ＳＴ３０４）。
【００８８】
　基地局Ｂは、基地局Ａからハンドオーバー要求メッセージを受信すると、ハンドオーバ
ー用シグネチャから１つのシグネチャを選択する（ＳＴ３０５）。この場合において、基
地局Ｂは、ランダムアクセス時にハンドオーバーする移動局２００間の衝突を避けるため
、基地局Ｂ内で使用しているシグネチャを除いたシグネチャの中からシグネチャを選択す
る。ただし、ハンドオーバー用シグネチャの全てが使用中で使用できない場合、ハンドオ
ーバー用以外のシグネチャの中からシグネチャを選択する。
【００８９】
　また、基地局Ｂは、使用するシグネチャに基づいて、ハンドオーバー完了メッセージ（
メッセージ３）およびコンテンションレゾリューション（メッセージ４）の送受信が必要
かどうか判定する（ＳＴ３０６）。なお、この判定においては、ハンドオーバー用のシグ
ネチャの場合には衝突が発生しないので、基地局Ｂは、ハンドオーバー完了メッセージ（
メッセージ３）およびコンテンションレゾリューション（メッセージ４）の送受信を行な
わないという判定、或いは、ハンドオーバー用以外のシグネチャの場合には衝突が発生す
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る可能性があるので、ハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）およびコンテンシ
ョンレゾリューション（メッセージ４）の送受信を行なうという判定をする。
【００９０】
　そして、基地局Ｂは、ハンドオーバーする移動局２００にＣ－ＲＮＴＩを割り当てた後
、ハンドオーバー要求メッセージの応答として基地局ＡにシグネチャＩＤ番号、メッセー
ジ３およびメッセージ４の要否を示すフラグ（以下、適宜「メッセージ要否フラグ」また
は「フラグ」という。）、並びに、Ｃ－ＲＮＴＩを含むハンドオーバー要求承認メッセー
ジを送信する（ＳＴ３０７）。
【００９１】
　基地局Ａは、基地局Ｂからハンドオーバー要求承認メッセージを受信すると、移動局２
００に対して、シグネチャＩＤ番号、メッセージ要否フラグおよびＣ－ＲＮＴＩを含むハ
ンドオーバーコマンドメッセージを送信する（ＳＴ３０８）。
【００９２】
　移動局２００は、基地局Ａからハンドオーバーコマンドメッセージを受信すると、メッ
セージ要否フラグを確認し、基地局Ｂの下りリンクの同期を行ない、報知チャネルからラ
ンダムアクセスチャネルの位置を確認する（ＳＴ３０９）。下りリンクの同期を行なった
ならば、移動局２００は、ハンドオーバーコマンドメッセージに付加されていたシグネチ
ャＩＤ番号を選択し、当該シグネチャＩＤ番号を含むプリアンブル（ランダムアクセスプ
リアンブル：メッセージ１）を、ランダムアクセスチャネルで基地局Ｂに送信する（ＳＴ
３１０）。
【００９３】
　基地局Ｂは、移動局２００から受信したプリアンブルからシグネチャを検出する。この
シグネチャの種別に応じて処理が異なる。基地局Ｂは、このシグネチャがハンドオーバー
用のシグネチャであると確認すると、図３に示すように、同期タイミングずれ量を算出す
る（ＳＴ３１１）。そして、基地局Ｂは、同期タイミングずれ情報（同期情報）およびＣ
－ＲＮＴＩを含むプリアンブル応答（メッセージ２）を移動局２００に送信する（ＳＴ３
１２）。なお、移動局が上りリンクで送信するデータがある場合は、基地局Ｂは、上りリ
ンクのスケジューリングを行ない、プリアンブル応答（メッセージ２）にスケジューリン
グ情報も含めて移動局２００に送信する。
【００９４】
　移動局２００は、基地局Ｂからこれらの情報を受信すると、自局宛のデータと認識し、
同期情報から同期タイミングずれを補正する（ＳＴ３１３）。その後、ハンドオーバーを
終了する。
【００９５】
　一方、基地局Ｂは、シグネチャがハンドオーバー用以外のシグネチャであると確認する
と、図４に示すように、同期タイミングずれ量を算出し、ハンドオーバー完了メッセージ
を送信するためのスケジューリングを行なう（ＳＴ４０１）。そして、基地局Ｂは、移動
局２００に対して、同期情報、スケジューリング情報、シグネチャＩＤ番号、並びに、ｔ
ｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩを含んだプリアンブル応答（メッセージ２）を送信する
（ＳＴ４０２）。
【００９６】
　移動局２００は、基地局Ｂからこれらの情報を受信すると、自局宛のデータと認識し、
同期情報から同期タイミングずれを補正する（ＳＴ４０３）。そして、移動局２００は、
Ｃ－ＲＮＴＩを含んだハンドオーバー完了メッセージを作成し、スケジューリングされた
リソースでハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）を基地局Ｂに対して送信する
（ＳＴ４０４）。この場合、メッセージ要否フラグに「０」がセットされているので、コ
ンテンションレゾリューション（メッセージ４）を待機する。
【００９７】
　基地局１００は、ハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）を受信すると、コン
テンションレゾリューション（メッセージ４）を作成し、移動局２００に対してこれを送
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信する（ＳＴ４０５）。その後、ハンドオーバーを終了する。一方、移動局２００は、コ
ンテンションレゾリューション（メッセージ４）を受信してハンドオーバーを終了する。
【００９８】
　ここで、第１の実施形態に係る通信システムが有する基地局１００および移動局２００
におけるハンドオーバー実行時の動作について説明する。図５は、第１の実施形態に係る
通信システムが有する基地局１００におけるハンドオーバー実行時の動作について説明す
るためのフローチャートである。図６は、本実施形態に係る通信システムが有する移動局
２００におけるハンドオーバー実行時の動作について説明するためのフローチャートであ
る。なお、図５においては、図３および図４に示す基地局Ｂ（ハンドオーバー先の基地局
）の動作について示すものとし、図６においては、図３および図４に示す移動局２００の
動作について示すものとする。
【００９９】
　図５に示すように、基地局Ｂは、基地局Ａからハンドオーバー要求メッセージを受信す
ると（ＳＴ５０１）、移動局２００のＣ－ＲＮＴＩを割り当てると共に、移動局２００が
使用するシグネチャＩＤ番号を選択する（ＳＴ５０２、ＳＴ５０３）。そして、基地局Ｂ
は、選択したシグネチャがハンドオーバー用のシグネチャであるか判定する（ＳＴ５０４
）。
【０１００】
　選択したシグネチャが、ハンドオーバー用のシグネチャである場合には、基地局Ｂは、
メッセージ要否フラグにハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）およびコンテン
ションレゾリューション（メッセージ４）の送受信が不要である旨を示す「１」をセット
する（ＳＴ５０５）。一方、ハンドオーバー用のシグネチャでない場合には、基地局Ｂは
、メッセージ要否フラグにハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）およびコンテ
ンションレゾリューション（メッセージ４）の送受信が必要である旨を示す「０」をセッ
トする（ＳＴ５０６）。
【０１０１】
　そして、基地局Ｂは、ハンドオーバー要求メッセージの応答として、シグネチャＩＤ番
号、Ｃ－ＲＮＴＩおよびメッセージ要否フラグを含むハンドオーバー要求承認メッセージ
を作成し（ＳＴ５０７）、このハンドオーバー要求承認メッセージを基地局Ａに対して送
信する（ＳＴ５０８）。
【０１０２】
　基地局Ｂは、ハンドオーバー要求承認メッセージを送信すると、移動局２００から送信
されるプリアンブル（メッセージ１）を待機する。そして、基地局Ｂは、移動局２００か
ら送信されたプリアンブルを受信したならば（ＳＴ５０９）、このプリアンブルに含まれ
るシグネチャが、ハンドオーバー用のシグネチャであるか判定する（ＳＴ５１０）。
【０１０３】
　ここで、ハンドオーバー用のシグネチャである場合には、基地局Ｂは、同期タイミング
ずれ量を算出し、同期情報およびＣ－ＲＮＴＩを含むプリアンブル応答（メッセージ２）
を作成する（ＳＴ５１１）。そして、基地局Ｂは、このプリアンブル応答を移動局２００
に送信する（ＳＴ５１２）。
【０１０４】
　一方、ＳＴ５１０において、ハンドオーバー用のシグネチャでない場合には、基地局Ｂ
は、同期タイミングずれ量を算出すると共に、ハンドオーバー完了メッセージ（メッセー
ジ３）を送信するためのスケジューリングを行なう（ＳＴ５１３）。そして、基地局Ｂは
、ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩ、同期情報およびスケジューリング情報を含むプリ
アンブル応答（メッセージ２）を作成する（ＳＴ５１４）。そして、基地局Ｂは、このプ
リアンブル応答を移動局２００に送信する（ＳＴ５１５）。
【０１０５】
　基地局Ｂは、プリアンブル応答を送信すると、移動局２００から送信されるハンドオー
バー完了メッセージ（メッセージ３）を待機する。そして、基地局Ｂは、移動局２００か
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ら送信されたハンドオーバー完了メッセージを受信したならば（ＳＴ５１６）、Ｃ－ＲＮ
ＴＩを含むコンテンションレゾリューション（メッセージ４）を移動局２００に送信する
（ＳＴ５１７）。このようにして基地局１００におけるハンドオーバー実行時の一連の動
作が終了する。
【０１０６】
　なお、基地局で行なうメッセージ要否フラグの判定および設定（ＳＴ５０４～ＳＴ５０
６）に関しては、基地局では行なわず、移動局が、通知されたハンドオーバー要求承認メ
ッセージに含まれるシグネチャがハンドオーバー用シグネチャか、通常シグネチャかでハ
ンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）およびコンテンションレゾリューション（
メッセージ４）の送受信の要否判定を行なうようにしても良い。
【０１０７】
　一方、図６に示すように、移動局２００は、基地局Ａからハンドオーバーコマンドメッ
セージを受信すると（ＳＴ６０１）、基地局Ｂに対して、下りリンクの同期を行なう（Ｓ
Ｔ６０２）。そして、移動局２００は、下りリンクの同期を行なったならば、ハンドオー
バーコマンドメッセージに含まれているシグネチャＩＤ番号のシグネチャを選択する（Ｓ
Ｔ６０３）。すなわち、移動局２００は、基地局Ｂにより指定されたシグネチャを選択す
る。そして、移動局２００は、この選択したシグネチャを含むプリアンブル（メッセージ
１）を基地局Ｂに送信する（ＳＴ６０４）。
【０１０８】
　移動局２００は、プリアンブルを送信したならば、基地局Ｂから送信されるプリアンブ
ル応答（メッセージ２）を待機する。そして、移動局２００は、基地局Ｂから送信された
プリアンブル応答を受信したならば（ＳＴ６０５）、同期タイミングずれを補正し（ＳＴ
６０６）、ハンドオーバーコマンドメッセージに含まれるメッセージ要否フラグが「１」
であるか「０」であるかを判定する（ＳＴ６０７）。
【０１０９】
　ここで、メッセージ要否フラグが「１」である場合には、移動局２００は、そのまま処
理を終了する。一方、メッセージ要否フラグが「０」である場合には、移動局２００は、
Ｃ－ＲＮＴＩを含むハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）を作成し（ＳＴ６０
８）、ハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）を送信する（ＳＴ６０９）。ハン
ドオーバー完了メッセージを送信すると、基地局Ｂからコンテンションレゾリューション
（メッセージ４）が送信されてくるので、移動局２００は、これを受信する（ＳＴ６１０
）。このようにして移動局２００におけるハンドオーバー実行時の一連の動作が終了する
。
【０１１０】
　このように第１の実施形態に係る通信システムにおいては、基地局１００で選択したシ
グネチャがハンドオーバー用のシグネチャか否かに応じてハンドオーバー完了メッセージ
（メッセージ３）およびコンテンションレゾリューション（メッセージ４）の送受信の有
無を決定する。これにより、これらのメッセージが不要な場合にはこれらのメッセージの
送受信に要する時間を削減することができるので、同時に多数のハンドオーバーが発生し
た場合における移動局間の衝突に対応しつつ、ハンドオーバー時に費やす時間を短縮する
ことが可能となる。
【０１１１】
　特に、第１の実施形態に係る通信システムにおいては、移動局２００に送信されるメッ
セージにハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）およびコンテンションレゾリュ
ーション（メッセージ４）の送受信を行なうか否かを示すメッセージ要否フラグを含める
ようにしたので、移動局２００は、当該メッセージ要否フラグに基づいて簡単にハンドオ
ーバー完了メッセージ（メッセージ３）およびコンテンションレゾリューション（メッセ
ージ４）の送受信を行なうか否か判定することが可能となる。
【０１１２】
　（第２の実施形態）
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　第１の実施形態に係る通信システムにおいては、基地局１００で選択したシグネチャが
ハンドオーバー用のシグネチャか否かに応じて、ハンドオーバー完了メッセージ（メッセ
ージ３）およびコンテンションレゾリューション（メッセージ４）の送受信の有無を決め
る。第２の実施形態に係る通信システムにおいては、ハンドオーバーを行なう移動局２０
０におけるトラフィックのＱｏｓを考慮して、ハンドオーバー完了メッセージ（メッセー
ジ３）およびコンテンションレゾリューション（メッセージ４）の送受信の有無を決める
点で第１の実施形態に係る通信システムと相違する。
【０１１３】
　以下、第２の実施形態に係る通信システムが有する基地局および移動局の構成について
説明する。図７は、第２の実施形態に係る通信システムが有する基地局７００の構成の一
例を示すブロック図である。なお、図７に示す基地局７００において、図１と同様の構成
については同一の符号を付し、その説明を省略する。なお、第２の実施形態に係る通信シ
ステムが有する移動局は、図２に示す第１の実施形態に係る移動局２００と同様の構成を
有するため、その説明を省略する。
【０１１４】
　図７に示す基地局７００は、メッセージ送信決定部７０１を有する点で第１の実施形態
に係る基地局１００と相違する。第２の実施形態に係る基地局７００において、メッセー
ジ送信決定部７０１は、上位層からのハンドオーバーする移動局２００のＱｏｓ情報から
、ハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）およびコンテンションレゾリューショ
ン（メッセージ４）の送受信を行なうか否かを決定し、その結果をフラグ情報として上位
層に通知する。
【０１１５】
　次に、第２の実施形態に係る通信システムにおける、ハンドオーバー実行時のランダム
アクセス手順の一例について説明する。図８および図９は、第２の実施形態に係る通信シ
ステムにおける、ハンドオーバー実行時のランダムアクセス手順の一例について説明する
ためのシーケンスチャートである。図８は、ハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ
３）およびコンテンションレゾリューション（メッセージ４）の送受信を行なわない場合
について示し、図９は、これらのメッセージの送受信を行なう場合について示している。
なお、ここで、移動局２００は、現在、基地局７００Ａ（以下、適宜「基地局Ａ」という
。）に収容されているものとする。また、図８および図９においては、図３および図４に
示す同一の処理については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【０１１６】
　第２の実施形態に係る通信システムにおけるハンドオーバー実行時のランダムアクセス
手順においては、主にハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）およびコンテンシ
ョンレゾリューション（メッセージ４）の送受信を行なうか否かを判定する処理において
、第１の実施形態に係る通信システムと相違する。
【０１１７】
　第２の実施形態に係る通信システムにおいては、ハンドオーバーを行なう移動局２００
のトラフィックのＱｏｓ情報から、ハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）およ
びコンテンションレゾリューション（メッセージ４）の送受信を行なうか否かを判定する
（ＳＴ８０１）。なお、この判定においては、リアルタイム性が高いトラフィックに対し
ては、リアルタイム性を考慮してハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）および
コンテンションレゾリューション（メッセージ４）の送受信を行なわない、或いは、リア
ルタイム性が低いトラフィックに対しては、通信の安定性を確保するためにハンドオーバ
ー完了メッセージ（メッセージ３）およびコンテンションレゾリューション（メッセージ
４）の送受信を行なうという判定をする。
【０１１８】
　また、第１の実施形態に係る通信システムにおいては、移動局２００から受信したプリ
アンブルに含まれるシグネチャの種別に応じて処理を変更するのに対し、第２の実施形態
に係る通信システムにおいては、ＳＴ８０１で判定したハンドオーバー完了メッセージ（
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メッセージ３）およびコンテンションレゾリューション（メッセージ４）の送受信の要否
に応じて処理を変更する点で相違する。
【０１１９】
　すなわち、メッセージ要否フラグが「１」を示す場合には、図８に示すように、ハンド
オーバー完了メッセージ（メッセージ３）およびコンテンションレゾリューション（メッ
セージ４）の送受信を行なうことはない。一方、メッセージ要否フラグが「０」を示す場
合には、図９に示すように、ハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）およびコン
テンションレゾリューション（メッセージ４）の送受信を行なう。
【０１２０】
　ここで、第２の実施形態に係る通信システムが有する基地局７００におけるハンドオー
バー実行時の動作について説明する。図１０および図１１は、第２の実施形態に係る通信
システムが有する基地局７００におけるハンドオーバー実行時の動作について説明するた
めのフローチャートである。なお、図１０および図１１においては、図８および図９に示
す基地局Ｂ（ハンドオーバー先の基地局）の動作について示すものとする。なお、移動局
２００におけるハンドオーバー実行時の動作については、図６に示す動作と同様であるた
め、その説明を省略する。
【０１２１】
　図１０に示すように、基地局Ｂは、基地局Ａからハンドオーバー要求メッセージを受信
すると（ＳＴ１００１）、移動局２００のＣ－ＲＮＴＩを割り当てると共に、移動局２０
０が使用するシグネチャＩＤ番号を選択する（ＳＴ１００２、ＳＴ１００３）。そして、
基地局Ｂは、ハンドオーバーを行なう移動局２００のＱｏｓ情報を判定する（ＳＴ１００
４）。具体的には、基地局Ｂは、ハンドオーバーを行なう移動局２００がリアルタイム性
の高いデータを送受信しているか、或いは、リアルタイム性の低いデータを送受信してい
るかを判定する。
【０１２２】
　リアルタイム性の高いデータを送受信している場合には、基地局Ｂは、メッセージ要否
フラグにハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）およびコンテンションレゾリュ
ーション（メッセージ４）の送受信が不要である旨を示す「１」をセットする（ＳＴ１０
０５）。一方、リアルタイム性の低いデータを送受信している場合には、基地局Ｂは、メ
ッセージ要否フラグにハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）およびコンテンシ
ョンレゾリューション（メッセージ４）の送受信が必要である旨を示す「０」をセットす
る（ＳＴ１００６）。
【０１２３】
　そして、基地局Ｂは、ハンドオーバー要求メッセージの応答として基地局Ａに対してシ
グネチャＩＤ番号、Ｃ－ＲＮＴＩおよびメッセージ要否フラグを含むハンドオーバー要求
承認メッセージを作成し（ＳＴ１００７）、このハンドオーバー要求承認メッセージを送
信する（ＳＴ１００８）。
【０１２４】
　ハンドオーバー要求承認メッセージを送信すると、基地局Ｂは、移動局２００から送信
されるプリアンブル（メッセージ１）を待機する。そして、図１１に示すように、基地局
Ｂは、移動局２００から送信されたプリアンブルを受信したならば（ＳＴ１１０１）、こ
のプリアンブルに含まれるシグネチャが、ハンドオーバー用のシグネチャであるか判定す
る（ＳＴ１１０２）。
【０１２５】
　ここで、ハンドオーバー用のシグネチャでない場合には、基地局Ｂは、同期タイミング
ずれ量を算出すると共に、ハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）を送信するた
めのスケジューリングを行なう（ＳＴ１１０３）。そして、基地局Ｂは、ｔｅｍｐｏｒａ
ｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩ、同期情報およびスケジューリング情報を含むプリアンブル応答（メ
ッセージ２）を作成する（ＳＴ１１０４）。そして、基地局Ｂは、このプリアンブル応答
を移動局２００に送信する（ＳＴ１１０５）。
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【０１２６】
　基地局Ｂは、プリアンブル応答を送信すると、移動局２００から送信されるハンドオー
バー完了メッセージ（メッセージ３）を待機する。そして、基地局Ｂは、移動局２００か
ら送信されたハンドオーバー完了メッセージを受信したならば（ＳＴ１１０６）、Ｃ－Ｒ
ＮＴＩを含むコンテンションレゾリューション（メッセージ４）を移動局２００に送信す
る（ＳＴ１１０７）。
【０１２７】
　一方、ＳＴ１１０２において、ハンドオーバー用のシグネチャである場合には、基地局
Ｂは、フラグにハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）およびコンテンションレ
ゾリューション（メッセージ４）の送受信を行なうか否か、すなわち、メッセージ要否フ
ラグが「０」であるか、「１」であるかを判定する（ＳＴ１１０８）。メッセージ要否フ
ラグが「０」である場合には、基地局Ｂは、同期タイミングずれ量を算出すると共に、ハ
ンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）を送信するためのスケジューリングを行な
う（ＳＴ１１０９）。そして、基地局Ｂは、ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩ、同期情
報およびスケジューリング情報を含むプリアンブル応答（メッセージ２）を作成する（Ｓ
Ｔ１１１０）。そして、基地局Ｂは、このプリアンブル応答を移動局２００に送信する（
ＳＴ１１１１）。
【０１２８】
　基地局Ｂは、プリアンブル応答を送信すると、移動局２００から送信されるハンドオー
バー完了メッセージ（メッセージ３）を待機する。そして、基地局Ｂは、移動局２００か
ら送信されたハンドオーバー完了メッセージを受信したならば（ＳＴ１１１２）、Ｃ－Ｒ
ＮＴＩを含むコンテンションレゾリューション（メッセージ４）を移動局２００に送信す
る（ＳＴ１１１３）。
【０１２９】
　また、ＳＴ１１０８において、メッセージ要否フラグが「１」である場合には、基地局
Ｂは、移動局２００から基地局７００に対する上りリンクのデータ送信があるかを判定す
る（ＳＴ１１１４）。ここで、上りリンクのデータ送信がない場合には、基地局Ｂは、同
期タイミングずれ量を算出し、同期情報およびＣ－ＲＮＴＩを含むプリアンブル応答（メ
ッセージ２）を作成する（ＳＴ１１１５）。そして、基地局Ｂは、このプリアンブル応答
を移動局２００に送信する（ＳＴ１１１６）。
【０１３０】
　一方、上りリンクのデータ送信がある場合には、基地局Ｂは、同期タイミングずれ量を
算出し、データを送信するためのスケジューリングを行なう（ＳＴ１１１７）。そして、
基地局Ｂは、Ｃ－ＲＮＴＩ、同期情報およびスケジューリング情報を含むプリアンブル応
答（メッセージ２）を作成する（ＳＴ１１１８）。そして、基地局Ｂは、このプリアンブ
ル応答を移動局２００に送信する（ＳＴ１１１９）。このようにして基地局７００におけ
るハンドオーバー実行時の一連の動作が終了する。
【０１３１】
　このように第２の実施形態に係る通信システムにおいては、Ｑｏｓ情報により、ハンド
オーバー完了メッセージ（メッセージ３）およびコンテンションレゾリューション（メッ
セージ４）の送受信を行なうか否かを判定するので、リアルタイム性の高いデータの送受
信を行なっている移動局２００に対しては、ハンドオーバー時間が短くなり、リアルタイ
ム性を維持することが可能となる。一方、リアルタイム性の低いデータの送受信を行なっ
ている移動局２００に対しては、これまで通りの安定したハンドオーバーを行なうことが
可能となる。
【０１３２】
　（第３の実施形態）
　第１の実施形態に係る通信システムにおいては、基地局１００で選択したシグネチャが
ハンドオーバー用のシグネチャか否かに応じてハンドオーバー完了メッセージ（メッセー
ジ３）およびコンテンションレゾリューション（メッセージ４）の送受信の有無を決める
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。第３の実施形態に係る通信システムにおいては、ハンドオーバー先の基地局でプリアン
ブルを受信した際のプリアンブルの受信状況を判定して、ハンドオーバー完了メッセージ
（メッセージ３）およびコンテンションレゾリューション（メッセージ４）の送受信の有
無を決める点で第１の実施形態に係る通信システムと相違する。
【０１３３】
　以下、第３の実施形態に係る通信システムが有する基地局および移動局の構成について
説明する。図１２は、第３の実施形態に係る通信システムが有する基地局１２００の構成
の一例を示すブロック図である。なお、図１２に示す基地局１２００において、図１と同
様の構成については同一の符号を付し、その説明を省略する。なお、第３の実施形態に係
る通信システムが有する移動局は、図２に示す第１の実施形態に係る移動局２００と同様
の構成を有するため、その説明を省略する。
【０１３４】
　図１２に示す基地局１２００においては、プリアンブル検出部１２０１およびメッセー
ジ送信決定部１２０２を有する点で第１の実施形態に係る基地局１００と相違する。第３
の実施形態に係る基地局１２００において、プリアンブル検出部１２０１は、移動局２０
０からのプリアンブルを検出し、同期タイミングずれ量を算出し、シグネチャＩＤ番号お
よび同期タイミングずれ量を上位層に報告する。ここで、シグネチャＩＤ番号が、ハンド
オーバー用の場合は、プリアンブル検出部１２０１は、シグネチャ管理部１０９に基地局
１２００が使用しているシグネチャであるか否かを確認する。確認の結果、基地局１２０
０が使用している場合、プリアンブル検出部１２０１は、シグネチャＩＤ番号および同期
タイミングずれ量を上位層に報告する。一方、基地局１２００が使用していない場合、プ
リアンブル検出部１２０１は、シグネチャＩＤ番号および同期タイミングずれ量を、上位
層に報告しない。また、ハンドオーバー用のシグネチャの場合は、プリアンブル検出部１
２０１は、相関結果をメッセージ送信決定部１２０２に送信する。メッセージ送信決定部
１２０１は、プリアンブル検出部１２０１からの相関結果からハンドオーバー完了メッセ
ージ（メッセージ３）以降の送受信を行なうかを決定し、その結果をフラグ情報として上
位層に通知する。
【０１３５】
　次に、第３の実施形態に係る通信システムにおける、ハンドオーバー実行時のランダム
アクセス手順の一例について説明する。図１３および図１４は、第３の実施形態に係る通
信システムにおける、ハンドオーバー実行時のランダムアクセス手順の一例について説明
するためのシーケンスチャートである。図１３は、ハンドオーバー完了メッセージ（メッ
セージ３）およびコンテンションレゾリューション（メッセージ４）の送受信を行なわな
い場合について示し、図１４は、これらのメッセージの送受信を行なう場合について示し
ている。なお、ここで、移動局２００は、現在、基地局１２００Ａ（以下、適宜「基地局
Ａ」という。）に収容されているものとする。また、図１４においては、図１３に示す同
一の処理については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【０１３６】
　図１３および図１４に示すように、第３の実施形態に係る通信システムにおける、ハン
ドオーバー実行時のランダムアクセス手順においては、まず、移動局２００が、ハンドオ
ーバーの準備段階として、隣接基地局の電波状況を測定する（ＳＴ１３０１）。そして、
測定結果（測定レポート）を、自基地局である基地局Ａに送信する（ＳＴ１３０２）。
【０１３７】
　基地局Ａは、移動局２００から測定結果を受信すると、当該測定結果から、ハンドオー
バー先として最適な基地局を選択する（ＳＴ１３０３）。なお、ここでは、最適な基地局
として、基地局１２００Ｂ（以下、適宜「基地局Ｂ」という。）を選択したものとする。
そして、基地局Ａは、ハンドオーバー先の基地局Ｂに対してハンドオーバー要求メッセー
ジを送信する（ＳＴ１３０４）。
【０１３８】
　基地局Ｂは、基地局Ａからハンドオーバー要求メッセージを受信すると、基地局Ｂは、
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ハンドオーバー用シグネチャから１つのシグネチャを選択する（ＳＴ１３０５）。この場
合において、基地局Ｂは、ランダムアクセス時にハンドオーバーする移動局２００間の衝
突を避けるため、基地局Ｂ内で使用しているシグネチャを除いたシグネチャの中からシグ
ネチャを選択する。
【０１３９】
　そして、基地局Ｂは、ハンドオーバーする移動局２００にＣ－ＲＮＴＩを割り当てた後
、ハンドオーバー要求メッセージの応答として基地局ＡにシグネチャＩＤ番号およびＣ－
ＲＮＴＩを含むハンドオーバー要求承認メッセージを送信する（ＳＴ１３０６）。
【０１４０】
　基地局Ａは、基地局Ｂからハンドオーバー要求承認メッセージを受信すると、移動局２
００に対して、シグネチャＩＤ番号およびＣ－ＲＮＴＩを含むハンドオーバーコマンドメ
ッセージを送信する（ＳＴ１３０７）。
【０１４１】
　移動局２００は、基地局Ａからハンドオーバーコマンドメッセージを受信すると、基地
局Ｂの下りリンクの同期を行ない、報知チャネルからランダムアクセスチャネルの位置を
確認する（ＳＴ１３０８）。下りリンクの同期を行なったならば、移動局２００は、ハン
ドオーバーコマンドメッセージに付加されていたシグネチャＩＤ番号を選択し、当該シグ
ネチャＩＤ番号を含むプリアンブル（ランダムアクセスプリアンブル：メッセージ１）を
、ランダムアクセスチャネルで基地局Ｂに送信する（ＳＴ１３０９）。
【０１４２】
　基地局Ｂは、移動局２００から受信したプリアンブルからシグネチャを検出し、このシ
グネチャがハンドオーバー用のシグネチャであると確認すると、同期タイミングずれ量を
算出する（ＳＴ１３１０）。そして、プリアンブルの受信状況から、ハンドオーバー完了
メッセージ（メッセージ３）およびコンテンションレゾリューション（メッセージ４）の
送受信が必要かどうか判定する（ＳＴ１３１１）。
【０１４３】
　この判定においては、基地局Ｂは、プリアンブルの相関特性が閾値より高ければ、伝搬
路状態が良いと判定し、ハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）およびコンテン
ションレゾリューション（メッセージ４）の送受信を行なわない、或いは、プリアンブル
の相関特性が閾値より低くければ、伝搬路状態が悪いと判定し、信頼性を得るためにハン
ドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）およびコンテンションレゾリューション（メ
ッセージ４）の送受信を行なうという判定をする。
【０１４４】
　ここで、基地局Ｂは、ハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）およびコンテン
ションレゾリューション（メッセージ４）の送受信が不要と判定した場合、同期タイミン
グずれ情報（同期情報）、Ｃ－ＲＮＴＩ、並びに、メッセージ要否を含むプリアンブル応
答（メッセージ２）を移動局２００に送信する（ＳＴ１３１２）。
【０１４５】
　移動局２００は、基地局Ｂからこれらの情報を受信すると、自局宛のデータと認識し、
同期情報から同期タイミングずれを補正し（ＳＴ１３１３）、メッセージ要否フラグを確
認し、基地局１２００からのデータを待機する。なお、移動局２００が上りリンクで送信
するデータがある場合は、基地局１２００は、上りリンクのスケジューリングを行ない、
プリアンブル応答（メッセージ２）にスケジューリング情報も含めて移動局２００に送信
する。この場合、移動局２００は、自局宛のデータを受信すると同期情報から同期タイミ
ングずれを補正し、メッセージ要否フラグを確認し、スケジューリングされたリソースで
移動局２００のデータの送信を開始する。
【０１４６】
　一方、基地局Ｂは、ハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）およびコンテンシ
ョンレゾリューション（メッセージ４）の送受信が必要と判定した場合、ハンドオーバー
完了メッセージを送信するためのスケジューリングを行ない、図１４に示すように、同期
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情報、スケジューリング情報、メッセージ要否フラグおよびＣ－ＲＮＴＩを含んだプリア
ンブル応答（メッセージ２）を移動局２００に送信する（ＳＴ１４０１）。なお、この場
合、Ｃ－ＲＮＴＩが事前に移動局２００に通知されているので、移動局２００が自局宛の
データと確認する識別情報としては、シグネチャＩＤ番号は必要なく、Ｃ－ＲＮＴＩでよ
い。
【０１４７】
　移動局２００は、自局宛のデータを受信すると同期情報から同期タイミングずれを補正
する（ＳＴ１４０２）。そして、移動局２００は、メッセージ要否フラグを確認し、スケ
ジューリングされたリソースでＣ－ＲＮＴＩを含んだハンドオーバー完了メッセージを基
地局Ｂに送信する（ＳＴ１４０３）。
【０１４８】
　基地局Ｂは、ハンドオーバー完了メッセージを受信すると、コンテンションレゾリュー
ション（メッセージ４）を作成し、移動局２００に対してこれを送信する（ＳＴ１４０４
）。その後、ハンドオーバーを終了する。一方、移動局２００は、コンテンションレゾリ
ューション（メッセージ４）を受信してハンドオーバーを終了する。
【０１４９】
　ここで、第３の実施形態に係る通信システムが有する基地局１２００におけるハンドオ
ーバー実行時の動作について説明する。図１５および図１６は、第３の実施形態に係る通
信システムが有する基地局１２００におけるハンドオーバー実行時の動作について説明す
るためのフローチャートである。なお、図１５および図１６においては、図１３および図
１４に示す基地局Ｂ（ハンドオーバー先の基地局）の動作について示すものとする。なお
、移動局２００におけるハンドオーバー実行時の動作については、図６に示す動作と同様
であるため、その説明を省略する。
【０１５０】
　図１５に示すように、基地局Ｂは、基地局Ａからハンドオーバー要求メッセージを受信
すると（ＳＴ１５０１）、移動局２００のＣ－ＲＮＴＩを割り当てると共に、移動局２０
０が使用するシグネチャＩＤ番号を選択する（ＳＴ１５０２、ＳＴ１５０３）。そして、
ハンドオーバー要求メッセージの応答として基地局Ａに対してシグネチャＩＤ番号および
Ｃ－ＲＮＴＩを含むハンドオーバー要求承認メッセージを作成し（ＳＴ１５０４）、この
ハンドオーバー要求承認メッセージを送信する（ＳＴ１５０５）。
【０１５１】
　基地局Ｂは、ハンドオーバー要求承認メッセージを送信すると、移動局２００から送信
されるプリアンブル（メッセージ１）を待機する。そして、基地局Ｂは、図１６に示すよ
うに、移動局２００から送信されたプリアンブルを受信したならば（ＳＴ１６０１）、こ
のプリアンブルに含まれるシグネチャが、ハンドオーバー用のシグネチャであるか判定す
る（ＳＴ１６０２）。
【０１５２】
　ここで、ハンドオーバー用のシグネチャでない場合には、基地局Ｂは、メッセージ要否
フラグを「０」にセットする（ＳＴ１６０３）。そして、基地局Ｂは、同期タイミングず
れ量を算出すると共に、ハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）を送信するため
のスケジューリングを行なう（ＳＴ１６０４）。そして、基地局Ｂは、シグネチャＩＤ番
号、ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩ、同期情報、スケジューリング情報、並びに、メ
ッセージ要否フラグを含むプリアンブル応答（メッセージ２）を作成する（ＳＴ１６０５
）。そして、基地局Ｂは、このプリアンブル応答を移動局２００に送信する（ＳＴ１６０
６）。
【０１５３】
　基地局Ｂは、プリアンブル応答を送信すると、移動局２００から送信されるハンドオー
バー完了メッセージ（メッセージ３）を待機する。そして、基地局Ｂは、移動局２００か
ら送信されたハンドオーバー完了メッセージを受信したならば（ＳＴ１６０７）、Ｃ－Ｒ
ＮＴＩを含むコンテンションレゾリューション（メッセージ４）を移動局２００に送信す
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る（ＳＴ１６０８）。
【０１５４】
　一方、ＳＴ１６０２において、ハンドオーバー用のシグネチャである場合には、基地局
Ｂは、フラグにハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）およびコンテンションレ
ゾリューション（メッセージ４）の送受信を行なうか否か、すなわち、プリアンブルの相
関値が一定よりも高いか、低いかを判定する（ＳＴ１６０９）。
【０１５５】
　プリアンブルの相関値が一定よりも低い場合には、基地局Ｂは、メッセージ要否フラグ
を「０」にセットする（ＳＴ１６１０）。そして、基地局Ｂは、同期タイミングずれ量を
算出すると共に、ハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）を送信するためのスケ
ジューリングを行なう（ＳＴ１６１１）。そして、基地局Ｂは、シグネチャＩＤ番号、Ｃ
－ＲＮＴＩ、同期情報、スケジューリング情報、並びに、メッセージ要否フラグを含むプ
リアンブル応答（メッセージ２）を作成する（ＳＴ１６１２）。そして、基地局Ｂは、こ
のプリアンブル応答を移動局２００に送信する（ＳＴ１６１３）。
【０１５６】
　基地局Ｂは、プリアンブル応答を送信すると、移動局２００から送信されるハンドオー
バー完了メッセージ（メッセージ３）を待機する。そして、基地局Ｂは、移動局２００か
ら送信されたハンドオーバー完了メッセージを受信したならば（ＳＴ１６１４）、Ｃ－Ｒ
ＮＴＩを含むコンテンションレゾリューション（メッセージ４）を移動局２００に送信す
る（ＳＴ１６１５）。
【０１５７】
　また、ＳＴ１６０９において、プリアンブルの相関値が一定よりも高い場合には、基地
局Ｂは、移動局２００から基地局１２００に対する上りリンクのデータ送信があるかを判
定する（ＳＴ１６１６）。ここで、上りリンクのデータ送信がない場合には、基地局Ｂは
、メッセージ要否フラグを「１」にセットする（ＳＴ１６１７）。そして、基地局Ｂは、
同期タイミングずれ量を算出し、Ｃ－ＲＮＴＩ、同期情報およびメッセージ要否フラグを
含むプリアンブル応答（メッセージ２）を作成する（ＳＴ１６１８）。そして、基地局Ｂ
は、このプリアンブル応答を移動局２００に送信する（ＳＴ１６１９）。
【０１５８】
　一方、上りリンクのデータ送信がある場合には、基地局Ｂは、メッセージ要否フラグを
「１」にセットした後（ＳＴ１６２０）、同期タイミングずれ量を算出し、データを送信
するためのスケジューリングを行なう（ＳＴ１６２１）。そして、基地局Ｂは、Ｃ－ＲＮ
ＴＩ、同期情報、スケジューリング情報およびメッセージ要否フラグを含むプリアンブル
応答（メッセージ２）を作成する（ＳＴ１６２２）。そして、基地局Ｂは、このプリアン
ブル応答を移動局２００に送信する（ＳＴ１６２３）。このようにして基地局１２００に
おけるハンドオーバー実行時の一連の動作が終了する。
【０１５９】
　このように第３の実施形態に係る通信システムにおいては、プリアンブルを受信する時
の伝搬路状態により、基地局Ｂがハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）および
コンテンションレゾリューション（メッセージ４）の送受信を行なうか否かを判定するの
で、伝搬路状態の良い移動局２００に対しては、接続時間を短縮することが可能となる。
一方、伝搬路状態の悪い移動局２００に対しては、これまで通りの安定したハンドオーバ
ーを行なうことが可能となる。
【０１６０】
　（第４の実施形態）
　第４の実施形態に係る通信システムは、ハンドオーバーを行なう移動局２００における
トラフィックのＱｏｓを考慮すると共に、基地局で選択したシグネチャがハンドオーバー
用のシグネチャか否かに応じてハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）およびコ
ンテンションレゾリューション（メッセージ４）の送受信の有無を決める。すなわち、上
述した第１の実施形態および第２の実施形態に係る通信システムを組み合わせた実施形態
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に相当する。
【０１６１】
　以下、第４の実施形態に係る通信システムが有する基地局および移動局の構成について
説明する。図１７は、第４の実施形態に係る通信システムが有する基地局１７００の構成
の一例を示すブロック図である。なお、図１７に示す基地局７００において、図１と同様
の構成については同一の符号を付し、その説明を省略する。なお、第４の実施形態に係る
通信システムが有する移動局は、図２に示す第１の実施形態に係る移動局２００と同様の
構成を有するため、その説明を省略する。
【０１６２】
　図１７に示す基地局１７００は、プリアンブル検出部１７０１、シグネチャ管理部１７
０２およびメッセージ送信決定部１７０３を有する点で第１の実施形態に係る基地局１０
０と相違する。第４の実施形態に係る基地局１７００において、プリアンブル検出部１７
０１は、プリアンブルを検出し、同期タイミングずれ量を算出し、シグネチャＩＤ番号と
同期タイミングずれ量を上位層に報告する。シグネチャＩＤ番号が、シグネチャ管理部１
７０２で選択されたシグネチャの場合は、シグネチャ管理部１７０２に通知する。
【０１６３】
　シグネチャ管理部１７０２は、上位層からＱｏｓ情報を受け取り、シグネチャを選択し
、上位層に通知する。シグネチャの選択は、トラフィックのＱｏｓがリアルタイム性の高
い場合、ハンドオーバー用のシグネチャから選択する一方、トラフィックのＱｏｓがリア
ルタイム性の低い場合、ハンドオーバー用以外のシグネチャの中から使用するシグネチャ
を選択する。また、使用しているシグネチャ番号を確認し、使用しているシグネチャを除
いた中から選択する。また、選択されたシグネチャ番号を保存し、プリアンブル検出部１
７０１で検出されたシグネチャを保存内容から削除する。選択したシグネチャＩＤ番号は
、プリアンブル検出部１７０１およびメッセージ送信決定部１７０３に通知する。メッセ
ージ送信決定部１７０３は、シグネチャ管理部１７０２からのシグネチャ情報から、ハン
ドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）およびコンテンションレゾリューション（メ
ッセージ４）の送受信を行なうかどうか決定し、その結果をフラグ情報として上位層に通
知する。
【０１６４】
　次に、第４の実施形態に係る通信システムにおける、ハンドオーバー実行時のランダム
アクセス手順の一例について説明する。図１８および図１９は、第４の実施形態に係る通
信システムにおける、ハンドオーバー実行時のランダムアクセス手順の一例について説明
するためのシーケンスチャートである。図１８は、ハンドオーバー完了メッセージ（メッ
セージ３）およびコンテンションレゾリューション（メッセージ４）の送受信を行なわな
い場合について示し、図１９は、これらのメッセージの送受信を行なう場合について示し
ている。なお、ここで、移動局２００は、現在、基地局１７００Ａ（以下、適宜「基地局
Ａ」という。）に収容されているものとする。
【０１６５】
　図１８および図１９に示すように、本実施形態に係る通信システムにおける、ハンドオ
ーバー実行時のランダムアクセス手順においては、まず、移動局２００が、ハンドオーバ
ーの準備段階として、隣接基地局の電波状況を測定する（ＳＴ１８０１）。そして、測定
結果（測定レポート）を、自基地局である基地局Ａに送信する（ＳＴ１８０２）。
【０１６６】
　基地局Ａは、移動局２００から測定結果を受信すると、当該測定結果から、ハンドオー
バー先として最適な基地局を選択する（ＳＴ１８０３）。なお、ここでは、最適な基地局
として、基地局１７００Ｂ（以下、適宜「基地局Ｂ」という。）を選択したものとする。
そして、基地局Ａは、ハンドオーバー先の基地局Ｂに対して、移動局２００のトラフィッ
クのＱｏｓ情報を含むハンドオーバー要求メッセージを送信する（ＳＴ１８０４）。
【０１６７】
　基地局Ｂは、基地局Ａからハンドオーバー要求メッセージを受信すると、ハンドオーバ



(27) JP 4469921 B2 2010.6.2

10

20

30

40

50

ーする移動局２００のトラフィックのＱｏｓを確認し、トラフィックのＱｏｓがリアルタ
イム性の高い場合にはハンドオーバー用のシグネチャから１つのシグネチャを選択する。
一方、トラフィックのＱｏｓがリアルタイム性の低い場合には、基地局Ｂは、通常のシグ
ネチャから１つのシグネチャを選択する（ＳＴ１８０５）。この場合において、基地局Ｂ
は、ランダムアクセス時にハンドオーバーする移動局２００間の衝突を避けるため、基地
局Ｂ内で使用しているシグネチャを除いたシグネチャの中からシグネチャを選択する。
【０１６８】
　また、基地局Ｂは、使用するシグネチャに基づいて、ハンドオーバー完了メッセージ（
メッセージ３）およびコンテンションレゾリューション（メッセージ４）の送受信を行な
うか否かを判定する（ＳＴ１８０６）。なお、この判定においては、ハンドオーバー用の
シグネチャの場合には衝突が発生しないので、ハンドオーバー完了メッセージ（メッセー
ジ３）およびコンテンションレゾリューション（メッセージ４）の送受信を行なわないと
いう判定、或いは、ハンドオーバー用以外のシグネチャの場合には衝突が発生する可能性
があるので、ハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）およびコンテンションレゾ
リューション（メッセージ４）の送受信を行なうという判定をする。
【０１６９】
　そして、基地局Ｂは、ハンドオーバーする移動局２００にＣ－ＲＮＴＩを割り当てた後
、ハンドオーバー要求メッセージの応答として、基地局ＡにシグネチャＩＤ番号、メッセ
ージ要否フラグおよびＣ－ＲＮＴＩを含むハンドオーバー要求承認メッセージを送信する
（ＳＴ１８０７）。
【０１７０】
　基地局Ａは、基地局Ｂからハンドオーバー要求承認メッセージを受信すると、移動局２
００に対して、シグネチャＩＤ番号、メッセージ要否フラグおよびＣ－ＲＮＴＩを含むハ
ンドオーバーコマンドメッセージを送信する（ＳＴ１８０８）。
【０１７１】
　移動局２００は、基地局Ａからハンドオーバーコマンドメッセージを受信すると、メッ
セージ要否フラグを確認し、基地局Ｂの下りリンクの同期を行ない、報知チャネルからラ
ンダムアクセスチャネルの位置を確認する（ＳＴ１８０９）。下りリンクの同期を行なっ
たならば、移動局２００は、ハンドオーバーコマンドメッセージに付加されていたシグネ
チャＩＤ番号を選択し、当該シグネチャＩＤ番号を含むプリアンブル（ランダムアクセス
プリアンブル：メッセージ１）を、ランダムアクセスチャネルで基地局Ｂに送信する（Ｓ
Ｔ１８１０）。
【０１７２】
　基地局Ｂは、移動局２００から受信したプリアンブルからシグネチャを検出する。この
シグネチャの種別に応じて処理が異なる。基地局Ｂは、このシグネチャがハンドオーバー
用のシグネチャであると確認すると、図１８に示すように、基地局Ｂは、同期タイミング
ずれ量を算出する（ＳＴ１８１１）。そして、基地局Ｂは、同期タイミングずれ情報（同
期情報）およびＣ－ＲＮＴＩを含むプリアンブル応答（メッセージ２）を移動局２００に
送信する（ＳＴ１８１２）。なお、移動局が上りリンクで送信するデータがある場合は、
基地局Ｂは、上りリンクのスケジューリングを行ない、プリアンブル応答（メッセージ２
）にスケジューリング情報も含めて移動局２００に送信する。
【０１７３】
　移動局２００は、基地局Ｂからこれらの情報を受信すると、自局宛のデータと認識し、
同期情報から同期タイミングずれを補正する（ＳＴ１８１３）。その後、ハンドオーバー
を終了する。
【０１７４】
　一方、基地局Ｂは、シグネチャがハンドオーバー用以外の基地局１７００が指定したシ
グネチャであると確認すると、図１９に示すように、同期タイミングずれ量を算出し、ハ
ンドオーバー完了メッセージを送信するためのスケジューリングを行なう（ＳＴ１９０１
）。そして、基地局Ｂは、同期情報、スケジューリング情報、シグネチャＩＤ番号、並び
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に、ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩを含んだプリアンブル応答（メッセージ２）を移
動局２００に送信する（ＳＴ１９０２）。
【０１７５】
　移動局２００は、基地局Ｂからこれらの情報を受信すると、自局宛のデータと認識し、
同期情報から同期タイミングずれを補正する（ＳＴ１９０３）。そして、移動局２００は
、Ｃ－ＲＮＴＩを含んだハンドオーバー完了メッセージを作成し、スケジューリングされ
たリソースでハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）を基地局Ｂに送信する（Ｓ
Ｔ１９０４）。
【０１７６】
　基地局Ｂは、ハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）を受信すると、コンテン
ションレゾリューション（メッセージ４）を作成し、移動局２００に対してこれを送信す
る（ＳＴ１９０５）。その後、ハンドオーバーを終了する。一方、移動局２００は、コン
テンションレゾリューション（メッセージ４）を受信してハンドオーバーを終了する。
【０１７７】
　ここで、第４の実施形態に係る通信システムが有する基地局１７００および移動局２０
０におけるハンドオーバー実行時の動作について説明する。図２０は、第４の実施形態に
係る通信システムが有する基地局１７００におけるハンドオーバー実行時の動作について
説明するためのフローチャートである。図２１は、第４の実施形態に係る通信システムが
有する移動局２００におけるハンドオーバー実行時の動作について説明するためのフロー
チャートである。なお、図２０においては、図１８および図１９に示す基地局Ｂ（ハンド
オーバー先の基地局）の動作について示すものとし、図２１においては、図１８および図
１９に示す移動局２００の動作について示すものとする。
【０１７８】
　図２０に示すように、基地局Ｂは、基地局Ａからハンドオーバー要求メッセージを受信
すると（ＳＴ２００１）、移動局２００のＣ－ＲＮＴＩを割り当てる（ＳＴ２００２）。
そして、基地局Ｂは、ハンドオーバーを行なう移動局２００のＱｏｓ情報を判定する（Ｓ
Ｔ２００３）。具体的には、基地局Ｂは、ハンドオーバーを行なう移動局２００がリアル
タイム性の高いデータを送受信しているか、或いは、リアルタイム性の低いデータを送受
信しているかを判定する。
【０１７９】
　ここで、移動局２００が、リアルタイム性の高いデータを送受信している場合には、基
地局Ｂは、ハンドオーバー用のシグネチャの中からシグネチャＩＤ番号を選択する（ＳＴ
２００４）。一方、移動局２００が、リアルタイム性の低いデータを送受信している場合
には、基地局Ｂは、通常のシグネチャの中からシグネチャＩＤ番号を選択する（ＳＴ２０
０５）。そして、基地局Ｂは、選択したシグネチャがハンドオーバー用のシグネチャであ
るか判定する（ＳＴ２００６）。
【０１８０】
　ハンドオーバー用のシグネチャである場合には、基地局Ｂは、メッセージ要否フラグに
ハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）およびコンテンションレゾリューション
（メッセージ４）の送受信が不要である旨を示す「１」をセットする（ＳＴ２００７）。
一方、ハンドオーバー用のシグネチャでない場合には、基地局Ｂは、メッセージ要否フラ
グにハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）およびコンテンションレゾリューシ
ョン（メッセージ４）の送受信が必要である旨を示す「０」をセットする（ＳＴ２００８
）。
【０１８１】
　そして、基地局Ｂは、ハンドオーバー要求メッセージの応答として基地局Ａに対してシ
グネチャＩＤ番号、Ｃ－ＲＮＴＩおよびメッセージ要否フラグを含むハンドオーバー要求
承認メッセージを作成し（ＳＴ２００９）、このハンドオーバー要求承認メッセージを送
信する（ＳＴ２０１０）。
【０１８２】
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　基地局Ｂは、ハンドオーバー要求承認メッセージを送信すると、移動局２００から送信
されるプリアンブル（メッセージ１）を待機する。そして、基地局Ｂは、移動局２００か
ら送信されたプリアンブルを受信したならば（ＳＴ２０１１）、このプリアンブルに含ま
れるシグネチャが、ハンドオーバー用のシグネチャであるか判定する（ＳＴ２０１２）。
【０１８３】
　ここで、ハンドオーバー用のシグネチャである場合には、基地局Ｂは、同期タイミング
ずれ量を算出し、同期情報およびＣ－ＲＮＴＩを含むプリアンブル応答（メッセージ２）
を作成する（ＳＴ２０１３）。そして、基地局Ｂは、このプリアンブル応答を移動局２０
０に送信する（ＳＴ２０１４）。
【０１８４】
　一方、ＳＴ２０１２において、ハンドオーバー用のシグネチャでない場合には、基地局
Ｂは、同期タイミングずれ量を算出すると共に、ハンドオーバー完了メッセージ（メッセ
ージ３）を送信するためのスケジューリングを行なう（ＳＴ２０１５）。そして、基地局
Ｂは、ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩ、同期情報およびスケジューリング情報を含む
プリアンブル応答（メッセージ２）を作成する（ＳＴ２０１６）。そして、基地局Ｂは、
このプリアンブル応答を移動局２００に送信する（ＳＴ２０１７）。
【０１８５】
　基地局Ｂは、プリアンブル応答を送信すると、移動局２００から送信されるハンドオー
バー完了メッセージ（メッセージ３）を待機する。そして、基地局Ｂは、移動局２００か
ら送信されたハンドオーバー完了メッセージを受信したならば（ＳＴ２０１８）、Ｃ－Ｒ
ＮＴＩを含むコンテンションレゾリューション（メッセージ４）を移動局２００に送信す
る（ＳＴ２０１９）。このようにして基地局１７００におけるハンドオーバー実行時の一
連の動作が終了する。
【０１８６】
　一方、図２１に示すように、移動局２００は、基地局Ａからハンドオーバーコマンドメ
ッセージを受信すると（ＳＴ２１０１）、基地局Ｂに対して、下りリンクの同期を行なう
（ＳＴ２１０２）。そして、移動局２００は、下りリンクの同期を行なったならば、ハン
ドオーバーコマンドメッセージに含まれているシグネチャＩＤ番号のシグネチャを選択す
る（ＳＴ２１０３）。すなわち、基地局Ｂにより指定されたシグネチャを選択する。そし
て、移動局２００は、この選択したシグネチャを含むプリアンブル（メッセージ１）を基
地局Ｂに送信する（ＳＴ２１０４）。
【０１８７】
　移動局２００は、プリアンブルを送信したならば、基地局Ｂから送信されるプリアンブ
ル応答（メッセージ２）を待機する。そして、移動局２００は、基地局Ｂから送信された
プリアンブル応答を受信したならば（ＳＴ２１０５）、同期タイミングずれを補正し（Ｓ
Ｔ２１０６）、ハンドオーバーコマンドメッセージに含まれるメッセージ要否フラグが「
１」であるか「０」であるかを判定する（ＳＴ２１０７）。
【０１８８】
　ここで、移動局２００は、メッセージ要否フラグが「１」である場合には、そのまま処
理を終了する。一方、メッセージ要否フラグが「０」である場合には、移動局２００は、
Ｃ－ＲＮＴＩを含むハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）を作成する（ＳＴ２
１０８）。そして、移動局２００は、ハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）を
基地局Ｂに送信する（ＳＴ２１０９）。移動局２００は、ハンドオーバー完了メッセージ
を送信すると、基地局Ｂからコンテンションレゾリューション（メッセージ４）が送信さ
れてくるので、これを受信する（ＳＴ２１１０）。このようにして移動局２００における
ハンドオーバー実行時の一連の動作が終了する。
【０１８９】
　なお、基地局で行なうメッセージ要否フラグの判定および設定（ＳＴ２００６～ＳＴ２
００８）に関しては、基地局では行なわず、移動局が、通知されたハンドオーバー要求承
認メッセージに含まれるシグネチャがハンドオーバー用シグネチャか、通常シグネチャか
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でハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）およびコンテンションレゾリューショ
ン（メッセージ４）の送受信の要否判定を行なうようにしても良い。
【０１９０】
　このように第４の実施形態に係る通信システムによれば、ハンドオーバーを行なう移動
局２００におけるトラフィックのＱｏｓを考慮すると共に、基地局で選択したシグネチャ
がハンドオーバー用のシグネチャか否かに応じてハンドオーバー完了メッセージ（メッセ
ージ３）およびコンテンションレゾリューション（メッセージ４）の送受信の有無を決め
る。これにより、これらのメッセージが不要な場合には、これらのメッセージの送受信に
要する時間を削減することができるので、同時に多数のハンドオーバーが発生した場合に
おける移動局間の衝突に対応しつつ、ハンドオーバー時に費やす時間を短縮することが可
能となる。また、リアルタイム性の高いデータの送受信を行なっている移動局２００に対
しては、ハンドオーバー時間が短くなり、リアルタイム性を維持することが可能となる。
一方、リアルタイム性の低いデータの送受信を行なっている移動局２００に対しては、こ
れまで通りの安定したハンドオーバーを行なうことが可能となる。
【０１９１】
　本発明は、上記実施形態に限定されず、種々変更して実施することが可能である。上記
実施形態において、添付図面に図示されている大きさや形状などについては、これに限定
されず、本発明の効果を発揮する範囲内で適宜変更することが可能である。その他、本発
明の目的の範囲を逸脱しない限りにおいて適宜変更して実施することが可能である。

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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