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明 細 苫

移動通信システム、墓地局装置、移動局装置及び移動通信方怯

技術分野

０００1 本発明は、移動通信システム、墓地局装置、移動局装置及ひ移動通信方怯に関

する。

本願は、2 ００8 年2 月4 日に、日本に出願された特願 2 ００8 ０244 ００号に某つき

優先権を主張し、その内容をここに援用する。

背景技術

０００2 現在、第3 世代の周波数帯に第4 世代向けに検討されていた技術の一部を導入す

ることによって、通信速度の高速化を目的とした o e d e sa e e s a

a d o 。。。s (以降 と称する) か標準化団体 3GPP ( 3 d G。。a o

P a e s o e c 第3 世代パートナーシノププロシェクト) にて検討されてい
る (非特井文献 )

０００3 去ては、通信方式として O (O o o a e e c s o

e 。。。s 直交周波数分割多重接続 ) 方式を採用する。O

は、マルチパス干渉に強く、高速伝迭に適した通信方式てある。また、 ㍉女にお

ける上位レイヤの動作に関する祥細仕様は、低遅延、低オ一ハーへ升 ィヒを実現し、

更に可能な限り簡易な技術か採用される。上位レイヤの動作としては、テータ伝法制

御やリソース管理制御なとかある。

０００4 セルラ移動通信方式ては、移動局装置かセルまたはセクタ内において、事前に墓

地局装置と無線同期している必要かある。そのため、墓地局装置ては規定の構成か

ら成る同期チャネル ( S C S c o za o C a e )を移動局装置に迭信す

る。そして、移動局装置は、同期チャネル ( S C )を検出することて墓地局装置と同

期を取る。セルまたはセクタは、墓地局装置の通信エリアのことてある。

０００5 ㍉女ては、同期チャネル ( S C ) としてP C (P a S C ブライマり

同期チャネル) とS C (Seco da S C セカンタリ同期チャネル) か用首され

ている。各セル (またはセクタ) は、ブライマり同期チャネル ( P とセカンタリ同



期チヤネル ( S SC )の信号より決定されるセル によって移動局装置から識別さ

れる。

セル は、3 種類のブライマり同期チヤネル ( P SC )と、 6 8 種類のセカンダリ

同期チヤネル ( S SC )の細み合わせによって決まり、その数は5 ０4 種類である ( 3

X 6 8 二 5 ０4 ) o

０００6 図 6 は、従来から知られているセルザーチ方法の処理を示すフローチヤートである

移動局装置は、ブライマり同期チヤネル ( P SC )のレプリカ信号と受信信号とで

相関を取ることによってP SC 同定処理を行ぅ。これにより、移動局装置は、スロッ
トタイミングを取得する ( ステップS )

次に、移動局装置は、セカンダリ同期チヤネル ( S SC )のレプリカ信号と受信信

号とで相関を取ることによってS SC 同定処理を行ぅ。これにより、移動局装置は、

得られたセカンダリ同期チヤネル ( S SC )の送信パターンによってフレームタイミ

ングを取得する。また、移動局装置は、墓地局装置を識別するためのセル1 d e

c a o :識別情報 ) を取得する ( ステップS 2 )

０００7 このよぅな一連の制御、すなわち、移動局装置が墓地局装置と無線同期を取り、更

にその墓地局装置のセル を特定するまでのステップ制御をセルザーチ手順とよぶ

を含むセルラ移動通信方式では、移動局装置は、墓地局装置の通信エリ

アであるセル ( またはセクタ) 内において墓地局装置と通信する。移動局装置が、ある

墓地局装置と無線接続されているとき、その移動局装置が位置するセルのことを在

圏セルとよぶ。一方、在圏セルの周辺に位置するセルのことを周辺セルとよぶ。

０００8 移動局装置は、在圏セルと周辺セルの受信品質を測定し比較することで、良好な

品質のセルを判定することが可能である。移動局装置が在圏セルから周辺セルへと

移動し、無線接続するセルを変更することをハンドオーバーとよぶ。

このとき、セル問の受信品質の高低を移動局装置が判定するために使用される信

号を下りリファレンス信号とよぶ。下りリファレンス信号は、セル に対応した所定の

信号系列である。すなわち、セル を同定することによって、同時に該当セルで送信



される下りリファレンス信号を一首に特定することか可能てある (非特井文献 )

０００9 図 7ほ、 における無線フレームの構成の一例を示す図てある。図 7てほ

、横軸に時間軸をとっており、縦軸に周波数軸をとっている。無線フレームは、一定

の周波数領城 ( ) と、一定の迭信時間間隔 (スロノト)て構成される領城 (図 7のト

ノト状のハノチンクを付した領城 )を一頃位として構成されている (非特井文献 )。周

波数領城 ( )は、周波数軸方向に並んた複数のザフキヤリアか集合したものてある

００1０ また、 スロノトの整数倍から構成される迭信時間間隔をザフフレームとよふ。更に、

複数のザフフレームをまとめたものをフレームとよふ。図 7ては、 ザフフレームか2

スロノトから構成される場合を示している。

この一定の周波数領城 ( ) と スロノト長て区切られた領城 (図 7のトノト状のハ

ノチンクを付した領域) を、リソースフロノクとよふ。また、 フレーム サフフレーム

から構成される。図 7中の はシステム帯域幅を示しており、 はリソースフロノク

の帯域幅を示している。

００11 図 8は、 R て使用されるハントオーハー手順を示すシーケンス図てある。図

8は、移動局装置かハントオーハー元のセル (以降、ソースセルと称する) と適信を

行っている状態から開始し、ハントオーハー先のセル (以降、隣接セルと称する)ヘ

ハントオーハーする制御を示している。

なお、ソースセルのセル かC てあり、周辺セルのセル かC てある

として、以降の手順を脱明する。ここて、移動局装置はC とC の下りリフ

ァレンス信号を、セル かC の墓地局装置と、セル かC の墓地局装

置から、それそれ受信する (ステノプS００ S００2)。そして、移動局装置は、各々の

下りリファレンス信号から得られる受信品質を側定する。

００12 そして、移動局装置は、側定報告処理を行う (ステノプ5００3)。つまり、移動局装置

ての側定結果は、側定報告メノセーシとして、セル かC の墓地局装置へ適

知される (ステノプS００4)。セル かC 一 の墓地局装置は、前記側定報告メノセ

一シの内容から、セル かC の墓地局装置へのハントオーハーか必要てある

か否かについて判定する。ハントオーハーか必要てあると判定したとき、セル か



の墓地局装置から、セル がC の墓地局装置ヘハンドオーバー要求メ

ッセージを用いて、移動局装置に対するハンドオーバーの必要性を、セル がC

一 の墓地局装置に通知し(ステップS ００5 )ハンドオーバーのための準備を要求す

る。

前記ハンドオーバー要求メッセージを受信した、セル がC の墓地局装置

は、ハンドオーバーが実行可能と判定した場合、ハンドオーバー要求許可メッセージ

を、セル がC の墓地局装置に通知する (ステップS ００6 )一
ハンドオーバー要求許可メッセージを受信した、セル がC の墓地局装置

は、移動局装置に対し、ハンドオーバー指示メッセージ (ハンドオーバーコマンドとも

称する) を通知する (ステップ5００7 )

００13 移動局装置が前記メッセージを受信することでハンドオーバー処理が開始される (

ステップS 8 ) 。ハンドオーバー指示メッセージにハンドオーバー実行時間が含ま

れている場合、移動局装置は、ハンドオーバー実行時間に至った時点でハンドオー

バーを実行する。

ハンドオーバー実行時間として、即時実行が指定される場合もある。移動局装置は

、ハンドオーバー実行時間にハンドオーバー指示メッセージで指定された無線周波

数や送受信回路の制御パラメータの切り替えを行ぅ。その後、移動局装置は、セル1

がC の墓地局装置との下り無線同期を確立するための下り同期確立処理を

行ぅ(ハンドオーバー処理 ) 。

００14 下り同期確立処理のための制御パラメータは、先のハンドオーバー指示メッセージ

に含まれるか、セル がC の墓地局装置から事前に、移動局装置に報知また

は通知される。下り同期確立が完了した移動局装置は、セル がC の墓地局

装置との上り同期確立のために、ランダムアクセス送信を行ぅ(ステップ5００9 ) 。この

処理は、ハンドオーバーアクセスとよばれる場合もある。

本来、ランダムアクセスを行ぅ際には、衝突が発生しぅる (コンテンションベース ) のチ

ヤネルが用いられる。しかし、衝突が発生しない(コンテンションフリー) ランダムアクセ

ス送信のため、前記ハンドオーバー指示メッセージにてブリアンブル系列 ( ed ca e

d ea b e)を事前に移動局装置毎に割り当てる方法も提案されている (非特許文



献2 )

００1 5 当該移動局装置は、ハンドオーバー指示メッセージで指定されたブリアンブル系列

を用いてランダムアクセス送信を行う。ブリアンブル系列を受信した、セル がC

一 の墓地局装置は、当該移動局装置のハンドオーバーが完了したと判定する。そ

して、セル がC の墓地局装置は、上り送信タイミング調整のための上り同期

情報とハンドオーバー完了メッセージ (ハンドオーバーコンファームと呼ばれる場合も

ある) 送信のための上りリソース剖当情報とを、移動局装置に通知する (ステップS

０)

００16 移動局装置は、前記情報を元に上り送信タイミングを調整し、指定された上りリソー

スを用いてハンドオーバー完了メッセージを、セル がC の墓地局装置へ送

信し、ハンドオーバーを完了する (ステップS )

なお、非特許文献 において、下りリファレンス信号のことを下りリファレンスシグナ

ル ( e f e e ce S a )や 一 S ( o e f e e c e S a ) と記載してあ

るが、意味は同じである。

００1 7 しかしながら、従来のセルザーチ手順、及びハンドオーバー手順では、同一のセル

が墓地局装置に割り当てられている場合、すなわち、ブライマり同期チヤネル ( P

S C ) とセカンダリ同期チヤネル ( S の両方が同じである複数の墓地局装置

が存在するェリアにおける移動局装置の動作が保証できない。これについて図 9 を

用いて説明する。

００18 図 9 は、同一のセル が移動局装置によって測定される場合における、ハンドオ

ーバー手順を示すシーケンス図である。図 9 は、図 8 の隣接セルと同じセル (C

) を持つ衝突セルが同じェリアに存在している場合を示す。

ここで、移動局装置はソースセル ( C )と隣接セル ( C )と衝突セル (

) の下りリファレンス信号をそれぞれ受信する (ステッ S ０2 ０ S ０2 S ０22)

そして、移動局装置は、各々の下りリファレンス信号から得られる受信品質を測定す

る。

００19 ただし、従来のセルザーチ手順では、移動局装置はC とC の2 種類の

セル しか検出できないため、同じセル (C )を持つセルが 2 つ存在してい



ることが分からない。

そのため、隣接セル (C と衝突セル (C の下りリファレンス信号を区

別せずに測定し、測定報告処理 (ステップS０23) にてC へ測定報告メッセー

ジを通知している (ステップS０24)

すなわち、隣接セル (C と衝突セル (C が同期している場合は、移動

局装置では合成された下りリファレンス信号が測定される。また、隣接セル (C

) と衝突セル (C が非同期である場合は、一方の下りリファレンス信号は、移動

局装置では遅延波と判定される。

００2０ 図 9のようなセル が衝突している状況下においては、複数の問題が生じることが

知られている。例えば、ソースセル (C は、移動局装置からの測定報告メッセ

ージに含まれるC のセルの受信品質が隣接セル (C のものなのか、衝

突セル (C のものなのか分からない。

また、C のセルの受信品質が、隣接セル (C と衝突セル (C の

受信品質を合成したものとして報告されている場合、ハンドオーバー基準として用い

るのは不適切である。更に、ソースセル (C が移動局装置に隣接セル (C

)ヘハンドオーバー指示メッセージを送信する場合においても、ハンドオーバー一
先のセルが隣接セル (C であるという明確な指定ができない。よって、移動局

装置が衝突セル (C ヘハンドオーバーする可能性がある。

００2 1 非特許文献3には、これら同一のセル による問題を解決するために、少なくとも5

０4種類が用意されるセル よりも十分な数が用意されたユニークな (G oba Ce

de 、以降GC とも称する) を、セル と共に全てのセルに対して割り振る

方法が記載されている。

GC を用いることにより、セル だけでは識別不可能であった衝突セルがGC

によって識別可能となる。また、ハンドオーバー指示メッセージにおいて、GC によ

るハンドオーバー先のセルの指定を行うことで、移動局装置のハンドオーバー先のセ

ルを、明確に指定することが可能となる。

００2 2 非特許文献3に示すGC を用いる方法は、測定エリア内の少なくとも2つのセル

に対し、同じセル1 (衝突セル) が割り振られていたとしても、同期チヤネル (S C )



おょび下りリファレンス信号を某に衝突セルを移動局装置が 自律的に識別する必要

がある。

しかしながら、移動局装置が同じセル が割り振られていることを自律的に検出し、

各々の無線信号を分離して受信することは非常に困難である。

このため、衝突セルが存在する場合に、移動局装置と墓地局装置との間で通信す

る際の処理が複雑になるれ、ぅ問題があった。

非特許文献 :3GPP S ec ca S ec f ca o ) 36 2 s ca C a

e s a d od a o 8 0 ０( : 3 o f S ecs

6 2 )

非特許文献2 :3GPP S36 3００ O e a d sc o S a e2 8 3 O (

3 o S ecs fo 363 ００ )

非特許文献3 : a e e ec o Of Co f c Ce de es 3 ０

7 94 7 3GPP SG WG3 ee 57b s S o a o s

a e 8 Oc obe 2００7

発明の開示

発明が解決しようとする課題

００23 本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、衝突セルが存在す

る場合であっても、移動局装置と墓地局装置との間で通信する際の処理を簡略化す

ることができる移動通信システム、墓地局装置、移動局装置及び移動通信方法を提

供することにある。

課題を解決するための手段

００24 ( ) 本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、本発明の一態様にょる

移動通信システムは、移動局装置と墓地局装置とを備える移動通信システムであっ
て、前記墓地局装置は、所定の通信範囲内に同一の同期チャネルの無線信号を送

信する少なくとも2つの墓地局装置が存在する場合において、前記同一の同期チャ
ネルの無線信号を送信する墓地局装置のセル識別情報を前記移動局装置に送信

するセル識別情報送信部を備え、前記移動局装置は、前記墓地局装置のセル識別

情報に某づく測定処理を行い、前記測定処理にょって得られた測定結果を前記某



地局装置に送信する測定結果送信部を備える。

００25 (2) また、本発明の一態様による移動通信システムにおいて、前記墓地局装置の

セル識別情報は、ブライマり同期チャネルとセカンダリ同期チャネルの細み合わせに

よって特定されるセル識別情報である。

００26 (3) また、本発明の一態様による移動通信システムにおいて、前記墓地局装置の

セル識別情報は、ブライマり同期チャネルとセカンダリ同期チャネルの細み合わせに

よって特定されるセル識別情報と、セル毎に一意に割り当てられるグローバルセル識

別情報である。

００27 (4) また、本発明の一態様による移動通信システムにおいて、前記墓地局装置の

セル識別情報は、ハンドオーバー指示メッセージを用いて前記移動局装置に送信さ

れる。

００28 (5) また、本発明の一態様による移動通信システムにおいて、前記移動局装置の

測定処理は、前記墓地局装置のセル識別情報で指定されたセル以外の測定結果を

含める。

００29 (6) また、本発明の一態様による移動通信システムにおいて、前記移動局装置の

測定処理は、前記墓地局装置のセル識別情報で指定されたグローバルセル識別情

報を持つ墓地局装置の報知情報を取得し、同一の同期チャネルの無線信号を送信

する少なくとも2つの墓地局装置を各々識別する。

００3０ (7) また、本発明の一態様による移動通信システムは、移動局装置と墓地局装置と

を備える移動通信システムであって、前記墓地局装置は、所定の通信範囲内に同一

の同期チャネルの無線信号を送信する少なくとも2つの墓地局装置が存在する場合

において、前記同一の同期チャネルの無線信号を送信する墓地局装置のセル識別

情報をハンドオーバー指示メッセージに含めて前記移動局装置に送信するセル識

別情報送信部を備え、前記移動局装置は、前記ハンドオーバー指示メッセージのセ

ル識別情報で指定されたグローバルセル識別情報を持つ墓地局装置の報知情報を

取得し、同一の同期チャネルの無線信号を送信する少なくとも2つの墓地局装置の

グローバルセル識別情報を同定した後にハンドオーバー手順を開始するハンドオー

バー処理部を備える。



００3 1 (8) また、本発明の一態様による墓地局装置は、移動局装置と通信する墓地局装

置であって、所定の通信範囲内に同一の同期チャネルの無線信号を送信する少なく

とも2つの墓地局装置が存在する場合において、前記同一の同期チャネルの無線信

号を送信する墓地局装置のセル識別情報を前記移動局装置に送信するセル識別

情報送信部を備える。

００32 (9) また、本発明の一態様による移動局装置は、墓地局装置と通信する移動局装

置であって、前記墓地局装置のセル識別情報に某づく測定処理を了 、刊 、前記測定

処理によって得られた測定結果を前記墓地局装置に送信する測定結果送信部を備

ぇる。

００33 ( ０) また、本発明の一態様による墓地局装置は、移動局装置と通信する墓地局装

置であって、所定の通信範囲内に同一の同期チャネルの無線信号を送信する少なく

とも2つの墓地局装置が存在する場合において、前記同一の同期チャネルの無線信

号を送信する墓地局装置のセル識別情報をハンドオーバー指示メッセージに含めて

前記移動局装置に送信するセル識別情報送信部を備える。

００34 ( ) また、本発明の一態様による移動局装置は、墓地局装置と通信する移動局装

置であって、ハンドオーバー指示メッセージのセル識別情報で指定されたグローバ

ルセル識別情報を持つ墓地局装置の報知情報を前記墓地局装置から取得し、同一

の同期チャネルの無線信号を送信する少なくとも2つの墓地局装置のグローバルセ

ル識別情報を同定した後にハンドオーバー手順を開始するハンドオーバー処理部を

備える。

００35 ( 2) また、本発明の一態様による移動通信方法は、移動局装置と墓地局装置とを

用いた移動通信方法であって、前記墓地局装置は、所定の通信範囲内に同一の同

期チャネルの無線信号を送信する少なくとも2つの墓地局装置が存在する場合にお

いて、前記同一の同期チャネルの無線信号を送信する墓地局装置のセル識別情報

を前記移動局装置に送信するセル識別情報送信過程を有し、前記移動局装置は、

前記墓地局装置のセル識別情報に某づく測定処理を了 、刊 、前記測定処理によって

得られた測定結果を前記墓地局装置に送信する測定結果送信過程を有する。

００36 ( 3) また、本発明の一態様による移動通信方法は、移動局装置と墓地局装置とを



用いた移動通信方法であって、前記墓地局装置は、所定の通信範囲内に同一の同

期チャネルの無線信号を送信する少なくとも2つの墓地局装置が存在する場合にお

いて、前記同一の同期チャネルの無線信号を送信する墓地局装置のセル識別情報

をハンドオーバー指示メッセージに含めて前記移動局装置に送信するセル識別情

報送信過程を有し、前記移動局装置は、前記ハンドオーバー指示メッセージのセル

識別情報で指定されたグローバルセル識別情報を持つ墓地局装置の報知情報を取

得し、同一の同期チャネルの無線信号を送信する少なくとも2つの墓地局装置のグロ

ーバルセル識別情報を同定した後にハンドオーバー手順を開始するハンドオーバー

処理過程を有する。

発明の効果

００37 本発明では、墓地局装置から衝突セルの存在を移動局装置に通知することで、移

動局装置が衝突セルの存在に某づいて墓地局装置と通信することが可能となる。よ

って、衝突セルの墓地局装置との間で不要な無線信号のやり取りを行わないことによ

り、移動局装置と墓地局装置との間で通信する際の処理を簡略化することができる。

図面の簡単な説明

００38 図 本発明の第 の実施形態による移動局装置 ００の構成の一例を示す概略ブロ

ック図である。

図2 本発明の第 の実施形態による墓地局装置2００の構成の一例を示す概略ブロ

ック図である。

図3 本発明の第 の実施形態による移動局装置 ００の測定報告処理を示すシーケ

ンス図である。

図4 本発明の第 の実施形態による移動局装置 ００(図 ) の下りリファレンス信号

処理部 ０7aの構成を示す概略ブロック図である。

図5 本発明の第 の実施形態による移動局装置 ００(図 ) の下りリファレンス信号

処理部 ０7aによる衝突セル 例外処理 (図3のステップS ０5)を示すフローチャー

トである。

図6 本発明の第2の実施形態によるハンドオーバー手順を示すシーケンス図である



図7 本発明の第2の実施形態による移動局装置 ００の下りリファレンス信号処理部

０7bの構成を示す概略ブロック図である。

図8 本発明の第2の実施形態による移動局装置 ００によるGC 取得処理を示す

フローチャートである。

図9 本発明の第2の実施形態による移動局装置 ００の下りリファレンス信号処理部

０7bの衝突時測定報告処理 (図6のステップS 2０5)を示すフローチャートである。

図 ０A 測定報告メッセージの一例を示す図である。

図 ０B 測定報告メッセージの他の一例を示す図である。

図1 A ハンドオーバー指示メッセージの一例を示す図である。

図 B ハンドオーバー指示メッセージの他の一例を示す図である。

図12 本発明の第3の実施形態によるハンドオーバー手順を示すシーケンス図であ

る。

図13 本発明の第3の実施形態による移動局装置 ００のGC 取得処理 (図 2のス

テップ5 3０9)を示すフローチャートである。

図14 本発明の第4の実施形態によるハンドオーバー手順を示すシーケンス図であ

る。

図15 本発明の第4の実施形態による移動局装置の下りリファレンス信号処理部のG

C 例外処理を示すフローチャートである。

図16 従来から知られているセルザーチ方法の処理を示すフローチャートである。

図17 R における無線フレームの構成の一例を示す図である。

図18 R で使用されるハンドオーバー手順を示すシーケンス図である。

図19 同一のセル が移動局装置によって測定される場合における、ハンドオーバ

ー手順を示すシーケンス図である。

符号の説明

００‥・移動局装置、 ０ ‥・受信部、 ０2‥・復調部、 ０3‥・制御部、 ０4‥・制
御信号処理部、 ０5‥・データ処理部、 ０6‥・報知情報処理部、 ０7a ０7b‥・
下りリファレンス信号処理部、 ０8‥・符号部、 ０9‥・変調部、 ０‥・送信部、

‥・上位レイヤ、2００‥・墓地局装置、2０ ‥・受信部、2０2‥・復調部、2０3‥・制



御部、2０4‥・データ処理部、2０5‥・制御信号処理部、2０6‥・符号部、2０7‥・変
調部、2０8‥・周辺墓地局装置情報管理部、2０9‥・送信部、2 ０‥・上位レイヤ、

０7 a ０7 b‥・下りリファレンス信号抽出部、 ０72a ０72b‥・系列選択部、 ０

73a ０73b セル 管理部 ０74 a ０74b 相関処理部 ０7 5a ０7 5b

品質管理部、 2‥・アンテナ

発明を実施するための最良の形態

００4０ 以下、図面を参照し、本発明の各実施形態について説明する。

本発明の各実施形態に関わる物理チャネルは、報知情報チャネル、上りデータチ

ャネル、下りデータチャネル、下り共用制御チャネル、上り共用制御チャネル、ランダ

ムアクセスチャネル、同期チャネル (S C ) 、リファレンス信号がある。

００4 1 本発明の各実施形態においては、上りデータチャネル、下りデータチャネルをデー

タチャネルとして分類する。また、報知情報チャネル、下り共用制御チャネル、上り共

用制御チャネル、ランダムアクセスチャネルを制御チャネルとして分類する。

また、同期チャネル (S C )とリファレンス信号を無線信号として分類する。物理チャ
ネルは今後迫加される可能性もあるが、本発明の実施形態の説明には影響しない。

また、リファレンス信号としては下りリファレンス信号と上りリファレンス信号がある。

００42 本発明の各実施形態に関わる物理チャネルは、報知情報チャネルと下りリファレン

ス信号であるため、それ以外の物理チャネルの詳細な説明は省略する。

報知情報チャネル ( C : oadcas C a e )は、セル内の移動局装置で共通

に用いられる制御パラメータを通知する目的で、墓地局装置から移動局装置に送信

される。

更に、報知情報チャネル ( C )はP C (P a C :ブライマり報知情

報チャネル) と C ( a c C :ダイナミック報知情報チャネル) とに分類

される。

ブライマり報知情報チャネル (P は、時間的・周波数的に所定の周期で送

信することが予め決められており、移動局装置は、セル が同定されたセルについ

て受信することが可能である。ブライマり報知情報チャネル (P は、例えば、

ザブフレーム ０の中心ザブキャリアを用いて、墓地局装置から移動局装置に送信さ



れる。

一方、ダイナミック報知情報チャネル ( は、下り共用制御チャネルを用い

て、墓地局装置から移動局装置に送信され、セル毎に送信位置を可変にすることも

可能である。

００43 下りリファレンス信号とは、セル毎に準静的な電力で、墓地局装置から移動局装置

に送信されるパイロット信号のことである。また、下りリファレンス信号は、所定の時間

間隔 (例えば フレーム)で周期的に繰り返される信号である。移動局装置は、所定

の時間間隔で下りリファレンス信号を受信することによって、セル毎の受信品質の判

定に用いる。

また、下りリファレンス信号は、下りリファレンス信号と同時に送信される下りデータの

復調のための参照用の信号として用いられる。下りリファレンス信号に使用される系

タ は、セル毎に一意に識別可能な系列であれば、任意の系列を用いることができる。

００44 (第 の実施形態 )

始めに、本発明の第 の実施形態について説明する。

図 は、本発明の第 の実施形態による移動局装置 ００の構成を示す概略ブロック

図である。移動局装置 ００は、受信部 ０ 、復調部 ０2、制御部 ０3 (ハンドオーバ

ー処理部とも称する) 、制御信号処理部 ０4、データ処理部 ０5、報知情報処理部

０6、下りリファレンス信号処理部 ０7a、符号部 ０8、変調部 ０9、送信部 ０(湖 定

結果送信部とも称する) 、上位レイヤ 、アンテナ を備えている。

００45 受信信号 (墓地局装置からの送信信号) は、アンテナ を介して受信部 ０ にお

いて受信される。受信信号は復調部 ０2へと出力され、制御部 ０3から入力される

受信制御情報を某に復調され、下りデータチャネル、下り共用制御チャネル、報知情

報チャネル、下りリファレンス信号に分類される。

受信制御情報には、各チャネルに関する受信タイミング、多重方法、リソース配置

情報や復調に関する情報が含まれている。分類された各チャネルは、下りデータチャ
ネルであればデータ処理部 ０5へ、下り共用制御チャネルであれば制御信号処理

部 ０4へ、報知情報チャネルであれば報知情報処理部 ０6へ、下りリファレンス信号

であれば下りリファレンス信号処理部 ０7aへと出力される。



なお、前記以外のチャネルの場合、それぞれ他のチャネル制御部 (図示省略)へと

出力されるが、本実施形態には影響しないため、その説明を省略する。

００46 データ処理部 ０5はトラフィックデータを取り出して上位レイヤ へと出力する。

制御信号処理部 ０4は制御データを取り出して上位レイヤ へと出力する。報知

情報処理部 ０6は報知情報データを取り出して上位レイヤ へと出力する。

下りリファレンス信号処理部 ０7aは、リファレンスデータを取り出して上位レイヤ

へと出力する。また、上位レイヤ から制御部 ０3へ制御情報が入力される。

００47 一方、上位レイヤ からトラフィックデータと制御データが符号部 ０8に入力され

、送信データとして符号化される。制御データは上りリファレンス信号と上り共用制御

チャネルのデータを含む。

制御部 ０3から送信制御情報が、符号部 ０8と変調部 ０9、送信部 ０に入力さ

れる。送信制御情報には、上りチャネルに関する送信タイミングや多重方法、各チャ
ネルの送信データの配置情報、変調や送信電力に関する情報が含まれている。

００48 送信制御情報に某づき符号部 ０8にて符号化された各送信データは変調部 ０9

に入力される。変調部 ０9は、制御部 ０3から指示される情報に従って、送信データ

に対して適切な変調方式で変調処理を行ぅ。

変調部 ０9で変調されたデータは送信部 ０に入力され、適切に電力制御された

後にチャネル配置に某づきアンテナ より墓地局装置に送信される。

なお、その他の移動局装置 ００の構成要素は本実施形態に関係ないため図示を

省略している。各ブロックの動作は、上位レイヤ によって統括的に制御される。

００49 なお、送信部 ０は、墓地局装置のセル識別情報に某づいて測定処理を行い、そ

の測定処理によって得られた受信品質の測定報告を墓地局装置に送信する。

また、制御部 ０3は、ハンドオーバー指示メッセージのセル識別情報で指定された

グローバルセル識別情報を持つ墓地局装置の報知情報を取得する。そして、制御部

０3は、同一の同期チャネルの無線信号を送信する少なくとも2つの墓地局装置の

グローバルセル識別情報を同定した後にハンドオーバー手順を開始する。

００5０ 図2は、本発明の第 の実施形態による墓地局装置2００の構成の一例を示すブロ

ック図である。墓地局装置2００は、受信部2０ 、復調部2０2、制御部2０3、データ処



理部2０4、制御信号処理部2０5、符号部2０6、変調部2０7、周辺墓地局装置情報

管理部2０8、送信部2０9 (セル識別情報送信部とも称する) 、上位レイヤ2 ０、アンテ

ナ 2を備えている。

００5 1 受信信号 (移動局装置 ００、又は他の墓地局装置2００からの送信信号) は、アンテ

ナ 2を介して受信部2０ において受信される。また、データ受信制御に関連する受

信制御情報が制御部2０3より出力される。

受信信号は復調部2０2へと出力され、制御部2０3から指示される受信制御情報を

某に、データチャネル、制御チャネルに分けられ、それぞれ復調される。

なお、前記以外のチャネルの場合、それぞれ他のチャネル制御部 (図示省略)へと

出力されるが、本実施形態には影響しないため省略してある。

００5 2 復調された各データは、データチャネルであればデータ処理部2０4へ、制御チャネ

ルであれば制御信号処理部2０5へと出力される。データ処理部2０4ではトラフィック

データを取り出し上位レイヤ2 ０へ出力する。

制御信号処理部2０5では制御データを取り出して上位レイヤ2 ０へと出力する。な

お、制御信号処理部2０5で得られる制御データに、移動局装置 ００が測定した墓地

局装置2００の品質情報や、周辺セルのセル 割り当て情報などの墓地局装置2００

に関するデータ (周辺墓地局データ) が含まれるときは、制御データは周辺墓地局装

置情報管理部2０8へ出力される。

００5 3 周辺墓地局装置情報管理部2０8は、前記品質情報や周辺墓地局データを某に、

ある所定のエリアにおけるセル の衝突を検出した場合、衝突したセル を移動局

装置 ００へ通知するために必要なデータを上位レイヤ2 ０へ出力する。また、上位

レイヤ2 ０から制御部2０3へ制御情報が入力される。

一方、上位レイヤ2 ０からは、トラフィックデータと制御データが符号部2０6に入力

される。制御データは同期チャネルや報知情報チャネル、下り共用制御チャネルを

含む。また、制御部2０3より送信制御情報が符号部2０6、変調部2０7、送信部2０9

に出力される。

００54 符号部2０6にて符号化されたトラフィックデータと制御データは変調 に入力

される。変調部2０7は、制御部2０3からの送信制御情報に従って、各送信データに



対して適切な変調方式で変調処理を行ぅ。

変調部2０7で変調されたデータは送信部2０9に入力され、適切に電力制御された

後にチャネル配置に某づきアンテナ 2より送信される。

なお、その他の墓地局装置2００の構成要素は本実施形態に関係ないため図示を

省略してある。また、各ブロックの動作は、上位レイヤ2 ０によって統括的に制御され

る。

００5 5 なお、送信部2０9は、所定の通信範囲内に同一の同期チャネルの無線信号を送

信する少なくとも2つの墓地局装置2００が存在する場合において、同一の同期チャ
ネルの無線信号を送信する墓地局装置2００のセル識別情報を移動局装置 ００に送

信する。

また、送信部2０9は、所定の通信範囲内に同一の同期チャネルの無線信号を送信

する少なくとも2つの墓地局装置2００が存在する場合において、同一の同期チャネ

ルの無線信号を送信する墓地局装置2００のセル識別情報をハンドオーバー指示メ

ッセージに含めて移動局装置 ００に送信する。

００56 図3は、本発明の第 の実施形態による移動局装置 ００の測定報告処理を示すシ

ーケンス図である。図3は、セル が衝突している状況下での、移動局装置 ００の測

定報告処理を示している。移動局装置 ００は在圏セル並びに周辺セルの受信品質

の測定を開始する前、あるいは測定中の状態である。

ここでは、移動局装置 ００は、ソースセル (セル 二C GC 二GC 一
) に在圏している場合について説明する。また、セル が同一のセルである隣接セ

ル (セル 二C GC 二GC ) と衝突セル (セル 二C GC

二GC が測定可能な同じエリアに存在している場合について説明する。また

、ソースセルは隣接セルと衝突セルとで同じセル にこでは、C が使用され

ていることを知っている。

００5 7 このとき、ソースセルは、測定前または測定中の移動局装置 ００に対して衝突セル

情報を通知する (ステップS ０ )。衝突セル 情報には、少なくともセル (C

一 ) が含まれている。

衝突セル 情報を、ソースセルから移動局装置 ００に通知する際には、ソースセ



ル (C )は報知清報チャネル (P と のいすれか)を用いても良

いし、下り共用制御チャネルを用いても良い。更には、ソースセルから移動局装置 ０

0へ衝突セル 清報を適知可能てあれは、それ以外の任首の物理チャネルやメノセ

ーシを用いても良い。

００58 移動局装置 ００は、セル かC のソースセルから下りリファレンス信号を受

信する (ステノプS ０2)。また、移動局装置 ００は、セル かC の隣接セルか

ら下りリファレンス信号を受信する (ステノプS ０3)。また、移動局装置 ００ほ、セル

かC の衝突セルから下りリファレンス信号を受信する (ステノプS ０4)

００59 衝突セル 清報を取得した移動局装置 ００は、衝突セル 例外処理を実施する

(ステノプS ０5)。移動局装置 ００は、衝突セル 例外処理として、衝突セル 清

報て指示されたセル (図3てはC ) のセルに関する下りリファレンス信号の受

信処理およひ受信品質側定を制限し、セル問の受信品質の判定に用いないよぅに

制御する。あるいは衝突セル 清報て指示されたセル のセルの受信品質に某つ
くイヘント(例えは、ハントオーハー条件の成立なと) の報告を抑制する。この制限に

より、C 一 のセルの受信品質、すなわち隣接セル並ひに衝突セルの受信品質、

ならひにイヘント報告は側定報告処理において側定報告メノセーシに含まれすにソ

ースセルC に迭信される (ステ 7)一
００6０ 図4は、本発明の第 の実施形態による移動局装置 ００(図 ) の下りリファレンス信

号処理部 ０7aの構成を示す概略フロノク図てある。下りリファレンス信号処理部 ０7

aは、下りリファレンス信号抽出部 ０7 a、系列選択部 ０72a 、セル 管理部 ０73

a、相関処理部 ０74a 、品質管理部 ０75a を備えている。

００6 1 系列選択部 ０72a には、制御都 ０3より受信制御清報か入力される。系列選択部

０72a に必要となる受信制御清報としては、例えは周波数帯域幅や受信時間清報 (

フレーム清報、ザフフレーム清報やスロノト清報なと) 、受信周波数清報 (受信リソー

スフロノク番号やザフキャリア番号なと) 、セル なとかある。

００62 系列選択部 ０72a は、入力された受信制御清報を某に、復燗に用いる適切な下り

リファレンス信号の系列を選択 (またほ生成) し、その信号 (選択信号) を相関処理部

０74a に入力する。一方、衝突セル 清報を受信している場合は、受信制御信号



のぅち、衝突セル 情報 (セル )がセル 管理部 ０73a に入力される。

セル 管理部 ０73a は、系列選択部 ０72a に対し、衝突しているセル に某づく

下りリファレンス信号の系列を選択 (または生成) しないよぅに制限するよぅ通知する。

００6 3 また、下りリファレンス信号抽出部 ０7 a には、受信した下りリファレンス信号が入

力される。下りリファレンス信号抽出部 ０7 a は、受信制御情報に従って、入力され

た下りリファレンス信号を信号の系列順に並び替え、抽出信号として相関処理部 ０7

4 aへ出力する。

相関処理部 ０74a は、衝突セル以外のセル に某づく前記選択信号と抽出信号

の相関処理を行い、品質管理部 ０75a へ相関信号を出力する。品質管理部 ０75a

は、相関信号を某にセル 毎にセルの受信品質を測定し、上位レイヤ にリファ

レンスデータとして出力する。

ここで、受信品質とは Ca e ( ece ed S a S e

d ca o ) RS P ( efe e ce S a ece ed o e ) S Q ( efe e

c e S a ece ed Q a )、パスロスなどである。

００6 4 また、品質管理部 ０75a は、在圏セルにおける一つ以上のリソースブロック、また

は複数ザブキャリア毎の品質情報ォ旨 票 (CQ : C a e Q a d ca o )を測

定し、上位レイヤ にリファレンスデータとして出力する。

なお、下りリファレンス信号処理部 ０7 aの動作は、衝突セル 情報で通知された

セル (衝突セル )以外のセルの下りリファレンス信号を抽出し、抽出した信号か

ら受信品質を示すリファレンスデータを出力可能な処理を実施できれば、図4で説明

した処理方法でなくても良い。

例えば、相関信号、またはリファレンスデータを出力するときに衝突セル のセル

に該当する出力を制限するよぅな方法でも良い。

００6 5 図5は、本発明の第 の実施形態による移動局装置 ００(図 ) の下りリファレンス信

号処理部 ０7 aによる衝突セル 例外処理 (図3のステップS ０5 ) を示すフローチャ
ートである。図5の処理は、衝突セル 情報を移動局装置 ００が受信したときに開始

される。

まず、受信した衝突セル 情報をセル 管理部 ０73a に記録する (ステップ )



続いて、系列選択部 ０72a に入力されるセル1 (検出済みセル1 ) に、前記衝突

プS 2

００66 衝突セル1 が 、衝突セル に対応す

衝突セル が含まれていない場合は (ステップS 2で「 O」) 、受信制御信号に某

づく下りリフアレンス信号が系列選択部 ０72a で選択される (ステップS 4)

そして、ステップS 3またはステップS 4の選択信号と、受信した下りリフアレンス信

号の抽出信号との相関処理を相関処理部 ０74a で行い(ステップS 5) 、相関信号

を出力する。

００67 本実施形態によれば、移動局装置 ００から墓地局装置2００に対して、衝突してい
るセル のセルの受信品質の測定報告が行われなくなる。そのため、ハンドオーバ

ー某準として衝突しているセル のセルの受信品質が使用されることも、ハンドオー

バー先のセルとしてハンドオーバー指示メッセージで指定されることもなくなる。また、

GC の管理は墓地局装置2００のみで行えばよく、移動局装置 ００での管理は不

要となる。

００68 本実施形態により、移動局装置 ００は、同一のセル が存在し、互いに衝突して

いることを墓地局装置2００により明示されることで、衝突しているセルの下りリフアレン

ス信号の測定を行う必要がなくなる。よって、ハンドオーバー時に、移動局装置 ００

が衝突しているセルのどちらにハンドオーバーするか不明であるとレぢ不確実性を排

除し、ハンドオーバーの成功確率を向上させることが可能となる。

また、衝突しているセルに関する不要な受信品質を移動局装置が測定する必要が

なくなる。更に、衝突しているセルに関する測定報告メッセージを、移動局装置 ００

から墓地局装置2００に送信しないため、移動局装置における消費電力の削減が可

能となる。

００69 (第2の実施形態 )

次に、本発明の第2の実施形態について説明する。第2の実施形態による移動通



信システムは、墓地局装置と移動局装置を備えている。第2の実施形態による墓地

局装置と移動局装置の構成は、それぞれ第 の実施形態による墓地局装置2００(図

2) と移動局装置 ００(図 ) と同様であるため、それらの説明を省略する。

ただし、第2の実施形態による移動局装置 ００は、下りリファレンス信号処理部 ０7

aの代わりに下りリファレンス信号処理部 ０7bを備えている。

００7０ 第2の実施形態は、衝突セル 情報を取得した移動局装置 ００が、測定報告処理

前にGC を受信することによって、衝突している各セル のセルの受信品質を識

別可能な仕組みを提供する。

本実施形態は、墓地局装置2００間の送信タイミングが非同期である場合に好適で

あるが、墓地局装置2００間の送信タイミングが同期している場合にも適用することが

できる。

００7 1 図6は、本発明の第2の実施形態によるハンドオーバー手順を示すシーケンス図で

ある。図6は、セル が衝突している状況下のハンドオーバー手順を示しており、移

動局装置 ００と在圏セル並びに周辺セルとの関係は図3と同じである。なお、各セル

からの下りリファレンス信号の送 (図3のステップS ０2 S ０3 S ０4) については

図示を省略してある。

００72 ソースセルは、測定前または測定中の移動局装置 ００に対して衝突セル 情報を

通知する (ステップS 2０ )。衝突セル 情報には、少なくともセル (C が含

まれている。衝突セル 情報を移動局装置に通知する際には、ソースセル (C 一
)は報知情報チヤネル (P と C のいずれか)を用いても良いし、下り

共用制御チヤネルを用いても良い。

更には、ソースセルから移動局装置 ００へ衝突セル 情報を通知可能であれば、

それ以外の任意の物理チヤネルやメッセージを用いても良い。

００73 衝突セル 情報を取得した移動局装置 ００は、GC 取得処理を実施する (ステ

ップS 2０2) GC 取得処理とは、衝突セル 情報によって通知されたセル1 (図6

ではC )のセルから送信される報知情報チヤネルの受信処理を了 、刊 、指定さ一
れたセル のセルに割り当てられているGC (図6ではGC を取得する処

理である。



移動局装置 ００は、GC を受信し(ステッ S 2０3 S 2０4) 、衝突時測定報告処

理 (ステップS 2０5) において、取得したGC とセル とを関連付けた測定を行う。

具体的には、セル問が非同期である場合、下りリフアレンス信号と報知情報チヤネル

の受信タイミングが同じものを同一セルから送信されたチヤネルだと判定し、判定した

セル毎に、下りリフアレンス信号の受信品質と報知情報チヤネルから取得したGC

とを関連付ける。

００74 セル問が同期である場合、報知情報チヤネルの受信品質 (受信電力や (

oc o a :ブロック誤り率) など)を某に、移動局装置は、受信された下りリフ

アレンス信号の受信品質をセル毎に予測する。そして、移動局装置は、予測した下り

例えば、図6の例で、GC の報知情報チヤネルとGC の報知情報チヤ

ネルとの受信電力の比が 対2であった場合、C とー して受信された下りリフアレ

ンス信号の受信品質をGC :GC 二 :2として分割したものを各々の受

信品質として報告する。または、衝突セル 情報のセルの下りリフアレンス信号につ

いては、受信信号を合成せずに各々の品質を測定し、受信品質として報告する。

００75 衝突時測定報告処理により、測定結果は測定報告メッセージでソースセル (C 一
)へ通知される (ステップS 2０6)。このとき、測定報告メッセージには、セル と取得

したGC とを関連付けた受信品質が設定される。ただし、衝突セル 情報として通

知されたセル 以外のセルの受信品質は、通常と同じくセル と受信品質のみの

対応で良い。

００76 ソースセル (C は、前記測定報告メッセージの内容から、移動局装置 ００で

測定された受信品質が、隣接セル (C と衝突セル (C のどちらである

か判定可能である。ソースセル (C が隣接セル (C へのハンドオーバ

ーが必要であると判定したとき、ソースセル (C から隣接セル (C ヘハ

ンドオーバー要求メッセージにて移動局装置 ００のハンドオーバーの必要性を通知

し、ハンドオーバーのための準備を要求する (ステップS 2０7)

００77 前記ハンドオーバー要求メッセージを受信した隣接セル (C ) は、ハンドオー



バ一が実行可能と判定した場合、ハンドオーバー要求許可メッセージをソースセル (

C ) に通知する (ステップS 2０8)一
ハンドオーバー要求許可メッセージを受信したソースセル (C は、移動局装

置 ００に対し、ハンドオーバー指示メッセージを通知する (ステップS 2０9)。このとき

、ハンドオーバー指示メッセージで衝突セル のセルが指定される場合、セル と

GC の両方を含めたハンドオーバー指示メッセージが通知される。

００78 移動局装置 ００が前記メッセージを受信することでハンドオーバー処理が開始され

る。ハンドオーバー指示メッセージにハンドオーバー実行時間が含まれている場合、

移動局装置 ００は、ハンドオーバー実行時間に至った時点でハンドオーバーを実行

ハンドオーバー実行時間として、即時実行が指定される場合もある。移動局装置

００は、ハンドオーバー実行時間にハンドオーバー指示メッセージで指定された無線

周波数や送受信回路の制御パラメータの切り替えを行ぅ。その後、移動局装置 ００

は、指定された隣接セルC との下り無線同期を確立するための下り同期確立

処理を行ぅ(ハンドオーバー処理)。

００79 下り同期確立処理のための制御パラメータは、先のハンドオーバー指示メッセージ

に含まれるか、事前にソースセル (C より移動局装置に報知または通知される

。下り同期確立が完了した移動局装置 ００は、隣接セル (C との上り同期確

立のために、ランダムアクセス送信を行ぅ(ステップS 2 )。ステップS 2 2 2 3の

処理は、図 8のステップS 2 2 2 3の処理と同様であるため、それらの説明を省

略する。

００8０ 図7は、本発明の第2の実施形態による移動局装置 ００の下りリファレンス信号処

理部 ０7bの構成を示す概略ブロック図である。下りリファレンス信号処理部 ０7bは

、下りリファレンス信号抽出部 ０7 b、系列選択部 ０72b、セル 管理部 ０73b

相関処理部 ０74b、品質管理部 ０7 5bを備えている。

００8 1 系列選択部 ０72bには、制御部 ０3より受信制御情報が入力される。系列選択部

０72bに必要となる受信制御情報としては、例えば周波数帯域幅や受信時間情報 (

フレーム情報、ザブフレーム情報やスロット情報など) 、受信周波数情報 (受信リソー



スブロック番号やザブキャリア番号など) 、セル などがある。

００8 2 系列選択部 ０7 2bは、入力された受信制御情報を某に、復調に用いる適切な下り

リファレンス信号の系列を選択 (または生成) し、その信号 (選択信号) を相関処理部

０74 bに入力する。

一方、衝突セル 情報を受信している場合は、受信制御信号のぅち、衝突セル

情報 (セル ) とGC 情報がセル 管理部 ０7 3bに入力される。衝突セル 情報

とGC 情報はセル毎に一意に対応している。

００8 3 また、下りリファレンス信号抽出部 ０7 bには、受信した下りリファレンス信号が入

力される。下りリファレンス信号抽出部 ０7 bは、受信制御情報に従って、入力され

た下りリファレンス信号を信号の系列順に並び替え、抽出信号として相関処理部 ０7

4bへ出力する。また、セル 管理部 ０7 3bより、相関処理部 ０74 bに対し、GC

情報と衝突セル 情報が通知される。

００84 相関処理部 ０74 bは、衝突セルのセル に某づく前記選択信号と抽出信号の相

関処理を行ぅ場合、品質管理部 ０7 5bへ相関信号を出力する際に、セル の他に

GC 情報との関連付けを了 、刊 、GC 毎に相関信号を品質管理部 ０7 5bへ出力

する。

衝突セルのセル 以外であれば、通常通りセル 毎の相関信号が品質管理部 ０

7 5bへ出力される。品質管理部 ０7 5bは、相関信号を某にセル 毎、またはGC

毎のセルの受信品質を測定し、上位レイヤ にリファレンスデータとして出力する。

ここで、受信品質とは、 Ca e SS S L、 S Q、パスロスなどで

ある。

００8 5 また、品質管理部 ０7 5bは、在圏セルにおける一つ以上のリソースブロック、また

は複数ザブキャリア毎の品質情報指標を測定し、上位レイヤ にリファレンスデー

なお、下りリフアレンス信号処理部 ０7bの動作は、衝突セル 情報で通知された

セル に対応する下りリフアレンス信号との相関処理時に、GC 毎のセルの受信

品質を示すリフアレンスデータを出力可能な処理を実施できれば、図7で説明した方

法でなくても良い。



００86 図8は、本発明の第2の実施形態による移動局装置 ００によるGC 取得処理を示

すフローチヤートである。図8の処理は、衝突セル 情報を移動局装置 ００が受信

したときに開始される。

まず、移動局装置 ００は、受信した衝突セル 情報を記録する (ステップS 2 )

続いて、ステップS 2 で記録したセル のセルにて送信されている報知情報チヤネ

ルを受信し、セル毎の報知情報を取得する (ステップS22)

最後に、受信した報知情報からGC 情報を取得し、記録し(ステップS 23) 、図8

の処理を終了する。

００87 図9は、本発明の第2の実施形態による移動局装置 ００の下りリファレンス信号処

理部 ０7bの衝突時測定報告処理 (図6のステップS 2０5)を示すフローチヤートであ

る。図9の処理は、衝突セル 情報を移動局装置 ００が受信したときに開始される。

まず、受信した衝突セル 情報をセル 管理部 ０73bに記録する (ステップS25

続いて、受信制御信号に某づく下りリファレンス信号が系列選択部 ０72bで選択さ

れる (ステップS 26) 。次に、系列選択部 ０72bで選択されたセル1 (検出済みセル1

) に、前記衝突セル 情報で指定されたセル1 (衝突セル )が含まれているかを

判定する (ステップS27)

００88 衝突セル が含まれている場合 (ステップS27で「 S」) 、相関処理部 ０74bは、

ステップS 26の選択信号と、受信した衝突セルの下りリファレンス信号の抽出信号と

の相関処理を行ぅ。ここでは、衝突したセル のGC 毎に相関信号が出力されるよ

ぅに相関処理を行ぅ(ステップS 28)

衝突セル が含まれていない場合は (ステップS 27で「 O」) 、ステップS 26の選

択信号と、受信した下りリファレンス信号の抽出信号との相関処理を相関処理部 ０7

4bにて行い(ステップ529) 、相関信号を出力する。

００89 図 ０ 及び図 ０ は、測定報告メッセージの一例を示す図である。図 ０ は、衝

突セル 情報で指定されたセル を測定報告メッセージに含めない従来のメッセー

ジの例である。図 ０ は、衝突セル 情報で指定されたセル を測定報告メッセー

ジに含める場合のメッセージの例を示している。



００9０ 図 ０ において、移動局装置 ００は、セル (例えば、C と品質情報 (例

えば、品質情報一 )とを セットとして報告する。報告するセットとしては、例えば、あ

る閾値を越えた品質のセルを報告する方法を用いることができるが、その他の方法を

用いても良い。

図 ０ において、移動局装置 ００は、衝突しているセル のセルの受信品質を報

告する場合、セル1 (例えば、C とGC (例えば、GC と受信品質 (

品質情報 )を セットとして報告する。衝突していないセル についてほ、図

と同じ構成である。なお、品質情報の内容として、 種類以上の測定結果を含めるよう

にしても良い。

００9 1 図 及び図 は、ハンドオーバー指示メッセージの一例を示す図である。図

は、衝突セル 情報で指定されたセル 以外へのハンドオーバーを指示する場

合の従来のメッセージの例である。図 は、衝突セル 情報で指定されたセル

へのハンドオーバーを指示する場合のメッセージの例である。

図 において、墓地局装置2００は、少なくともセル とハンドオーバーで使用さ

れる制御パラメータを通知する。制御パラメータには、図 に示すように周波数情

報、C 情報 (例えば、C 、ブリアンブル情報、ハンドオーバー実行時間、上

り送信タイミングが含まれている。なお、ハンドオーバー手順のために必要な制御パ

ラメータであれば、これらの制御パラメータ以外のものを使用しても良い。

００92 図 において、墓地局装置2００は、図 の情報の他に、少なくともGC 情辛は

(例えば、GC )を追加した制御パラメータを通知する。一
本実施形態によれば、移動局装置 ００から基地局装置2００に対して衝突している

セル のGC に対応した受信品質の測定報告が行われる。そのため、移動局装

置 ００はセル が衝突しているセルであっても、各セルの受信品質を報告すること

が可能となる。

００93 また、墓地局装置2００は、ハンドオーバー先のセルを適切に選択することが可能と

なる。更に、ハンドオーバー先のセルとして指定されるセルを明示することが可能とな

る。また、移動局装置 ００ほ衝突セル 情報を受信したときに、指定されたセルのG

C のみを取得すれば良いため、衝突しているセルがない工リアでの測定処理手順



は通常と同じで良い。

００94 本実施形態により、移動局装置 ００は、同一のセル が存在し、互いに衝突して

いることと、衝突しているセルのGC とを、墓地局装置2００から明示されるため、G

C に某づく下りリファレンス信号の測定を行ぅことが可能となる。

また、衝突しているセルであっても、GC によって各々の品質情報を明示すること

が可能となり、墓地局装置2００に精度の高い測定結果を報告することが可能となる。

これにより、不適切なハンドオーバーが抑制することができるため通信品質を向上さ

せることができる。

また、ハンドオーバー時に、衝突しているセルのどちらに移動局装置 ００がハンド

オーバーするか不明であるといぅ不確実性を排除し、ハンドオーバーの成功確率を

向上させることが可能となる。

００95 (第3の実施形態 )

次に、本発明の第3の実施形態について説明する。第3の実施形態による移動通

信システムは、墓地局装置と移動局装置を備えている。第3の実施形態による墓地

局装置と移動局装置の構成は、それぞれ第 の実施形態による墓地局装置2００(図

2) と移動局装置 ００(図 ) と同様であるため、それらの説明を省略する。

第3の実施形態は、ハンドオーバー指示メッセージ内に衝突セル 情報を含めるこ

とで、ハンドオーバー後にアクセスされるセルを識別可能な仕組みを提供する。

００96 図 2は、本発明の第3の実施形態によるハンドオーバー手順を示すシーケンス図

である。図 2は、セル が衝突している状況下のハンドオーバー手順を示している

移動局装置 ００と在圏セル並びに周辺セルとの関係は図3と同じである。また、ハ

ンドオーバー指示メッセージがソースセル (C )から通知されるまでの処理 (ス一
テップS 3０5 S3０6 S3０7) は、図6の処理 (ステップS 2０6 S2０7 S2０8)の処理

と同じである。

また、測定報告処理における下りリファレンス信号の測定処理 (ステップS 3０ S3

０2 S3０3 S3０4)は、図 9の処理 (ステッ S０2０ S０2 S０22 S０23) と同じ

である。



００97 本実施形態のソースセル (C の墓地局装置2００は、移動局装置 ００から報

告される周辺セルの受信品質や、セル問毎のハンドオーバーの成功回数などの情

報を周辺墓地局装置情報管理部2０8に保持している。そして、ソースセル (C

) の墓地局装置2００は、これらの統計情報を利用し、移動局装置 ００が同一セル

の下りリファレンス信号を識別せずに測定していたとしても、ある程度は好適なハンド

オーバー先のセルを指定することができる。

００98 本実施形態でほ、ソースセルがハンドオーバー指示メッセージを移動局装置 ００

に送信する場合に、ハンドオーバー指示メッセージに衝突セル 情報を含めて通知

する (ステップS 3０8)。衝突セル 情報には、少なくともセル (例えば、C

とGC (例えば、GC ) が含まれている。

衝突セル 情報を取得した移動局装置 ００は、ハンドオーバー時GC 取得処

理を実施する (ステッ S3０9)。ハンドオーバー時GC 取得処理とは、ハンドオー

バー指示メッセージ内の衝突セル 情報によって通知されたセル1 (図 2では

)のセルから送信さ一 れる報知情報チヤネルの受信処理を了 、刊 、指定されたセル

のセルに割り当てられているGC を取得する処理である。

００99 移動局装置 ００は、ハンドオーバー処理の前に指定されたセル の報知情報チヤ

ネルからGC を受信し(ステップS 3 ０ S 3 ) 、ハンドオーバー先のセルを一意に

特定する (図 2では、GC である隣接セルC

ハンドオーバー指示メッセージにハンドオーバー実行時間が含まれている場合、移

動局装置 ００は、ハンドオーバー実行時間に至る前にGC 取得処理を行い、ハン

ドオーバー実行時間に至った時点でハンドオーバーを実行する (ステップS 3 2)

ハンドオーバー実行時間として、即時実行が指定された場合、またはGC 取得前

にハンドオーバー実行時間に至った場合は、移動局装置 ００は、GC を取得した

直後にハンドオーバーを実行する。

０1００ 移動局装置 ００は、GC を取得済みであり、かつハンドオーバー実行時間後で

あればハンドオーバー指示メッセージで指定された無線周波数や送受信回路の制

御パラメータの切り替えを行う。その後、移動局装置 ００ほ、GC が一致した隣接



オーバー処理)。

下り同期確立処理のための制御パラメータは、先のハンドオーバー指示メッセージ

に含まれるか、事前にソースセル (C から移動局装置 ００に報知または通知

される。下り同期確立が完了した移動局装置 ００は、隣接セル (C との上り同

期確立のために、ランダムアクセス送信を行ぅ(ステップS 3 3)。ステップS3 4 3

5の処理は、図6のステップS2 2 2 3の処理と同様であるため、それらの説明を

省略する。

０1０1 図 3は、本発明の第3の実施形態による移動局装置 ００のGC 取得処理 (図 2

のステップS3０9)を示すフローチヤートである。図 3の処理は、衝突セル 情報を

含んだハンドオーバー指示メッセージを移動局装置 ００が受信したときに開始される

まず、移動局装置 ００は、受信した衝突セル 情報を記録する (ステップS 3 )

続いて、移動局装置 ００は、ステップS 3 で記録したセル のセルにて送信されて

いる報知情報チヤネルを受信し、セル毎の報知情報を取得する処理を行ぅ(ステップ

S 32) 。最後に、移動局装置 ００は、受信した報知情報からGC 情報を取得し、記

録する処理を行い(ステップ533) 、図 3に示す処理を終了する。

０1０2 また、本実施形態で使用されるハンドオーバー指示メッセージの構成は、図 又

は図 と同じものを用いる。すなわち、移動局装置 ００に対し、衝突セル 情報

で指定されたセル 以外へのハンドオーバーを指示する場合、墓地局装置2００は

図 のメッセージを送信する。また、墓地局装置2００は、衝突セル 情報で指定

されたセル へのハンドオーバーを指示する場合、図 のメッセージを移動局装

置 ００に送信する。

０1０3 本実施形態によれば、移動局装置 ００は測定報告に対して特別な処理をする必、

要がなくなり、制御が簡単になる。また、墓地局装置2００は、GC を用いることでハ

ンドオーバー先のセルとして指定されるセルを明示することが可能となる。このため、

移動局装置 ００は、セル が衝突している場合でもハンドオーバー先のセルを特定

することが可能である。

また、移動局装置 ００は衝突セル 情報をハンドオーバー指示メッセージで受信



したときに、指定されたセルのGC のみを取得すれば良いため、衝突しているセル

がないェリアでのハンドオーバー手順は通常と同じで良い。

０1０4 本実施形態により、移動局装置 ００はハンドオーバー手順の開始時において、同

一のセル が存在し互いに衝突していることと、衝突しているセルのGC とを、墓

地局装置2００から明示され、GC に某づくハンドオーバー先のセルの特定を行ぅこ

とが可能となる。

また、ハンドオーバー時に、衝突しているセルのどちらに移動局装置 ００がハンド

オーバーするか不明であるといぅ不確実性を排除し、ハンドオーバーの成功確率を

向上させることが可能となる。

０1０5 (第4の実施形態 )

次に、本発明の第4の実施形態について説明する。第4の実施形態による移動通

信システムは、墓地局装置と移動局装置を備えている。第4の実施形態による墓地

局装置と移動局装置の構成は、それぞれ第 の実施形態による墓地局装置2００(図

2) と移動局装置 ００(図 ) と同様であるため、それらの説明を省略する。

０1０6 第4の実施形態は、衝突セル 情報にセル とGC を含め、測定報告処理前に

GC を受信することによって、衝突している各セル のセルの受信品質を識別可

能な仕組みを提供する。また、本実施形態では、指定されたGC のセルの受信品

質を移動局装置 ００が報告しない仕組みを提供する。

本実施形態は、墓地局装置2００間の送信タイミングが非同期である場合に好適で

ある。しかし、墓地局装置2００間の送信タイミングが同期している場合にも適用するこ

とができる。

０1０7 図 4は、本発明の第4の実施形態による移動局装置 ００の測定報告処理を示す

シーケンス図である。図 4は、セル が衝突している状況下での、移動局装置 ００

の測定報告処理を示している。移動局装置 ００と在圏セル並びに周辺セルとの関係

は図3と同じである。

ソースセルは、測定前または測定中の移動局装置 ００に対して衝突セル 情報を

通知する (ステップS 4０ )。衝突セル 情報には、少なくともセル (例えば、C

一 ) とGC (例えば、GC C) が含まれている。



０1０8 衝突セル 情報を移動局装置 ００に通知する際には、ソースセル (C は

報知情報チヤネル (P と のいずれか)を用いても良いし、下り共用制

御チヤネルを用いても良い。

更には、ソースセルから移動局装置 ００へ衝突セル 情報を通知可能であれば、

それ以外の任意の物理チヤネルやメッセージを用いても良い。

０1０9 衝突セル 情報を取得した移動局装置 ００は、GC 取得処理を実施する (ステ

ップS 4０2) C 取得処理とは、衝突セル 情報によって通知されたセル1 (図

4ではC のセルから送信される報知情報チヤネルの受信処理を了 、刊 、指定さ

れたセル のセルに割り当てられているGC を取得する処理である。

移動局装置 ００は、GC を受信し(ステッ S 4０3 S 4０4) 、衝突GC 例外処

理を行う (ステップS 4０5)。衝突GC 例外処理とは、衝突セル 情報で指示された

GC (図 4ではGC 一C)のセルに関する下りリフアレンス信号の受信処理およ

び受信品質測定を制限し、セル問の受信品質の判定に用いないように制御する処

理、あるいは、衝突セル 情報で指示されたGC のセルの受信品質に某づくイベ

ント(例えば、ハンドオーバー条件の成立など) の報告を抑制する処理である。

０11０ 具体的には、セル問が非同期である場合、下りリフアレンス信号と報知情報チヤネ

ルの受信タイミングが同じものを同一セルから送信されたチヤネルだと移動局装置 ０

0は判定する。そして、移動局装置 ００は、判定したセル毎に、下りリフアレンス信号

の受信品質と報知情報チヤネルから取得したGC とを関連付ける。そして、移動局

装置 ００は、衝突セルとなるGC のセルについては下りリフアレンス信号の報告を

制限する。

０111 セル問が同期である場合、移動局装置 ００は、報知情報チヤネルの受信品質 (受

信電力や など)を某に、受信された下りリフアレンス信号の受信品質をセル毎

に予測する。そして、移動局装置 ００は、予測した下りリフアレンス信号の受信品質と

、報知情報チヤネルから取得したGC とを関連付ける。または、移動局装置 ００は

、衝突セル 情報のセルの下りリフアレンス信号については、受信信号を合成せず

に各々の品質を測定し、報知情報チヤネルから取得したGC と関連付ける。

そして、衝突セルとなるGC のセルについては下りリフアレンス信号の報告を制限



する。移動局装置 ００は、衝突セル 例外処理として、衝突セル 情報で指示され

たGC (図 4ではGC 一C)のセルに関する下りリファレンス信号の受信処理お

よび受信品質測定を制限し、セル問の受信品質の判定に用いないよぅに制御する。

これにより、GC のセルの受信品質は測定報告処理 (ステップS 4０6) において

測定報告メッセージに含まれずにソースセル (C に送信される (ステッ S4０

7)

０112 本実施形態の移動局装置 ００の下りリファレンス信号処理部は、図7の下りリファレ

ンス信号処理部 ０7bと同じものを用いることができるため、その詳細な説明を省略

する。ただし、本実施形態の下りリファレンス信号処理部 ０7bでは、指定されたGC

のセルに関連する下りリファレンス信号以外のリファレンスデータが出力可能な処

理が実施される。

例えば、選択信号、相関信号、またはリファレンスデータを出力するときに衝突セル

情報で指定されたGC (衝突セル )のセルに該当する出力を制限する。なお

GC 取得処理は図8と同じ処理を使用することができる。

０113 図 5は、本発明の第4の実施形態による移動局装置 ００の下りリファレンス信号処

理部 ０7b (図7参照 ) のGC 例外処理を示すフローチャートである。図 5の処理

は、衝突セル 情報を移動局装置 ００が受信したときに開始される。まず、移動局

装置 ００は、受信した衝突セル 情報をセル 管理部 ０73bに記録する (ステップ

S 4 )

続いて、系列選択部 ０72bに入力されるセル (検出済みセル ) に、前記衝突

プS 42)

０114 衝突セル が含まれている場合 (ステッ S 4 2で「 S」) 、系列選択部 ０72bは、

更に前記衝突セル 情報で指定されたGC かどぅかを判定する (ステップS 43)

指定されたGC であった場合 (ステップS 4 3で「 S」) 、衝突セル のGC に対

応する下りリファレンス信号以外の信号を系列選択部 ０72bで選択する (ステッ S4
4

衝突セル が含まれていない場合、または指定されたGC でない場合は (ステッ



S42で「 O」、かつ、ステップS43で「 O」) 、受信制御信号に基づく下りリファレ

ンス信号が系列選択部 ０72bで選択される (ステップS45) 。そして、ステップS45の

選択信号と受信した下りリファレンス信号の抽出信号との相関処理を相関処理部 ０

74bにて行い(ステップ546) 、相関信号を出力する。

なお、本実施形態において、移動局装置 ００は衝突セル 情報で指定されたGC

のセルの受信品質を除外するのではなく、指定されたGC 以外のセルの受信品

質を除外するよぅにしても良い。

０115 本実施形態によれば、移動局装置 ００において、衝突しているセル のぅち、指

定されたGC のセルの受信品質の測定報告が行われなくなる。そのため、ハンドオ

ーバー基準として指定されたGC のセルの受信品質が使用されることも、ハンドオ

ーバー先のセルとしてハンドオーバー指示メッセージで指定されることもなくなる。

また、移動局装置 ００は衝突セル 情報を受信したときに、指定されたセルのGC

のみを取得すれば良いため、衝突しているセルがないエリアでの測定処理手順は

通常と同じ処理を使用することができる。

０116 本実施形態により、移動局装置 ００は、同一のセル が存在し、互いに衝突して

いることを基地局装置2００により明示されるため、衝突しているセル のぅち、指定さ

れたGC のセルの下りリファレンス信号の測定を行ぅ必要がなくなる。よって、ハンド

オーバー時に、衝突しているセルのどちらに移動局装置 ００がハンドオーバーする

か不明であるとレぢ不確実性を排除し、ハンドオーバーの成功確率を向上させること

が可能となる。

また、移動局装置 ００は、衝突しているセル のぅち、指定されたGC のセルに

関する不要な受信品質の測定をする必要がなくなる。更に、移動局装置 ００は、指

定されたGC のセルに関する測定報告メッセージの送信を行わないため、消費電

力の削減が可能となる。

０117 なお、以上説明した実施形態において、第 ～第4の実施形態の移動局装置 ００

や基地局装置2００の各部の機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取

り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータ

に読み込ませ、実行することにより移動局装置 ００や基地局装置2００の制



御を行っても良い。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、 Sや周辺機器等の

ハードウェアを含む。

０118 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気

ディスク、 O C 等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハー

ドディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」

とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを

送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場

合のザーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモりのように、一

定時間プログラムを保持しているものも含む。また上記プログラムは、前述した機能の

一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステ

ムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良

０119 以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構

成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設

計等も特許請求の範囲に含まれる。

産業上の利用可能性

０12０ 本発明は、衝突セルが存在する場合であっても、移動局装置と基地局装置との間

で通信する際の処理を簡略化することができる移動通信システム、墓地局装置、移

動局装置及び移動通信方法などに適用できる。



請求の範囲

移動局装置と墓地局装置とを備える移動通信システムであって、

前記墓地局装置は、所定の通信範囲内に同一の同期チャネルの無線信号を送信

する少なくとも2つの墓地局装置が存在する場合において、前記同一の同期チャネ

ルの無線信号を送信する墓地局装置のセル識別情報を前記移動局装置に送信す

るセル識別情報送信部を備え、

前記移動局装置は、前記墓地局装置のセル識別情報に某づく測定処理を行い、

前記測定処理によって得られた測定結果を前記墓地局装置に送信する測定結果送

信部を備えることを特徴とする移動通信システム。

2 前記墓地局装置のセル識別情報は、ブライマり同期チャネルとセカンダリ同期チャ
ネルの細み合わせによって特定されるセル識別情報であることを特徴とする請求項

に記載の移動通信システム。

3 前記墓地局装置のセル識別情報は、ブライマり同期チャネルとセカンダリ同期チャ
ネルの細み合わせによって特定されるセル識別情報と、セル毎に一意に割り当てら

れるグローバルセル識別情報であることを特徴とする請求項 に記載の移動通信シ

ステム。

4 前記墓地局装置のセル識別情報は、ハンドオーバー指示メッセージを用いて前記

移動局装置に送信されることを特徴とする請求項 に記載の移動通信システム。

5 前記移動局装置の測定処理は、前記墓地局装置のセル識別情報で指定されたセ

ル以外の測定結果を含めることを特徴とする請求項 の移動通信システム。

6 前記移動局装置の測定処理は、前記墓地局装置のセル識別情報で指定されたグ

ローバルセル識別情報を持つ墓地局装置の報知情報を取得し、同一の同期チャネ

ルの無線信号を送信する少なくとも2つの墓地局装置を各々識別することを特徴とす

る請求項 の移動通信システム。

7 移動局装置と墓地局装置とを備える移動通信システムであって、

前記墓地局装置は、所定の通信範囲内に同一の同期チャネルの無線信号を送信

する少なくとも2つの墓地局装置が存在する場合において、前記同一の同期チャネ

ルの無線信号を送信する墓地局装置のセル識別情報をハンドオーバー指示メッセ



一ジに含めて前記移動局装置に送信するセル識別情報送信部を備え、

前記移動局装置は、前記ハンドオーバー指示メッセージのセル識別情報で指定さ

れたグローバルセル識別情報を持つ墓地局装置の報知情報を取得し、同一の同期

チャネルの無線信号を送信する少なくとも2つの墓地局装置のグローバルセル識別

情報を同定した後にハンドオーバー手順を開始するハンドオーバー処理部を備える

ことを特徴とする移動通信システム。

8 移動局装置と通信する墓地局装置であって、

所定の通信範囲内に同一の同期チャネルの無線信号を送信する少なくとも2つの

墓地局装置が存在する場合において、前記同一の同期チャネルの無線信号を送信

する墓地局装置のセル識別情報を前記移動局装置に送信するセル識別情報送信

部を備えることを特徴とする墓地局装置。

9 墓地局装置と通信する移動局装置であって、

前記墓地局装置のセル識別情報に某 、づく測定処理を了刊 、前記測定処理によっ
て得られた測定結果を前記墓地局装置に送信する測定結果送信部を備えることを

特徴とする移動局装置。

０ 移動局装置と通信する墓地局装置であって、

所定の通信範囲内に同一の同期チャネルの無線信号を送信する少なくとも2つの

墓地局装置が存在する場合において、前記同一の同期チャネルの無線信号を送信

する墓地局装置のセル識別情報をハンドオーバー指示メッセージに含めて前記移

動局装置に送信するセル識別情報送信部を備えることを特徴とする墓地局装置。

墓地局装置と通信する移動局装置であって、

ハンドオーバー指示メッセージのセル識別情報で指定されたグローバルセル識別

情報を持つ墓地局装置の報知情報を前記墓地局装置から取得し、同一の同期チャ
ネルの無線信号を送信する少なくとも2つの墓地局装置のグローバルセル識別情報

を同定した後にハンドオーバー手順を開始するハンドオーバー処理部を備えることを

特徴とする移動局装置。

2 移動局装置と墓地局装置とを用いた移動通信方法であって、

前記墓地局装置は、所定の通信範囲内に同一の同期チャネルの無線信号を送信



する少なくとも2つの墓地局装置が存在する場合において、前記同一の同期チャネ

ルの無線信号を送信する墓地局装置のセル識別情報を前記移動局装置に送信す

るセル識別情報送信過程を有し、

前記移動局装置は、前記墓地局装置のセル識別情報に某づく測定処理を行い、

前記測定処理によって得られた測定結果を前記墓地局装置に送信する測定結果送

信過程を有することを特徴とする移動通信方法。

3 移動局装置と墓地局装置とを用いた移動通信方法であって、

前記墓地局装置は、所定の通信範囲内に同一の同期チャネルの無線信号を送信

する少なくとも2つの墓地局装置が存在する場合において、前記同一の同期チャネ

ルの無線信号を送信する墓地局装置のセル識別情報をハンドオーバー指示メッセ

ージに含めて前記移動局装置に送信するセル識別情報送信過程を有し、

前記移動局装置は、前記ハンドオーバー指示メッセージのセル識別情報で指定さ

れたグローバルセル識別情報を持つ墓地局装置の報知情報を取得し、同一の同期

チャネルの無線信号を送信する少なくとも2つの墓地局装置のグローバルセル識別

情報を同定した後にハンドオーバー手順を開始するハンドオーバー処理過程を有す

ることを特徴とする移動通信方法。
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This inte ational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

I I Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. I I Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

I I Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. Ill Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This nternational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
Claims 1-6 , 8 , 9 , 12 : A mobile station performs measurement , provides cell
identification information, and transmits the result o f the measurement .
Claims 7 , 10 , 11 , 13 : Global cell identification information i s included
i n a handover instruction for transmission and handover processing i s started
after the global cell identification information i s identified .

I I As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable

claims.

J As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of

additional fees.

3. I As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers

only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

I I No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest | | 1 t onal search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable,

the payment of a protest fee.

The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest
fee was not paid withm the time limit specified in the invitation.

No protest accompanied the payment of additional search fees.
Form PCT/ISA/210 (contmua on of first sheet (2)) (April 2007)



国際調査報告 国際出願番号 ノ ノ

A ・ 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 ( I PC) )

IntCl H04W24/10 (2009. 01) i , H04J1/00 (2006. 01) i , H04J11/00 (2006. 01) i , H04W36/08 (2009. 01) i

B ・ 調査を行 た分野
査を行 た最小限資料 (国際特許分類 ( I P C ) )

IntCl H04W4/00-H04W99/00 H04J1/00, H04J11/00

最小限資料以外の資料て調査を行 た分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1 9 2 2 1 9 9 6 午
日本国公開実用新案公報 1 9 7 1 2 0 0 9 午
日本国実用新案登録公報 1 9 9 6 - 2 0 0 9 午
日本国登録実用新案公報 1 9 9 4 - 2 0 0 9 午

国際調査て使用した電子テ タ ス (テ タ ス の名称、調査に使用した用譜

C ・ 関連する 認められる文献
引用文献の 関連する
カテ ホ 引用文献名 及ひ 部の箇所か関連する きは、 その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

JP 2002-509407 A (オ ジ ソナ 3. ケイ ョy 1, 3-6, 8, 9, 12

サ ヴィ テ ッド) 2002. 03. 26, [0041] & WO 99/31918 A l

& US 6859654 B l & EP 1038412 A l 2, 7, 10, 11, 13

Erik Dahlraan et al. , 3G Evolution, Elsevier ltd. , 2007, PP357-359

JP 11-505980 A (テ 7オy アクチ ボラゲット / ム 7, 10, 11, 13

ク ソ 7 ) ) 1999. 05. 25, P16L15-P17L8 & WO 96/38014 A l

& US 6449482 B l & EP 0829177 A l

ヴ C 欄の続きにも文献か J挙 されて る。 ヴ ト ァ に関する別紙を参 。

ホ 引用文献の力テ J の日の役に公表 された文献
A 特に関連のある文献てはな < 、 般的技術水準を示す ΓT 国際出願 日又は優先 日後に公表 された文献てあ て

もの 出願 矛盾するものてはな 、発明の原理又は理論
ΓE 国際出願 日前の出願または特許てあるか、国際出願 日 の理解のために引用するもの

以後に公表 されたもの X J 特に関連のある文献てあ て、 当該文献のみて発明
Γ J 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性かな 考えられるもの

日若し は他の特別な理 由を確立するために引用す Y J 特に関連のある文献てあ て、 当該文献 他の 1 以
る文献 理由を付す 上の文献 の、当業者に t て自明てある組合 に

O 口頭によ る開示、使用、展示等に言及する文献 よ て進歩性かな 考えられるもの
p j 国際出願 日前て、か 優先権の主張の基礎 なる出願 Γ& J 同 テ ト ア y 文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送 日
0 4 . 0 3 . 2 0 0 9 1 7 . 0 3 . 2 0 0 9

国際調査機関の名称及ひあて先 特許庁審査官 権限のある職員 5 J 4 1 0 1

日本国特許庁 ( I S A ノ J P ) 望月 章俊
郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞か関三丁目4 番 3 号 電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 5 3 4

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (第 2 ) ( 2 0 0 7 午 4 月 )



国際調査報告 国際出願番r号

第 欄 請求の範囲の 部の調査かてきな ときの意見 第 1 の の続き

怯第 条第 項 ( P C T 17条 (2) (a) ) の規定によ り、 この国際調査報告は次の理 由によ り請求の範囲の 部に て作
成しな た。

・ 請求の範囲 は、 この国際調査機関か調査をするこ を要しな 対象に係 るものてある。

ま り、

・ ビ 請求の範囲 は、有意義な国際調査をすることかてきる程度まて所定の要件を価たして
な 国際出願の部分に係 るものてある。 ま り、

・ 請求の範囲 は、従属請求の範囲てあ て P C T規則6・4 (a) の第 文及ひ第 文の規定に
従 て記載されて な 。

第m欄 発明の単一性か欠如して る ときの意見 (第 1 の の続き

次に述 るょ にこの国際出願に二以上の発明かぁる とこの国際調査機 ま詔 た。
請求の範囲1-6, 8, 9, 12 :移動局が測定を行 、セ 識別情報を付与して、測定結果を送信する
請求の範囲7, 10, 11, 13 : ドオ 指示の中にグ セ 識別情報を含め送信 し、グ

/ / セ 識別情報を同定 した後に ドオ 処理を開始する

i ・ r 出願人か必要な追加調査手数科をす て期間内に納付したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て作成した。

・ 汀 追加調査手数科を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査することかてきたのて、追
加調査手数科の納付を求めな た。

・デ 出願人か必要な追加調査手数科を 部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、手数科の納
付のあ た次の請求の範囲のみに て作成した。

4 ・ r 出願人か必要な追加調査手数科を期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成した。

追加調査手数科の異議の中立てに関する住意
追加調査手数科及ひ、該当する場合には、異議申立手数科の納付 と共に、 出願人 ら異議申立てかあ た。
追加調査手数科の納付 と共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間
内に支払われな た。
追加調査手数科の納付はあ たか、異議申立てはな た。

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (第 l の続葉 ( 2 ) ) ( 2 0 0 7 午 4 月 )
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