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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送要求に応じてサービス情報を放送する基地局と通信を行う通信手段と、
　第１基地局が放送するサービス情報の受信中に前記第１基地局から他の周辺基地局へハ
ンドオフが完了すると、前記周辺基地局が前記サービス情報を放送しているか否かを示す
制御情報を、前記通信手段により受信し、
　前記周辺基地局が前記サービス情報を放送していない場合は、該サービス情報の放送要
求を前記周辺基地局に対して送信せずに、前記周辺基地局から第１基地局へ再度ハンドオ
フするように制御する制御手段と、
を備えたことを特徴とする無線通信端末。
【請求項２】
　放送要求に応じてサービス情報を放送する基地局と通信を行う通信手段と、
　第１基地局が放送するサービス情報の受信中に当該サービス情報の受信品質を導出する
と共に、前記第１基地局から他の周辺基地局へハンドオフが完了すると、前記周辺基地局
が前記サービス情報を放送しているか否かを示す制御情報を、前記通信手段により受信し
、
　前記周辺基地局が前記サービス情報を放送しておらず、かつ前記受信品質が所定の値以
上である場合は、該サービス情報の放送要求を前記周辺基地局に対して送信せずに、前記
周辺基地局から前記第１基地局へ再度ハンドオフするように制御する制御手段と、
を備えたことを特徴とする無線通信端末。



(2) JP 4544967 B2 2010.9.15

10

20

30

40

50

【請求項３】
　放送要求に応じてサービス情報を放送する基地局と通信を行う通信手段と、
　第１基地局が放送するサービス情報の受信中に当該サービス情報の受信品質を導出する
と共に、前記第１基地局から他の周辺基地局へハンドオフが完了すると、前記周辺基地局
が前記サービス情報を放送しているか否かを示す制御情報を、前記通信手段により受信し
、
　前記周辺基地局が前記サービス情報を放送しておらず、かつ前記受信品質が所定の値未
満である場合は、前記周辺基地局に対して前記サービス情報の放送要求を送信するように
制御する制御手段と、
を備えたことを特徴とする無線通信端末。
【請求項４】
　前記受信品質は、前記サービス情報を受信する際の符号誤り率であることを特徴とする
請求項２又は３に記載の無線通信端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ブロードキャストサービス及び／又はマルチキャストサービスに対応した無線
通信システムで使用される無線通信端末及びそのプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信システムでは、基地局のサービスエリア（例えば、セルやセクタ）を跨いで移
動しながら通信を継続するための技術として、無線通信端末と基地局間の通信品質に応じ
て接続する基地局装置を切り替える処理（以降、ハンドオフと呼ぶ）を行っている。無線
通信端末は、接続中の基地局から送られてくる信号の強度と、それ以外の周辺基地局から
送られてくる信号の強度との両方を測定し、より適切な無線状態を維持するための処理を
行っている。
【０００３】
　例えば、ＩＳ９５方式のＣＤＭＡの無線通信システムの場合、無線通信端末装置が現在
接続中の基地局装置からの信号強度（通信品質）と、それ以外の周辺基地局装置からの信
号強度を測定する。そして、無線通信端末装置が通信中の場合は、測定した信号強度を基
地局装置に送信し、この信号強度に基づいて基地局装置がハンドオフの判断をしている。
一方、無線通信端末装置が待受中の場合は、測定した信号強度に基づいて無線通信端末装
置自体がハンドオフの判断を行う。このようなＣＤＭＡの無線通信システムにおける無線
通通信端末装置として、例えば、特許文献１に記載がある。
【特許文献１】特開２００２－１７１５５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、前述した従来のハンドオフの方法では、無線通信端末周辺の基地局からの信
号強度に基づいてハンドオフを判断しているため、ユーザが特定の基地局群（エリア）の
みで提供されている情報サービスを利用している場合、そのエリアを跨いで情報サービス
を継続して利用するためには、ハンドオフを行う際にその情報サービスの提供エリアを考
慮する必要がある。
【０００５】
　このような情報サービスとして、例えば、ブロードキャストサービスやマルチキャスト
サービスがある。ブロードキャストサービスは、無線通信回線網を利用し、基地局が自局
のサービスエリア（例えば、セルやセクター）内の無線通信端末全体に対して継続的にデ
ータをコネクションレス形式で送信する、すなわち、「放送する」新しいサービス形態で
ある。
【０００６】
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 また、マルチキャストサービスは、上記ブロードキャストサービスと類似のサービスで
あるが、サービスエリア（例えば、セルやセクター）内の無線通信端末の中でも特定のサ
ービス情報（例えば、有料サービス）を契約している特定のユーザのみが視聴できるよう
に放送するサービス形態である。
【０００７】
 ブロードキャストサービスやマルチキャストサービスで放送するデータの形態としては
具体的に、文字情報や音声／音楽情報やストリーミング映像情報等があり、これら情報を
本明細書中では「サービス情報」と呼ぶ。また、本明細書中では、ブロードキャストサー
ビス／マルチキャストサービスを「ＢＣＭＣＳ」と略称する。
【０００８】
 このようなＢＣＭＣＳについて一例を説明する：サービス情報の放送に対応している基
地局は、ＢＣＭＣＳのサービス情報を現在放送中であるか否かを示す制御信号を制御チャ
ネル上で送信しており、無線通信端末はこの制御信号を受信する。無線通信端末は、現在
放送されているサービス情報があるか否かを確認し、受信可能なサービス情報が放送され
ている場合は、ユーザがサービス情報を利用するための所定の通信用プログラムを起動し
たり、サービス情報を受信する所定のモードを選択したりすることによって、基地局に対
して放送要求信号を送信する。この放送要求信号を受信することで、基地局は、別のチャ
ネル（例えば、通信チャネル）の一部をＢＣＭＣＳチャネルとして確保して、このＢＣＭ
ＣＳチャネル上でサービス情報の放送を開始する。その後、無線通信端末は、定期的に放
送要求信号を送信し、基地局側ではこの放送要求信号を送信する無線端通信端末がサービ
スエリア内にいなくなるとサービス情報の送信を終了し、ＢＣＭＣＳチャネルを解放する
。
【０００９】
　このようにＢＣＭＣＳは、無線通信端末が送信する放送要求信号に応答して、貴重な無
線資源であるチャネルの一部をＢＣＭＣＳチャネルとして利用することでサービス情報の
放送を行うのであるが、ＢＣＭＣＳを受信中の無線通信端末がハンドオフを行うことで、
この貴重な無線資源を浪費してしまう恐れがある。すなわち、ハンドオフ先の基地局がサ
ービス情報を放送中でない場合、サービス情報の受信を継続するために無線通信端末は放
送要求信号を送信し、基地局はチャネルの一部をＢＣＭＣＳチャネルに割り当ててサービ
ス情報の放送を開始してしまう。これにより、ハンドオフ先の基地局のサービスエリア内
にサービス情報を受信する無線通信端末が他になく、貴重な無線資源であるチャネルを使
用できたにもかかわらず、たった一台の無線通信端末がサービスエリア内に入ってきたば
っかりにこのチャネルを犠牲にしてサービス情報の放送を開始しなければならなくなり、
これは貴重な無線資源の活用が非効率となる。
【００１０】
 例えば、図７に示す例では、基地局によって構成されるセルは隣接して、又は一部が重
複して設けられている。このとき、図７に示すように、全ての基地局で同じサービス情報
が放送されていれば、サービス情報を受信中の無線通信端末１がどの基地局にハンドオフ
しても、受信中のサービス情報の提供を継続して受けることができる。しかし、図８に示
すように、一部の基地局（Ａ～Ｄ）でサービス情報が放送されており、他の基地局（Ｅ～
Ｇ）ではサービス情報が放送されていない場合、基地局Ａでサービス情報を受信中の無線
通信端末１が基地局Ｂのサービスエリアへ移動する際、図示するように、基地局Ａ及びＢ
に隣接している基地局Ｇのサービスエリア内に進入してしまことがある。この場合、サー
ビス情報を放送していない基地局Ｇにハンドオフしてしまい、基地局Ｇでは、たった一台
の無線通信端末１が一瞬サービスエリア内に進入したことにより、トラフィックチャネル
の一部をＢＣＭＣＳチャネルに割り当ててサービス情報の放送を開始してしまい、無線資
源が浪費してしまう。
【００１１】
 また、基地局はサービス情報を放送中か否かを示すＢＣＭＣＳ用の制御情報を自局のサ
ービスエリアに送信しており、無線通信端末はこの制御情報を受信して初めてその基地局



(4) JP 4544967 B2 2010.9.15

10

20

30

40

50

がサービス情報を放送しているか否かを知ることができる。よって、無線通信端末は、サ
ービス情報を受信中であっても、一旦周辺基地局にハンドオフしないとその周辺基地局が
サービス情報を放送しているか否かを知ることができない。このため、ハンドオフ先の周
辺基地局がサービス情報を放送していない場合は、結果的に無線通信端末からサービス情
報の放送要求信号を送信してしまう。
【００１２】
 本発明の課題をまとめると、ＢＣＭＣＳのサービス情報を受信中に、サービス情報を放
送中でない基地局にハンドオフすると、基地局はたった一台の無線通信端末のためだけに
チャネルを犠牲にしてＢＣＭＣＳのサービス情報を放送しなければならず、安易に無線資
源を浪費してしまうという課題がある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するために、本発明の無線通信端末は、基地局と通信を行う通信手段と
、第１基地局が放送するサービス情報の受信中に前記第１基地局から他の周辺基地局へハ
ンドオフを行ったときに前記周辺基地局が前記サービス情報を放送しているか否かを示す
制御情報を、前記通信手段により受信し、前記周辺基地局が前記サービス情報を放送して
いない場合は前記周辺基地局から第１基地局へ再度ハンドオフするように制御する制御手
段と、を備えたことを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の無線通信端末は、基地局と通信を行う通信手段と、第１基地局が放送す
るサービス情報の受信中に当該サービス情報の受信品質を導出すると共に、前記第１基地
局から他の周辺基地局へハンドオフを行ったときに前記周辺基地局が前記サービス情報を
放送しているか否かを示す制御情報を、前記通信手段により受信し、前記周辺基地局が前
記サービス情報を放送しておらず、かつ前記受信品質が所定の値以上である場合は、前記
周辺基地局から前記第１基地局へ再度ハンドオフするように制御する制御手段と、を備え
たことを特徴とする。
【００１５】
　さらに、本発明の無線通信端末は、基地局と通信を行う通信手段と、第１基地局が放送
するサービス情報の受信中に当該サービス情報の受信品質を導出すると共に、前記第１基
地局から他の周辺基地局へハンドオフを行ったときに前記周辺基地局が前記サービス情報
を放送しているか否かを示す制御情報を、前記通信手段により受信し、前記周辺基地局が
前記サービス情報を放送しておらず、かつ前記受信品質が所定の値未満である場合は、ハ
ンドオフした周辺基地局との通信を継続するとともに、前記周辺基地局に対して前記サー
ビス情報の放送要求を送信するように制御する制御手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１６】
　また、前記受信品質は、前記サービス情報を受信する際の符号誤り率であるこが好まし
い。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、ＢＣＭＣＳのサービス情報を受信中に他の基地局にハンドオフする際
、無線資源の浪費を防ぐことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００１９】
　図１は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムの構成図である。ブロードキャス
トサービス／マルチキャストサービスサーバ（ＢＣＭＣＳサーバ）２はＩＰネットワーク
３を介してブロードキャストサービス／マルチキャストサービスＰＤＳＮ（ＢＣＭＣＳＰ
ＤＳＮ）４に接続されており、ＢＣＭＣＳＰＤＳＮ４はＲＡＮ５を介して基地局Ａ～Ｇに
接続されている。なお、ＢＣＭＣＳサーバ２は、後述するブロードキャストサービスやマ
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ルチキャストサービスのサービス情報の蓄積を行うサーバである。また、ＰＤＳＮとＲＡ
Ｎはそれぞれ、パケットデータ処理ノードと無線ネットワークを意味する。
【００２０】
　これらの基地局Ａ～Ｇは、自局がカバーするセルをサービスエリアとして、このサービ
スエリア内に存在する無線通信端末全体に対してＢＣＭＣＳサーバ２に蓄積されているサ
ービス情報をコネクションレス形式で送信する、すなわち、放送する。
【００２１】
 また、マルチキャストサービスは、上記ブロードキャストサービスと類似のサービスで
あるが、サービスエリア内に存在する無線通信端末の中でも特定のサービス情報（例えば
、有料サービス）を契約している特定のユーザのみが視聴できるように放送する。
【００２２】
　ブロードキャストサービスやマルチキャストサービスで放送するデータの形態としては
具体的に、文字情報や音声／音楽情報やストリーミング映像情報等があり、これら情報を
本明細書中では「サービス情報」と呼ぶ。また、本明細書中では、ブロードキャストサー
ビス／マルチキャストサービスを「ＢＣＭＣＳ」と略称する。
【００２３】
 前述したＢＣＭＣＳは、無線通信端末と基地局間でコネクションを確立することなく、
基地局から送られてくるデータを無線通信端末が一方的に受信する。以下、ＢＣＭＣＳを
実現するためのフォワードリンクのチャネル構成を説明する。
【００２４】
 図３は、ＣＭＤＡ（符号分割多重）方式におけるチャネル構成を示す。
【００２５】
 ＣＤＭＡ方式では、使用周波数帯域をＷａｌｓｈ符号により拡散することでチャネルの
分割を行っている。まず、制御ＣＨは、基地局と無線通信端末との間で制御情報をやり取
りするための制御信号を搬送するチャネルである。詳細に図示しないが、この制御ＣＨに
は、パイロット信号を搬送するＰＩＣＨや同期信号を搬送するＳＹＮＣ等が含まれている
。そして、制御ＣＨに連続してＢＣＭＣＳ報知ＣＨが割り当てられている。ＢＣＭＣＳ報
知ＣＨは、基地局がＢＣＭＣＳを現在放送しているか否かを示すＢＣＭＣＳ用の制御信号
を搬送するチャネルである。さらに、ＢＣＭＣＳ報知ＣＨに連続してトラフィックＣＨが
割り当てられている。トラフィックＣＨは、無線通信端末が通信相手と送受信を行うデー
タを搬送するチャネルであり、実際には複数の無線通信端末を収容できるようトラフィッ
クＣＨは細かく拡散されている。本実施の形態では、このトラフィックＣＨの一部は、Ｂ
ＣＭＣＳのサービス情報を搬送するＢＣＭＣＳ－ＣＨに割り当てることができるようにな
っており、サービス情報を放送するときはこのＢＣＭＣＳ－ＣＨ上でサービス情報を搬送
する。
【００２６】
 図４は、別の例として、ＴＤＭＡ（時分割多重）方式におけるチャネル構成を示す。
【００２７】
 ＴＤＭＡ方式では、使用周波数帯域を所定の時間（タイムスロット）で分割してチャネ
ルの分割を行っている。図４の例では、制御ＣＨに連続してＢＣＭＣＳ報知ＣＨとトラフ
ィックＣＨが割り当てれてられている。なお、制御ＣＨ、ＢＣＭＣＳ報知ＣＨ、トラフィ
ックＣＨ、ＢＣＭＣＳ－ＣＨの機能についてはＣＤＭＡ方式と同様である。
【００２８】
 無線通信端末側でＢＣＭＣＳ視聴用の通信プログラムを起動したり、所定のモード設定
でＢＣＭＣＳを受信するように設定したりすることユーザがＢＣＭＣＳ視聴の指示を出す
と、無線通信端末はＢＣＭＣＳの放送要求をリバースリンクで基地局に送信し、この放送
要求を受けた基地局がＢＣＭＣＳ－ＣＨ上でサービス情報を搬送して放送する。
【００２９】
 なお、図３及び図４では、チャネル構成の一例として、トラフィックＣＨの一部をＢＣ
ＭＣＳ－ＣＨに割り当てる例を示したが、これに限らず、例えば、制御ＣＨの一部をＢＣ
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ＭＣＳ－ＣＨに割り当てるようにしてもよい。
【００３０】
 次に、本実施の形態の無線通信端末１について説明する。
【００３１】
 図２は、本実施の形態の無線通信端末１の構成を示すブロック図である。
【００３２】
 無線通信端末１は、通常の音声通信やデータ通信のほか、ＢＣＭＣＳの受信に対応して
いる。
【００３３】
 アンテナ１０は、無線処理部１１に接続されており、基地局から送信される電波を受信
するとともに、基地局に対し電波を送信する。
【００３４】
 無線処理部１１は、アンテナ１０が受けた高周波信号をデジタル信号に復調するととも
に、デジタル信号を高周波信号に変調しアンテナ１０へ送出する。
【００３５】
 制御部１２は、記憶部１３に記憶されたプログラムを実行することによって通話機能の
動作の制御や無線通信を利用する様々なサービスを処理する。例えば、ＢＣＭＣＳのサー
ビス情報の受信を制御や、接続基地局の切り替え（ハンドオフ）の制御を行う。
【００３６】
 ハンドオフには、通話中のハンドオフと待受け中のハンドオフ（アイドルハンドオフ）
とがある。待受け中、無線通信端末１は、常時、基地局から制御ＣＨで通知される周辺基
地局情報に基づいて、周辺基地局からの電波を受信して通信品質を調べる。その結果、周
辺基地局の中で現在の接続基地局よりも通信品質が優れている基地局があった場合、新た
な基地局に切り替えてハンドオフを実行する。
【００３７】
 記憶部１３は、無線通信端末１の動作に必要な情報や制御プログラムを記憶する。例え
ば、現在無線通信端末１が受信しているサービス情報や、基地局７から受信した周辺基地
局情報が記憶される。
【００３８】
 また、無線通信端末１にはユーザとのインターフェースとなる入力部１４、表示部１５
、受話部１６及び送話部１７が設けられている。
【００３９】
 入力部１４は、文字、数字の入力、無線通信端末１への動作の指示を受け付ける。表示
部１５は、制御部１２によって制御され、文字情報、画像情報、無線通信端末１の動作状
態（電波強度、電池残量、時刻など）等を表示する液晶表示パネルと、液晶表示パネルを
証明するバックライトによって構成される。
【００４０】
 受話部１６は、無線処理部１１で復調された音声信号を変換して、音響信号を出力する
。
【００４１】
 送話部１７は、入力された音響信号を電気信号に変換する。
【００４２】
 なお、本実施の形態では、無線処理部１１が通信手段として機能し、制御部１２が制御
手段として機能する。
【００４３】
 次に、本発明の実施の形態の無線通信端末１のハンドオフ処理について図５乃至図８に
基づいて説明する。
【００４４】
 ＜第１の実施形態＞
 まず、現在、基地局Ａ～ＤはＢＣＭＣＳのサービス情報を放送中であり、基地局Ｅ～Ｇ
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はＢＣＭＣＳのサービス情報を放送していないとする。このとき、図８に示すように、無
線通信端末１は基地局Ａがカバーするセル内に位置しており、基地局Ａが放送するサービ
ス情報を受信しているが、ユーザが無線通信端末１を持って基地局Ｂの方向（矢印の方向
）へ移動中である（Ｓ１００）。ところが、基地局Ｂに到達する前に、基地局Ａ及びＢに
隣接した基地局Ｇのセルエッジを跨ぐことにより、基地局Ａからの電波強度Ｒ（Ａ）が弱
まるとともに基地局Ｇからの電波強度Ｒ（Ｇ）が強まるため、Ｒ（Ａ）とＲ（Ｇ）とを比
較してハンドオフの判断を行う（Ｓ１０１）。Ｓ１０１で、Ｒ（Ｇ）とＲ（Ａ）の差が予
め定められた閾値αを超えた場合、基地局Ａから基地局Ｇへハンドオフを実行する（Ｓ１
０２）。ハンドオフ後、無線通信端末１は、基地局ＧがＢＣＭＣＳ報知ＣＨ上で送信する
ＢＣＭＣＳ用制御信号を受信する（Ｓ１０３）。無線通信端末１は、ＢＣＭＣＳ用制御信
号に基づいて、基地局Ｇが現在ＢＣＭＣＳのサービス情報を放送中であるか否かを判断す
る（Ｓ１０４）。基地局Ｇが現在サービス情報を放送中であるならば、無線通信端末１は
基地局Ｇにサービス情報の放送要求を送信する（Ｓ１０５）とともに、放送中のサービス
情報の受信を開始する（Ｓ１０６）。
【００４５】
 一方、Ｓ１０４で、基地局Ｇが現在サービス情報を放送していないならば、無線通信端
末１は、サービス情報の放送要求を送信せずにすぐさま基地局Ａにハンドオフし直し（Ｓ
１０７）、再び基地局Ａと接続して基地局Ａからサービス情報を受信する。
【００４６】
 このように第１の実施形態では、基地局からの電波強度に基づいて一旦ハンドオフする
が、ハンドオフ先の基地局がサービス情報の放送を行っていない場合は、すぐさまハンド
オフ元の基地局に切り戻るように制御する。
【００４７】
 このように制御することにより、たった一台の無線通信端末が一瞬サービスエリア内に
進入したことにより、ハンドオフ先の基地局がトラフィックチャネルの一部をＢＣＭＣＳ
チャネルに割り当ててサービス情報の放送を開始してしまい、無線資源が浪費してしまう
ということを防ぐことができる。
【００４８】
 ＜第２の実施形態＞
 次に、第２の実施形態では、前述した第１の実施形態をさらに改善したハンドオフ制御
を行う。第２の実施形態では、無線資源の浪費を防ぐだけでなく、受信しているサービス
情報を途切れさせないというＱＯＳ（Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を向上さ
せる。まず、現在、基地局Ａ～ＤはＢＣＭＣＳのサービス情報を放送中であり、基地局Ｅ
～ＧはＢＣＭＣＳのサービス情報を放送していないとする。このとき、図８に示すように
、無線通信端末１は基地局Ａがカバーするセル内に位置しており、基地局Ａが放送するサ
ービス情報を受信しているが、ユーザが無線通信端末１を持って基地局Ｂの方向（矢印の
方向）へ移動中である（Ｓ２００）。ところが、基地局Ｂに到達する前に、基地局Ａ及び
Ｂに隣接した基地局Ｇのセルエッジを跨ぐことにより、基地局Ａからの電波強度Ｒ（Ａ）
が弱まるとともに基地局Ｇからの電波強度Ｒ（Ｇ）が強まるため、Ｒ（Ａ）とＲ（Ｇ）と
を比較してハンドオフの判断を行う（Ｓ２０１）。Ｓ２０１で、Ｒ（Ｇ）とＲ（Ａ）の差
が予め定められた閾値αを超えた場合、次に、現在受信中のサービス情報の受信品質Ｑ（
Ａ）を取得する（Ｓ２０２）。Ｑ（Ａ）は、例えば、ＣＲＣ（巡回冗長検査）に基づいて
サービス情報のデータの符号誤り率を算出すればよい。Ｑ（Ａ）を取得すると、基地局Ａ
から基地局Ｇへハンドオフを実行する（Ｓ２０３）。ハンドオフ後、無線通信端末１は、
基地局ＧがＢＣＭＣＳ報知ＣＨ上で送信するＢＣＭＣＳ用制御信号を受信する（Ｓ２０４
）。無線通信端末１は、ＢＣＭＣＳ用制御信号に基づいて、基地局Ｇが現在ＢＣＭＣＳの
サービス情報を放送中であるか否かを判断する（Ｓ２０５）。基地局Ｇが現在サービス情
報を放送中であるならば、無線通信端末１は基地局Ｇにサービス情報の放送要求を送信す
る（Ｓ２０６）とともに、放送中のサービス情報の受信を開始する（Ｓ２０７）。
【００４９】
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 一方、Ｓ２０５で、基地局Ｇが現在サービス情報を放送していないならば、無線通信端
末１は、Ｓ２０２で取得したＱ（Ａ）が予め定められた通信品質βを満たしているか否か
を判断する（Ｓ２０８）。Ｑ（Ａ）がβを満たしている場合は、サービス情報の放送要求
を送信せずにすぐさま基地局Ａにハンドオフし直し（Ｓ２０９）、再び基地局Ａと接続し
て基地局Ａからサービス情報を受信する。
【００５０】
 一方、Ｑ（Ａ）がβを満たしていない場合は、基地局Ｇに対してサービス情報の放送要
求を送信して（Ｓ２１０）、基地局Ｇからサービス情報の受信を開始する（Ｓ２０７）。
【００５１】
 このように第２の実施形態では、基地局からの電波強度に基づいて一旦ハンドオフする
が、ハンドオフ先の基地局がサービス情報の放送を行っておらず、ハンドオフ元の基地局
でも十分な受信品質でサービス情報の受信が行える場合は、ハンドオフ元の基地局に切り
戻るように制御する。一方で、ハンドオフ先の基地局がサービス情報の放送を行っていな
いが、ハンドオフ元の基地局では満足な受信品質でサービス情報の受信が行えない場合は
、ハンドオフ先の基地局に放送要求を送信してサービス情報の放送を開始させるように制
御する。
【００５２】
 このように制御することにより、たった一台の無線通信端末が一瞬サービスエリア内に
進入したことにより、ハンドオフ先の基地局がトラフィックチャネルの一部をＢＣＭＣＳ
チャネルに割り当ててサービス情報の放送を開始してしまい、無線資源が浪費してしまう
ということを防ぐことができるとともに、ハンドオフ元の基地局から満足な受信品質でサ
ービス情報が受信できない場合にはハンドオフ先の基地局に放送を開始させるので、無線
通信端末側でサービス情報の受信が途切れることがない。よって、ＱＯＳ（Ｑｕａｌｉｔ
ｙ　Ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）が向上する。
【００５３】
 以上説明したように、本発明の第１及び第２の実施形態では、ＢＣＭＣＳのサービス情
報を受信中に他の基地局にハンドオフする際、サービス情報の受信品質を低下させること
なく無線資源の浪費を防ぐことができる。
【００５４】
 なお、本実施の形態では、ＣＲＣ（巡回冗長検査）に基づいてサービス情報の受信品質
を判断する例について説明したが、これに限定されず、例えば、パリティチェック（奇偶
検査）やチェックサムといった様々な誤り訂正符号に基づいて判断することができること
はいうまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の実施の形態の無線通信システムを示す構成図である。
【図２】本発明の実施の形態のＣＤＭＡ方式でのチャネル構成を示す構成図である。
【図３】本発明の実施の形態のＴＤＭＡ方式でのチャネル構成を示す構成図である。
【図４】本発明の実施の形態の無線通信端末を示すブロック図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態のハンドオフ処理を示すフローチャートである。
【図６】本発明の第２の実施の形態のハンドオフ処理を示すフローチャートである。
【図７】無線通信システムのセルの構成を示す概念図である。
【図８】無線通信システムのセルの構成を示す概念図である。
【符号の説明】
【００５６】
１　　 無線通信端末
２　　 ＢＣＭＣＳサーバ
３　　 ＩＰネットワーク
４　　 ＢＣＭＣＳＰＤＳＮ
５　　 ＲＡＮ
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１０　 アンテナ
１１　 無線処理部
１２　 制御部
１３　 記憶部
１４　 入力部
１５　 表示部
１６　 受話部
１７　 送話部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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