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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のセルと、前記第１のセルに包含される第２のセルとを有するネットワークにおい
て前記第２のセル内の端末との通信を制御する基地局であって、
　前記第１のセルから前記第２のセルへ前記端末をハンドオーバさせるためのハンドオー
バ要求を、前記第１のセルの基地局から受信するハンドオーバ要求受信部と、
　前記ハンドオーバ要求に対する応答であって前記端末の第２のセルにおける識別情報を
含むハンドオーバ応答を前記第１のセルの基地局に送信し、前記第１のセルの基地局から
前記端末に前記識別情報を通知させるハンドオーバ応答送信部と、
　前記識別情報を用いて設定した個別チャネルを通じて、前記端末が前記第２のセルの基
地局からのデータを受信可能な期間より短い時間間隔で、ハンドオーバコマンドを含む個
別信号を前記端末に繰り返し送信する個別信号送信部と、
　を備える基地局。
【請求項２】
　前記個別信号に応じて前記端末から送信されるＲＡＣＨプレアンブルコマンドを受信す
るＲＡＣＨプレアンブルコマンド受信部を備え、
　前記個別信号送信部は、前記ＲＡＣＨプレアンブルコマンドを受信したとき、あるいは
、前記個別信号の送信開始から所定時間が経過したときに前記個別信号の送信を停止する
請求項１に記載の基地局。
【請求項３】
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　第１のセルと、前記第１のセルに包含される第２のセルとを有するネットワークにおい
て前記第２のセル内の端末との通信を制御する基地局であって、
　前記第１のセルから前記第２のセルへ前記端末をハンドオーバさせるためのハンドオー
バ要求を、前記第１のセルの基地局から受信するハンドオーバ要求受信部と、
　前記ハンドオーバ要求に対するレスポンスを前記第１のセルの基地局に送信するハンド
オーバ応答送信部と、
　共通チャネルを通じて、アクセス情報を含む報知情報を送信する報知情報送信部と、
　を備え、
　前記報知情報送信部は、前記ハンドオーバ要求に応じてハンドオーバを行うときに、前
記ハンドオーバ要求を受信する前より前記報知情報の送信間隔を小さくする基地局。
【請求項４】
　前記個別信号に応じて前記端末から送信されるＲＡＣＨプレアンブルコマンドを受信す
るＲＡＣＨプレアンブルコマンド受信部を備え、
　前記報知情報送信部は、前記ＲＡＣＨプレアンブルコマンドを受信したとき、あるいは
、前記報知情報の送信間隔を小さくしてから所定時間が経過したときに前記報知情報の送
信間隔を元に戻す請求項３に記載の基地局。
【請求項５】
　第１のセルと、前記第１のセルに包含される第２のセルとを有するネットワークにおい
て前記第１のセル内の端末との通信を制御する基地局であって、
　前記端末から、その端末が電波を検知した前記第２のセルのセル識別子およびその電波
の品質情報を含む測定報告を受信する測定報告受信部と、
　前記測定報告に基づいて前記第１のセルから前記第２のセルへ前記端末をハンドオーバ
すべきと判定したときに、ハンドオーバ先と判定されたセル識別子を有する第２のセルの
基地局のうち前記端末からのアクセスが許可されている基地局にハンドオーバ要求を送信
するハンドオーバ要求送信部と、
　前記ハンドオーバ要求に対するレスポンスであって前記第２のセルにおける前記端末の
識別情報を含むハンドオーバ応答を前記第２のセルから受信するハンドオーバ応答受信部
と、
　前記ハンドオーバ応答に含まれる前記識別情報を前記端末に通知する識別情報送信部と
、を備える基地局。
【請求項６】
　第１のセルと、前記第１のセルに包含される第２のセルとを有するネットワークにおい
て前記第１のセル内の端末との通信を制御する基地局であって、
　前記端末から、その端末が電波を検知した前記第２のセルのセル識別子およびその電波
の品質情報を含む測定報告を受信する測定報告受信部と、
　前記測定報告に基づいて前記第１のセルから前記第２のセルへ前記端末をハンドオーバ
すべきと判定したときに、ハンドオーバ先と判定されたセル識別子を有する第２のセルの
基地局にハンドオーバ要求を送信するハンドオーバ要求送信部と、
　前記ハンドオーバ要求に対するハンドオーバ応答を前記第２のセルから受信するハンド
オーバ応答受信部と、
　前記端末から、前記第２のセルに対するアクセス許否の情報を受信するアクセス許否通
知受信部と、
　前記第２のセルの基地局に対するアクセスが許可されている場合に、前記端末に対しハ
ンドオーバコマンドを送信するハンドオーバコマンド送信部と、
　を備える基地局。
【請求項７】
　前記ハンドオーバ要求送信部は、前記測定報告に基づいてハンドオーバすべきと判定さ
れたセル識別子を有する第２のセルの基地局のうち前記端末からのアクセスが許可されて
いる基地局に前記ハンドオーバ要求を送信する請求項６に記載の基地局。
【請求項８】
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　端末から測定報告を受信する受信部と、
　受信した測定報告に基づいて端末をハンドオーバさせるべきか否か判定する判定部と、
　ハンドオーバさせるべきと判定された場合は、ハンドオーバ先の基地局装置に報知情報
の送信頻度を変更する指示を送信する送信部と、
　を備える基地局。
【請求項９】
　ハンドオーバ先の基地局からハンドオーバ可能の応答を受信したときに、前記端末に対
して、前記ハンドオーバ先の基地局から送信される報知情報の受信指示を含むハンドオー
バコマンドを送信するハンドオーバコマンド送信部を備える請求項８に記載の基地局。
【請求項１０】
　第１のセル内の端末との通信を制御する第１の基地局と、前記第１のセルに包含される
第２のセル内の端末との通信を制御する第２の基地局とを有する無線通信システムであっ
て、
　前記第１の基地局は、前記第１のセルから前記第２のセルへ前記端末をハンドオーバさ
せるためのハンドオーバ要求を前記第２の基地局に送信し、
　前記第２の基地局は、前記ハンドオーバ要求に対する応答であって前記端末の第２のセ
ルにおける識別情報を含むハンドオーバ応答を前記第１のセルの基地局に送信し、
　前記第１の基地局は、前記ハンドオーバ応答に含まれる前記識別情報を前記端末に通知
し、
　前記第２の基地局は、前記識別情報を用いて設定した個別チャネルを通じて、前記端末
が前記第２のセルの基地局からのデータを受信可能な期間より短い時間間隔で、ハンドオ
ーバコマンドを含む個別信号を前記端末に繰り返し送信する無線通信システム。
【請求項１１】
　第１のセル内の端末との通信を制御する第１の基地局と、前記第１のセルに包含される
第２のセル内の端末との通信を制御する第２の基地局とを有する無線通信システムであっ
て、
　前記第１の基地局は、前記第１のセルから前記第２のセルへ前記端末をハンドオーバさ
せるためのハンドオーバ要求を前記第２の基地局に送信し、
　前記第２の基地局は、前記ハンドオーバ要求に対するハンドオーバ応答を前記第１のセ
ルの基地局に送信し、
　前記第２の基地局は、前記ハンドオーバ要求に応じてハンドオーバを行うときに、前記
ハンドオーバ要求を受信する前より、共通チャネルを通じて送信するアクセス情報を含む
報知情報の送信間隔を小さくする無線通信システム。
【請求項１２】
　第１のセルと、前記第１のセルに包含される第２のセルとを有するネットワークにおい
て前記第２のセル内の端末との通信を制御する基地局が行うハンドオーバ方法であって、
　前記第１のセルから前記第２のセルへ前記端末をハンドオーバさせるためのハンドオー
バ要求を、前記第１のセルの基地局から受信するステップと、
　前記ハンドオーバ要求に対する応答であって前記端末の第２のセルにおける識別情報を
含むハンドオーバ応答を前記第１のセルの基地局に送信し、前記第１のセルの基地局から
前記端末に前記識別情報を通知させるステップと、
　前記識別情報を用いて設定した個別チャネルを通じて、前記端末が前記第２のセルの基
地局からのデータを受信可能な期間より短い時間間隔で、ハンドオーバコマンドを含む個
別信号を前記端末に繰り返し送信するステップと、
　を備えるハンドオーバ方法。
【請求項１３】
　第１のセルと、前記第１のセルに包含される第２のセルとを有するネットワークにおい
て前記第２のセル内の端末との通信を制御する基地局が行うハンドオーバ方法であって、
　前記第１のセルから前記第２のセルへ前記端末をハンドオーバさせるためのハンドオー
バ要求を、前記第１のセルの基地局から受信するステップと、
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　前記ハンドオーバ要求に対するハンドオーバ応答を前記第１のセルの基地局に送信する
ステップと、
　前記ハンドオーバ要求に応じてハンドオーバを行うときに、前記ハンドオーバ要求を受
信する前より、共通チャネルを通じて送信するアクセス情報を含む報知情報の送信間隔を
小さくするステップと、
　を備えるハンドオーバ方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハンドオーバ技術に関し、特に、端末がハンドオーバ先のセルに対するアク
セスを許可されているか否かを判定してハンドオーバを行う技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、通信中の端末を異なるセル間においてハンドオーバする技術が知られていた
。例えば、非特許文献１は、１０．１．２．１．１節において、マクロセル間におけるハ
ンドオーバの手順を規定している。図２１は、非特許文献１に記載されたハンドオーバの
フローチャートである。図２１を参照しながら、従来のハンドオーバ手順について説明す
る。
【０００３】
　まず、端末（ＵＥ：User Equipment）は、周辺基地局からの信号を受信して伝播路品質
を測定する。端末は、この測定結果を測定報告（図２１に示す「２．測定報告」）によっ
て、現在接続中の基地局（Source eNB、以下、「ＳｅＮＢ」という）に通知する。測定報
告には、端末にとって伝播路品質の良い基地局のセル識別情報（セルＩＤ）および端末の
アクセス情報（Tracking Area ID、以下「ＴＡＩＤ」という）などが含まれている。Ｓｅ
ＮＢは、伝播路状況の良い基地局を端末のハンドオーバ先の基地局（Target ｅＮＢ、以
下「ＴｅＮＢ」という）として決定する。
【０００４】
　ＳｅＮＢは、隣接セルリスト（Neighbor Cell List、以下「ＮＣＬ」という）を有して
おり、ＳｅＮＢに隣接する基地局のセルＩＤやアクセス情報（ＴＡＩＤ）などがリスト化
されている。ＳｅＮＢは、このＮＣＬを用いて、測定報告で通知されるセルＩＤに対応す
る基地局（ＴｅＮＢ）に対して、ハンドオーバ要求信号（図２１に示す「４．ハンドオー
バ要求」）を送信する。
【０００５】
　ＴｅＮＢは、ハンドオーバ要求信号を受信すると、残りのリソースの状況等に基づいて
ハンドオーバが可能か否かを判断する。ＴｅＮＢは、ハンドオーバ可能と判断すると、Ｓ
ｅＮＢに対してハンドオーバ応答信号（図２１に示す「６．ハンドオーバ応答」）を送信
する。
【０００６】
　ＳｅＮＢは、ハンドオーバ応答信号を受信すると、端末に対してハンドオーバ実行命令
信号（図２１に示す「７．ハンドオーバコマンド」）を送信する。ハンドオーバ実行命令
には、ＴｅＮＢにおける端末の識別ＩＤ（Ｃ－ＲＮＴＩ）など、端末がその後の上り回線
の同期処理に必要な情報が含まれる。
【０００７】
　端末は、ハンドオーバ実行命令を受信すると、Random Access Preambleをハンドオーバ
先の基地局（ＴｅＮＢ）に送信して、上り回線の同期処理を開始する（図２１に示す「９
．同期」）。ＴｅＮＢは、Random Access Preambleを受信すると、端末の上り回線用の割
り当てを行い、端末に割り当て情報を通知する（図２１に示す「１０．ＵＬアロケーショ
ン+ＵＥのためのＴＡ」）。端末は、ＴｅＮＢとの接続に成功するとハンドオーバ確認信
号（図２１に示す「１１．ハンドオーバ確認」）をＴｅＮＢに送信し、端末におけるハン
ドオーバ処理が完了したことを通知する。以上、マクロセル間におけるハンドオーバ処理
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の概略について説明した。
【０００８】
　ところで、３ＧＰＰ　ＬＴＥでは、屋内で屋内用の基地局（Home ｅＮＢ）を設置して
ＣＳＧ（Closed Subscriber Group）セルを構築することが検討されている。一のマクロ
セルの中に、複数のＣＳＧセルが設けられる。ＣＳＧセルの基地局は、マクロセルの基地
局と異なり、非特許文献２の６．３．１ａ．３節の表に見られるように、アクセス制限を
有する。このため、端末は、アクセスを許可された基地局にしか接続することができない
。端末は、どんなに伝搬路品質の良い基地局を検出しても、アクセス許可がなければ接続
することができない。
【非特許文献１】３ＧＰＰ ＴＳ ３６．３００ Ｖ８．３．０
【非特許文献２】３ＧＰＰ ＴＳ ３６．３１１ Ｖ８．０．０
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　端末がＣＳＧセルの基地局へのアクセスが許可されているか否かを確認するためには、
基地局から送信される報知情報であるScheduling Unit（以下「ＳＵ－１」という）に含
まれるＴＡＩＤを確認する必要がある。端末は、自身がもつＴＡＩＤと基地局のＴＡＩＤ
とを照合し、両者が一致すれば、その基地局へのアクセスが許可されていると判断する。
【００１０】
　ところで、ＣＳＧセルの基地局からの送信信号は、マクロセルの基地局からの送信信号
とは異なる周波数帯で通信される場合もある。その場合、端末が基地局から送信されるＳ
Ｕ－１を受信してアクセス許可を確認するためには、マクロセルの基地局との通信を一時
中止する必要がある。マクロセルの基地局との通信を一時的に中止する期間を、本明細書
では、「ｇａｐ期間」という。なお、ｇａｐ期間においても、端末は、異なる周波数帯で
通信されるセルからの電波を検知することは可能である。
【００１１】
　ＣＳＧセルは以上のような性質を有することから、端末は、ｇａｐ期間に、ハンドオー
バ先から送信されるＳＵ－１を受信し、ハンドオーバ先のＣＳＧセルに対してアクセス可
能であるか否かを判断する必要があると考えられる。
【００１２】
　図２２は、現在策定中の仕様をもとに、マクロセルの基地局からＣＳＧセルの基地局に
ハンドオーバを行う際の動作を示す図である。なお、図２２に示すフローは、現在策定中
のフローの改善点を分り易く説明するための仮想のフローであり、公知ではない。図２２
において、ＵＥは端末、ＳｅＮＢはハンドオーバ元のマクロセルの基地局、ＴｅＮＢはハ
ンドオーバ先のＣＳＧセルの基地局を示す。ＴｅＮＢは、端末に対して定期的にＳＵ－１
を送信している。端末は、ＳｅＮＢから送信される信号を受信する期間と、ＴｅＮＢから
送信される信号を受信する期間（ｇａｐ期間）を切り替えるタイムシェアリングにより、
周波数の異なる両方の基地局からの信号を受信する。
【００１３】
　端末は、ＳｅＮＢの電波およびＴｅＮＢからの電波を検知し、その受信品質のレポート
を現在通信中のＳｅＮＢに送信する。ＳｅＮＢは、ＳｅＮＢとＴｅＮＢとの受信品質に基
づいてハンドオーバすべきか否かを判定する。例えば、ＳｅＮＢは、ＳｅＮＢとＴｅＮＢ
の受信品質を比較し、ＴｅＮＢの方が受信品質が良い場合には、ＴｅＮＢへのハンドオー
バをすべきと判定する。ハンドオーバをすべき場合には、ＴｅＮＢに対してハンドオーバ
要求を送信する。ハンドオーバ要求を受信したＴｅＮＢは、新しい端末を接続するリソー
スがあるか等に基づいてハンドオーバの可否を判定し、ハンドオーバ応答をＴｅＮＢに送
信する。ここでは、ＴｅＮＢは、ハンドオーバＯＫのレスポンスを返したとする。
【００１４】
　次に、ＳｅＮＢは、端末からのレポートに基づいて、端末からＴｅＮＢへのアクセスが
許可されているか否かを判断する。詳細には、端末は、ＳＵ－１を受信したときに、ＳＵ
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－１に含まれるＴＡＩＤを検知し、端末のＴＡＩＤとＳｅＮＢのＴＡＩＤとを比較してア
クセス可能か否かを判定する。端末は、アクセス可否の情報を測定報告に含めてＳｅＮＢ
に送信する。ＳｅＮＢは、端末から基地局へのアクセスが許可されている場合には、Ｓｅ
ＮＢは、端末にハンドオーバコマンドを送信する。端末は、ハンドオーバコマンドを受信
すると、ＳｅＮＢに対してＲＡＣＨプレアンブルを送信し、ＴｅＮＢへの接続動作を行う
。図２２では、以下の動作の記載を省略している。
【００１５】
　図２２に示すように、ハンドオーバ先のＳｅＮＢへのアクセスが許可されているか否か
を判定するために、端末は、ＳｅＮＢから送信されるＳＵ－１を受信する必要がある。ｇ
ａｐ間にＳＵ－１が送信されてこないと次のｇａｐ期間までＳＵ－１を受信する機会がな
い。しかも、次のｇａｐ期間のタイミングに、必ずしもＳＵ－１が送信されてくるとも限
らない。例えば、現在策定中の仕様では、数１０ｍｓごとに存在するｇａｐ期間は、たっ
たの６ｍｓであるので、その６ｍｓのｇａｐ間にＳＵ－１が送信されてこないと次のｇａ
ｐ期間までＳＵ－１を受信する機会がない。しかも、次のｇａｐ期間のタイミングに、必
ずしもＳＵ－１が送信されてくるとも限らない。このため、アクセスが許可されているか
否かの判定に時間を要し、ひいてはハンドオーバに長時間を要する可能性がある。
【００１６】
　そこで、本発明は、上記背景に鑑み、アクセス許可があるか否かを迅速に判定し、円滑
なハンドオーバを実現する基地局および無線通信システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の基地局は、第１のセルと、前記第１のセルに包含される第２のセルとを有する
ネットワークにおいて前記第２のセル内の端末との通信を制御する基地局であって、前記
第１のセルから前記第２のセルへ前記端末をハンドオーバさせるためのハンドオーバ要求
を、前記第１のセルの基地局から受信するハンドオーバ要求受信部と、前記ハンドオーバ
要求に対する応答であって前記端末の第２のセルにおける識別情報を含むハンドオーバ応
答を前記第１のセルの基地局に送信し、前記第１のセルの基地局から前記端末に前記識別
情報を通知させるハンドオーバ応答送信部と、前記識別情報を用いて設定した個別チャネ
ルを通じて、前記端末が前記第２のセルの基地局からのデータを受信可能な期間より短い
時間間隔で、ハンドオーバコマンドを含む個別信号を前記端末に繰り返し送信するハンド
オーバコマンド送信部とを備える。
【００１８】
　このようにハンドオーバ要求に対して識別情報を含むハンドオーバ応答を送信し、第１
のセルの基地局から端末に対して識別情報を通知させることにより、第１のセルの基地局
にハンドオーバ応答を返すという処理を行うだけで、個別チャネルを用いて端末に個別信
号を送信することが可能になる。また、個別信号の送信間隔を、端末が第２のセルの基地
局からのデータを受信可能な期間より短くしているので、個別信号の送信開始後の最初の
受信可能期間に、端末が個別信号を受信でき、短時間でハンドオーバを行える。
【００１９】
　上記基地局は、前記個別信号に応じて前記端末から送信されるＲＡＣＨプレアンブルコ
マンドを受信するＲＡＣＨプレアンブルコマンド受信部を備え、前記個別信号送信部は、
前記ＲＡＣＨプレアンブルコマンドを受信したとき、あるいは、前記個別信号の送信開始
から所定時間が経過したときに前記個別信号の送信を停止してもよい。
【００２０】
　このように所定時間が経過したときに個別信号の送信を停止することにより、端末が第
２のセルにハンドオーバしない場合に、個別チャネルのリソースを適切な時期に解放する
ことができる。
【００２１】
　本発明の別の態様の基地局は、第１のセルと、前記第１のセルに包含される第２のセル
とを有するネットワークにおいて前記第２のセル内の端末との通信を制御する基地局であ
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って、前記第１のセルから前記第２のセルへ前記端末をハンドオーバさせるためのハンド
オーバ要求を、前記第１のセルの基地局から受信するハンドオーバ要求受信部と、前記ハ
ンドオーバ要求に対するレスポンスを前記第１のセルの基地局に送信するハンドオーバ応
答送信部と、共通チャネルを通じて、アクセス情報を含む報知情報を送信する報知情報送
信部とを備え、前記報知情報送信部は、前記ハンドオーバ要求に応じてハンドオーバを行
うときに、前記ハンドオーバ要求を受信する前より前記報知情報の送信間隔を小さくする
構成を有する。
【００２２】
　このようにハンドオーバ要求に応じてハンドオーバを行うときに報知情報の送信間隔を
ハンドオーバ要求の受信前より小さくすることにより、報知情報を受信し損ねる確率を低
減でき、短時間でハンドオーバを行える。なお、報知情報の送信間隔を第２のセルの基地
局からのデータを受信可能な期間より短い間隔とすれば、最初の受信可能期間で報知情報
を受信できる。
【００２３】
　上記基地局は、前記個別信号に応じて前記端末から送信されるＲＡＣＨプレアンブルコ
マンドを受信するＲＡＣＨプレアンブルコマンド受信部を備え、前記報知情報送信部は、
前記ＲＡＣＨプレアンブルコマンドを受信したとき、あるいは、前記報知情報の送信間隔
を小さくしてから所定時間が経過したときに前記報知情報の送信間隔を元に戻してもよい
。
【００２４】
　このように所定時間が経過したときに個別信号の送信を停止することにより、共通チャ
ネルのリソースの使用状態を元に戻すことができる。
【００２５】
　本発明の別の態様の基地局は、第１のセルと、前記第１のセルに包含される第２のセル
とを有するネットワークにおいて前記第１のセル内の端末との通信を制御する基地局であ
って、前記端末から、その端末が電波を検知した前記第２のセルのセル識別子およびその
電波の品質情報を含む測定報告を受信する測定報告受信部と、前記測定報告に基づいて前
記第１のセルから前記第２のセルへ前記端末をハンドオーバすべきと判定したときに、ハ
ンドオーバ先と判定されたセル識別子を有する第２のセルの基地局のうち前記端末からの
アクセスが許可されている基地局にハンドオーバ要求を送信するハンドオーバ要求送信部
と、前記ハンドオーバ要求に対する応答であって前記第２のセルにおける前記端末の識別
情報を含むハンドオーバ応答を前記第２のセルから受信するハンドオーバ応答受信部と、
前記ハンドオーバ応答に含まれる前記識別情報を前記端末に通知する識別情報送信部とを
備える。
【００２６】
　このようにハンドオーバ要求のレスポンスに含まれる識別情報を端末に対して通知する
ことにより、第２のセルの基地局から端末に対し、個別チャネルを用いて個別信号を送信
することが可能になる。
【００２７】
　本発明の別の態様の基地局は、第１のセルと、前記第１のセルに包含される第２のセル
とを有するネットワークにおいて前記第１のセル内の端末との通信を制御する基地局であ
って、前記端末から、その端末が電波を検知した前記第２のセルのセル識別子およびその
電波の品質情報を含む測定報告を受信する測定報告受信部と、前記測定報告に基づいて前
記第１のセルから前記第２のセルへ前記端末をハンドオーバすべきと判定したときに、ハ
ンドオーバ先と判定されたセル識別子を有する第２のセルの基地局にハンドオーバ要求を
送信するハンドオーバ要求送信部と、前記ハンドオーバ要求に対するハンドオーバ応答を
前記第２のセルから受信するハンドオーバ応答受信部と、前記端末から、前記第２のセル
に対するアクセス許否の情報を受信するアクセス許否通知受信部と、前記第２のセルの基
地局に対するアクセスが許可されている場合に、前記端末に対しハンドオーバコマンドを
送信するハンドオーバコマンド送信部とを備える。
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【００２８】
　このように端末からのアクセスが許可されているか否かに関わらず、ハンドオーバ先と
判定されたセル識別子を有するすべての基地局にハンドオーバ要求を送信するので、第２
のセルの基地局は、端末に対し、アクセスの可否についての情報を送信できる。例えば、
第２のセルの基地局が通常の報知情報の送信間隔より短い間隔でアクセス情報を含む報知
情報を送信することにより、端末は早期に第２のセルの基地局に対するアクセス可否を知
ることができる。
【００２９】
　上記基地局において、前記ハンドオーバ要求送信部は、前記測定報告に基づいてハンド
オーバすべきと判定されたセル識別子を有する第２のセルの基地局のうち前記端末からの
アクセスが許可されている基地局に前記ハンドオーバ要求を送信してもよい。
【００３０】
　このようにハンドオーバ先と判定されたセル識別子を有する第２のセルの基地局のうち
端末がアクセス可能な基地局にハンドオーバ要求を送信することにより、ハンドオーバ要
求を送信するためのリソースを節約できるとともに、ハンドオーバ要求を受信する基地局
が減るので、基地局の処理負担を軽減できる。
【００３１】
　本発明の別の態様の基地局は、端末から測定報告を受信する受信部と、受信した測定報
告に基づいて端末をハンドオーバさせるべきか否か判定する判定部と、ハンドオーバさせ
るべきと判定された場合は、ハンドオーバ先の基地局装置に報知情報の送信頻度を変更す
る指示を送信する送信部とを備える。
【００３２】
　このようにハンドオーバ先の基地局から送信される報知情報の送信間隔をハンドオーバ
させるべきとの判定の前より小さくすることにより、報知情報を受信し損ねる確率を低減
でき、短時間でハンドオーバを行える。なお、報知情報の送信間隔を第２のセルの基地局
からのデータを受信可能な期間より短い間隔とすれば、最初の受信可能期間で報知情報を
受信できる。
【００３３】
　本発明の基地局は、ハンドオーバ先の基地局からハンドオーバ可能の応答を受信したと
きに、前記端末に対して、前記ハンドオーバ先の基地局から送信される報知情報の受信指
示を含むハンドオーバコマンドを送信するハンドオーバコマンド送信部を備えてもよい。
【００３４】
　これにより、端末は、ハンドオーバ先の基地局から送信される報知情報を受信処理に切
り替え、報知情報を確実に受信することができる。
【００３５】
　本発明の無線通信システムは、第１のセル内の端末との通信を制御する第１の基地局と
、前記第１のセルに包含される第２のセル内の端末との通信を制御する第２の基地局とを
有する無線通信システムであって、前記第１の基地局は、前記第１のセルから前記第２の
セルへ前記端末をハンドオーバさせるためのハンドオーバ要求を前記第２の基地局に送信
し、前記第２の基地局は、前記ハンドオーバ要求に対する応答であって前記端末の第２の
セルにおける識別情報を含むハンドオーバ応答を前記第１のセルの基地局に送信し、前記
第１の基地局は、前記ハンドオーバ応答に含まれる前記識別情報を前記端末に通知し、前
記第２の基地局は、前記識別情報を用いて設定した個別チャネルを通じて、前記端末が前
記第２のセルの基地局からのデータを受信可能な期間より短い時間間隔で、ハンドオーバ
コマンドを含む個別信号を前記端末に繰り返し送信する。
【００３６】
　このように第１の基地局から端末に対して、第２のセルにおける識別情報を通知させる
ことにより、第２の基地局は、第１のセルの基地局にハンドオーバ応答を返すという処理
を行うだけで、個別チャネルを用いて端末に個別信号を送信することが可能になる。第２
の基地局から端末に対し、個別チャネルを用いて、個別信号を送信することが可能になる
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。また、ハンドオーバコマンドを含む個別信号の送信間隔を、第２のセルの基地局からの
データを受信可能な期間より短い間隔としているので、個別信号の送信開始後の最初の受
信可能期間に、端末が個別信号を受信でき、短時間でハンドオーバを行える。
【００３７】
　本発明の別の態様の無線通信システムは、第１のセル内の端末との通信を制御する第１
の基地局と、前記第１のセルに包含される第２のセル内の端末との通信を制御する第２の
基地局とを有する無線通信システムであって、前記第１の基地局は、前記第１のセルから
前記第２のセルへ前記端末をハンドオーバさせるためのハンドオーバ要求を前記第２の基
地局に送信し、前記第２の基地局は、前記ハンドオーバ要求に対するハンドオーバ応答を
前記第１のセルの基地局に送信し、前記第２の基地局は、前記ハンドオーバ要求に応じて
ハンドオーバを行うときに、前記ハンドオーバ要求を受信する前より、共通チャネルを通
じて送信するアクセス情報を含む報知情報の送信間隔を小さくする。
【００３８】
　このように第２の基地局がハンドオーバ要求を受信したときに報知情報の送信間隔をハ
ンドオーバ要求の受信前より小さくすることにより、端末が報知情報を受信し損ねる確率
を低減でき、短時間でハンドオーバを行える。なお、報知情報の送信間隔を第２のセルの
基地局からのデータを受信可能な期間より短い間隔とすれば、最初の受信可能期間で報知
情報を受信できる。
【００３９】
　本発明のハンドオーバ方法は、第１のセルと、前記第１のセルに包含される第２のセル
とを有するネットワークにおいて前記第２のセル内の端末との通信を制御する基地局が行
うハンドオーバ方法であって、前記第１のセルから前記第２のセルへ前記端末をハンドオ
ーバさせるためのハンドオーバ要求を、前記第１のセルの基地局から受信するステップと
、前記ハンドオーバ要求に対する応答であって前記端末の第２のセルにおける識別情報を
含むハンドオーバ応答を前記第１のセルの基地局に送信し、前記第１のセルの基地局から
前記端末に前記識別情報を通知させるステップと、前記識別情報を用いて設定した個別チ
ャネルを通じて、前記端末が前記第２のセルの基地局からのデータを受信可能な期間より
短い時間間隔で、ハンドオーバコマンドを含む個別信号を前記端末に繰り返し送信するス
テップとを備える。
【００４０】
　このようにハンドオーバ要求に対して識別情報を含むハンドオーバ応答を送信し、第１
のセルの基地局から端末に対して識別情報を通知させることにより、第１のセルの基地局
にハンドオーバ応答を返すという処理を行うだけで、個別チャネルを用いて端末に個別信
号を送信することが可能になる。また、個別信号の送信間隔を、端末が第２のセルの基地
局からのデータを受信可能な期間より短くしているので、個別信号の送信開始後の最初の
受信可能期間に、端末が個別信号を受信でき、短時間でハンドオーバを行える。
【００４１】
　本発明の別の態様のハンドオーバ方法は、第１のセルと、前記第１のセルに包含される
第２のセルとを有するネットワークにおいて前記第２のセル内の端末との通信を制御する
基地局が行うハンドオーバ方法であって、前記第１のセルから前記第２のセルへ前記端末
をハンドオーバさせるためのハンドオーバ要求を、前記第１のセルの基地局から受信する
ステップと、前記ハンドオーバ要求に対するレスポンスを前記第１のセルの基地局に送信
するステップと、前記ハンドオーバ要求に応じてハンドオーバを行う場合に、前記ハンド
オーバ要求を受信する前より、共通チャネルを通じて送信するアクセス情報を含む報知情
報の送信間隔を小さくするステップとを備える。
【００４２】
　このようにハンドオーバ要求を受信したときに報知情報の送信間隔をハンドオーバ要求
の受信前より小さくすることにより、端末が報知情報を受信し損ねる確率を低減でき、短
時間でハンドオーバを行える。なお、報知情報の送信間隔を第２のセルの基地局からのデ
ータを受信可能な期間より短い間隔とすれば、最初の受信可能期間で報知情報を受信でき
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る。
【発明の効果】
【００４３】
　本発明によれば、第２のセルの基地局は、ハンドオーバ要求に対して識別情報を含むレ
スポンスを送信し、第１のセルの基地局から端末に対して識別情報を通知させることによ
り、第１のセルの基地局にハンドオーバ応答を返すという処理を行うだけで、個別チャネ
ルを用いて端末に個別信号を送信することが可能になる。また、ハンドオーバコマンドと
の送信間隔を、第２のセルの基地局からのデータを受信可能な期間より短い間隔としてい
るので、個別信号の送信開始後の最初の受信可能期間に、端末が個別信号を受信でき、短
時間でハンドオーバを行える。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　以下、本発明の実施の形態の無線通信システムおよび基地局について図面を参照して説
明する。
（第１の実施の形態）
　図１は、本実施の形態の無線通信システムにおけるハンドオーバの動作を示すフローチ
ャートである。以下では、ハンドオーバの動作について説明する前に、無線通信システム
および基地局の構成について説明する。
【００４５】
　図２は、無線通信システム１の全体構成を示す図である。無線通信システム１は、マク
ロセルＣ１の基地局１０と、マクロセルＣ１に含まれる複数のＣＳＧセルＣ２の基地局４
０と、端末７０とを有している。本実施の形態では、マクロセルＣ１の基地局からＣＳＧ
セルＣ２の基地局へのハンドオーバについて説明するので、マクロセルＣ１の基地局１０
を「ＳｅＮＢ１０」と記載し、ＣＳＧセルＣ２の基地局４０を「ＴｅＮＢ４０」と記載す
る。なお、マクロセルＣ１が請求項の「第１のセル」、ＣＳＧセルＣ２が請求項の「第２
のセル」に対応する。
【００４６】
　ＣＳＧセルＣ２には、セルＩＤが付与されている。セルＩＤはセルの識別子であるが、
マクロセルＣ１内に同じセルＩＤを有するセルが存在する場合もある。また、ＣＳＧセル
Ｃ２は、アクセス情報としてＴＡＩＤを有している。ＣＳＧセルＣ２の基地局は、同じＴ
ＡＩＤを有する端末７０からのアクセスを許可する。
【００４７】
　図３は、ハンドオーバ元の基地局（ＳｅＮＢ）１０の構成を示す図である。ＳｅＮＢ１
０は、ＣＳＧセルＣ２のＴｅＮＢ４０との通信インターフェースである基地局通信インタ
ーフェース１２と、端末７０との通信インターフェースである端末通信インターフェース
１４と、隣接セルの情報を記憶したＮＣＬ１６と、ＴｅＮＢ４０および端末７０との通信
を制御する制御部１８とを有する。ＮＣＬ１６は、ＳｅＮＢ１０に隣接する基地局のセル
ＩＤやアクセス情報（ＴＡＩＤ）等を有している。
【００４８】
　制御部１８は、測定報告受信部２０と、ハンドオーバ判定部２２と、ハンドオーバ要求
送信部２４と、ハンドオーバ応答受信部２６と、識別情報送信部２８とを有する。なお、
図３では、ハンドオーバを行うために必要な構成について記載しているが、ＳｅＮＢ１０
は上記の構成のほかにも、通信制御等に必要な構成を有している。
【００４９】
　測定報告受信部２０は、端末７０から送信される測定報告を受信する。測定報告には、
端末７０が電波を検知した基地局のセルＩＤとその電波の受信品質の情報が含まれている
。ハンドオーバ判定部２２は、測定報告に基づいてハンドオーバすべきか否かを判定する
。例えば、ＳｅＮＢ１０の受信品質とＴｅＮＢ４０の受信品質とを比較し、ＴｅＮＢ４０
の受信品質の方が良い場合には、ＴｅＮＢ４０へのハンドオーバを行うと判定する。ハン
ドオーバ要求送信部２４は、ハンドオーバ判定部２２にてハンドオーバすべきと判定され
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た場合に、ハンドオーバ先の基地局にハンドオーバ要求を送信する。ハンドオーバ要求送
信部２４は、ＮＣＬ１６のデータを用いて、ＣＳＧセルＣ２のセルＩＤおよびＴＡＩＤを
求める。そして、ハンドオーバ要求送信部２４は、端末７０からの測定報告にて通知され
たセルＩＤを有するＣＳＧセルＣ２のうち、測定報告の送信元の端末７０のＴＡＩＤと同
じＴＡＩＤを有するＣＳＧセルＣ２にハンドオーバ要求を送信する。ハンドオーバ応答受
信部２６は、ハンドオーバ要求に対してＴｅＮＢ４０から送信されるハンドオーバ応答を
受信する。識別情報送信部２８は、ハンドオーバ応答に含まれる識別情報を端末７０に送
信する。
【００５０】
　図４は、ハンドオーバ先の基地局（ＴｅＮＢ）４０の構成を示す図である。ＴｅＮＢ４
０は、マクロセルＣ１のＳｅＮＢ１０との通信インターフェースである基地局通信インタ
ーフェース４２と、端末７０との通信インターフェースである端末通信インターフェース
４４と、ＳｅＮＢ１０および端末７０との通信制御等を行う制御部４６とを有する。
【００５１】
　制御部４６は、ハンドオーバ要求受信部４８と、ハンドオーバ可否判定部５０と、ハン
ドオーバ応答送信部５２と、個別信号送信部５４と、ＲＡＣＨプレアンブル受信部５６と
を備えている。なお、図４では、ハンドオーバを行うために必要な構成について記載して
いるが、ＴｅＮＢ４０は上記の構成のほかにも、通信制御等に必要な構成を有している。
【００５２】
　ハンドオーバ要求受信部４８は、ＳｅＮＢ１０から送信されるハンドオーバ要求を受信
する。ハンドオーバ可否判定部５０は、新しく端末７０に割り当てるリソースがあるか等
に基づいてハンドオーバの可否を判定する。ハンドオーバ応答送信部５２は、ハンドオー
バ要求に対するハンドオーバ応答を送信する。ここで、ハンドオーバ応答には、第２のセ
ル内においてＴｅＮＢ４０が端末７０を識別する識別情報を含める。個別信号送信部５４
は、ハンドオーバが可能であると判定されたときに個別チャネルを用いて端末７０にハン
ドオーバコマンドを含む個別信号を送信する。ＲＡＣＨプレアンブル受信部５６は、端末
７０から送信されるＲＡＣＨプレアンブルを受信する。
【００５３】
　次に、図１を参照して第１の実施の形態の無線通信システム１の動作について説明する
。図１は、ＳｅＮＢ１０と通信中の端末７０がＴｅＮＢ４０にハンドオーバする際の動作
を示している。端末７０は、ＳｅＮＢ１０に測定報告を定期的に送信する（Ｓ２）。Ｓｅ
ＮＢ１０は、ＳｅＮＢ１０からの電波の受信品質と、ＴｅＮＢ４０からの電波の受信品質
を比較し、ハンドオーバすべきか否か判定する（Ｓ４）。例えば、ＳｅＮＢ１０は、Ｔｅ
ＮＢ４０からの電波の受信品質がＳｅＮＢ１０からの電波より所定の閾値以上良好である
場合には、ハンドオーバすべきと判定し、ＳｅＮＢ１０からの電波の受信品質がＴｅＮＢ
４０よりも良好な場合には、ハンドオーバすべきでないと判定する。ＳｅＮＢ１０は、ハ
ンドオーバすべきでないと判定された場合には（Ｓ４でＮＯ）、次の測定報告の受信を待
つ。
【００５４】
　ハンドオーバすべきと判定された場合には（Ｓ４でＹＥＳ）、ＳｅＮＢ１０は、測定報
告にて通知されたセルＩＤに対応する識別子を有するＴｅＮＢ４０をＮＣＬ１６から抽出
する。続いて、ＳｅＮＢ１０は、抽出したＣＳＧセルＣ２のＴｅＮＢ４０のうち、端末７
０のＴＡＩＤと同じＴＡＩＤを有するＴｅＮＢ４０を求め（Ｓ６）、ＴｅＮＢがＣＳＧセ
ルの基地局であるか否かを判定する（Ｓ８）。ＴｅＮＢがＣＳＧセルの場合は（Ｓ８でＹ
ＥＳ）、求めたＴｅＮＢ４０に対してハンドオーバ要求を送信する（Ｓ１０）。ＴｅＮＢ
がＣＳＧセルでない場合は（Ｓ８でＮＯ）、マクロセルのハンドオーバ処理を行う。
【００５５】
　ハンドオーバ要求を受信したＴｅＮＢ４０は、ハンドオーバが可能であるか否かを判定
する（Ｓ１２）。ＴｅＮＢ４０は、ハンドオーバ可能な場合には（Ｓ１２でＹＥＳ）ハン
ドオーバ応答をＳｅＮＢ１０に送信する（Ｓ１４）。なお、図１は、ハンドオーバが可能
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な場合について記載している。ハンドオーバが不可能な場合（Ｓ１２でＮＯ）には、無線
通信システム１は、ステップＳ１４以降の動作を行わないで、フローを終了する。ハンド
オーバ可能な場合、ハンドオーバ応答にこのＴｅＮＢ４０における端末７０の識別情報を
含める。本実施の形態では、この識別情報として、Ｃ－ＲＮＴＩを用いる。
【００５６】
　ＳｅＮＢ１０は、ＴｅＮＢ４０からハンドオーバ応答を受信すると（Ｓ１４）、ハンド
オーバ応答に含まれるＣ－ＲＮＴＩを端末７０に送信する（Ｓ１６）。端末７０はＳｅＮ
Ｂ１０から送信されたＣ－ＲＮＴＩを受信することで、個別チャネルを通じてＴｅＮＢ４
０から送信される端末７０宛の個別信号を受信できるようになる。
【００５７】
　ＴｅＮＢ４０は、Ｓ１２でハンドオーバが可能であると判定された場合、個別チャネル
を通じて、端末７０への個別信号の送信を開始する（Ｓ１８）。ここで、個別信号には、
アクセス情報およびハンドオーバコマンドに含まれる情報、例えば上り回線の同期処理に
必要な情報が含まれる。ＴｅＮＢ４０は、端末７０が個別信号を受信して、ＲＡＣＨプレ
アンブルが送信されてくるまで、個別信号を繰り返し送信する（Ｓ２０）。ＴｅＮＢ４０
から端末７０へ繰り返し送信する個別信号の送信間隔は、端末７０のｇａｐ期間より短く
する。
【００５８】
　端末７０は、個別信号を受信したか否かを判定する（Ｓ２２）。端末７０のｇａｐ期間
に個別信号が送信されてくると、端末７０は個別信号を受信することができる。端末７０
は、個別信号を受信すると（Ｓ２２でＹＥＳ）、ＴｅＮＢ４０に対するアクセスが許可さ
れていることを確認する。本実施の形態では、ステップＳ６にて、ＳｅＮＢ１０は、端末
７０からのアクセスが可能なＴｅＮＢ４０にのみハンドオーバ要求を送信しているので、
端末７０は、個別信号を送信しているＴｅＮＢ４０に対するアクセスが許可されている。
従って、個別信号の受信は、個別信号送信元のＴｅＮＢ４０へのアクセスが許可されてい
ることを意味する。個別信号を一定時間待って受信できなければ（Ｓ２２でＮＯ）、ハン
ドオーバー失敗とみなしてハンドオーバ失敗をＳｅＮＢに送信する（Ｓ２４）。ここでの
一定時間は、ｇａｐ期間の間隔に相当する時間を意味する。
【００５９】
　端末７０は、個別信号を受信すると、個別信号に含まれるハンドオーバコマンドに基づ
いて、ハンドオーバの処理を開始する。具体的には、端末７０は、ＴｅＮＢ４０に対し、
上り回線の同期処理を開始するためのＲＡＣＨプレアンブルを送信し（Ｓ２６）、ＴｅＮ
Ｂ４０への接続処理を開始する。ＴｅＮＢ４０は、ＲＡＣＨプレアンブルを受信すると、
個別信号の送信を停止する（Ｓ２８）。
【００６０】
　なお、端末７０が一定時間にわたって個別信号を受信しなかった場合には、端末７０は
、アクセスが許可されていないＣＳＧセルＣ２に近づいていると考えられる。ここでの一
定時間は、ｇａｐ期間の間隔に相当する時間を意味する。ＴｅＮＢ４０は、個別信号の送
信開始から一定時間が経過した場合には、個別信号の送信を停止する。以上、第１の実施
の形態の無線通信システム１および基地局１０，４０について説明した。
【００６１】
　第１の実施の形態のＴｅＮＢ４０はＣ－ＲＮＴＩを含むハンドオーバ応答を送信し、Ｓ
ｅＮＢ１０から端末７０に対してＣ－ＲＮＴＩを通知させる構成を採用することにより、
ハンドオーバコマンドの指示を受ける前にＴｅＮＢ４０における個別チャネルを割り当て
ることができ、円滑にハンドオーバ処理を行うことができる。
【００６２】
　次に、個別信号をｇａｐ期間より短い送信間隔で送信していることによる効果について
説明する。
　図５は、第１の実施の形態の無線通信システム１におけるハンドオーバ時に送受信され
る信号の流れの一例を示す図である。図５に示すように、第１の実施の形態のＴｅＮＢ４
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０は、ｇａｐ期間より短い間隔で個別信号を繰り返し送信しているので、ｇａｐ期間に少
なくとも一度は個別信号が送信されることになる。従って、端末７０は、最初のｇａｐ期
間に、確実に個別信号を受信することができ、短時間でハンドオーバを行うことができる
。
【００６３】
（第２の実施の形態）
　次に、第２の実施の形態の無線通信システムについて説明する。第２の実施の形態の無
線通信システムも、第１の実施の形態と同様に、マクロセルＣ１の基地局（ＳｅＮＢ）１
０と、マクロセルＣ１に含まれる複数のＣＳＧセルＣ２の基地局（ＴｅＮＢ）４０と、端
末７０とを有している。
【００６４】
　図６は、ハンドオーバ元の基地局（ＳｅＮＢ）１０の構成を示す図である。ＳｅＮＢ１
０は、ＣＳＧセルＣ２のＴｅＮＢ４０との通信インターフェースである基地局通信インタ
ーフェース１２と、端末７０との通信のインターフェースである端末通信インターフェー
ス１４と、隣接セルの情報を記憶したＮＣＬ１６と、ＴｅＮＢ４０および端末７０との通
信制御等を行う制御部１８とを有する。なお、図６では、ハンドオーバを行うために必要
な構成について記載しているが、ＳｅＮＢ１０は上記の構成のほかにも、通信制御等に必
要な構成を有している。
【００６５】
　制御部１８は、測定報告受信部２０と、ハンドオーバ判定部２２と、ハンドオーバ要求
送信部２４と、ハンドオーバ応答受信部２６と、アクセス許否判定部３２と、ハンドオー
バコマンド送信部３０とを有する。
【００６６】
　測定報告受信部２０は、端末７０から送信される測定報告を受信する。測定報告には、
端末７０が電波を検知したＴｅＮＢ４０のセルＩＤとその電波の受信品質の情報が含まれ
ている。ハンドオーバ判定部２２は、測定報告に基づいてハンドオーバをすべきか否かを
判定する。
【００６７】
　ハンドオーバ要求送信部２４は、ハンドオーバ判定部２２にてハンドオーバすべきと判
定された場合に、ハンドオーバ先のＴｅＮＢ４０にハンドオーバ要求を送信する。ハンド
オーバ要求送信部２４は、ＮＣＬ１６のデータを用いて、ＣＳＧセルのセルＩＤを求める
。そして、ハンドオーバ要求送信部２４は、端末７０からの測定報告にて通知されたセル
ＩＤを有するＣＳＧセルＣ２のＴｅＮＢ４０にハンドオーバ要求を送信する。
【００６８】
　ハンドオーバ応答受信部２６は、ハンドオーバ要求に対してＴｅＮＢ４０から送信され
るハンドオーバ応答を受信する。アクセス許否判定部３２は、端末７０から送信された測
定報告に含まれるアクセス情報に基づいて、端末７０からハンドオーバ先のＴｅＮＢ４０
へのアクセスが許可されているか否かを判定する。ハンドオーバコマンド送信部３０は、
端末７０にハンドオーバコマンドを送信する。
【００６９】
　図７は、ハンドオーバ先の基地局（ＴｅＮＢ）４０の構成を示す図である。ＴｅＮＢ４
０は、ＳｅＮＢ１０との通信インターフェースである基地局通信インターフェース４２と
、端末７０との通信インターフェースである端末通信インターフェース４４と、ＳｅＮＢ
１０および端末７０との通信制御等を行う制御部４６とを有する。
【００７０】
　制御部４６は、ハンドオーバ要求受信部４８と、ハンドオーバ可否判定部５０と、ハン
ドオーバ応答送信部５２と、報知情報送信部５８と、ＲＡＣＨプレアンブル受信部５６と
を備えている。なお、図７では、ハンドオーバを行うために必要な構成について記載して
いるが、ＴｅＮＢ４０は上記の構成のほかにも、通信制御等に必要な構成を有している。
【００７１】
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　ハンドオーバ要求受信部４８は、ＳｅＮＢ１０から送信されるハンドオーバ要求を受信
する。ハンドオーバ可否判定部５０は、新しく端末７０に割り当てるリソースがあるか等
に基づいてハンドオーバの可否を判定する。ハンドオーバ応答送信部５２は、ハンドオー
バ要求に対するハンドオーバ応答を送信する。報知情報送信部５８は、共通チャネルを通
じて、アクセス情報を含む報知情報（ＳＵ－１信号）を送信する。報知情報送信部５８は
、ハンドオーバ要求受信部４８にて受信したハンドオーバ要求についてハンドオーバが可
能であると判定されたときに、報知情報の送信間隔をｇａｐ期間より短くする。ＲＡＣＨ
プレアンブル受信部５６は、端末７０から送信されるＲＡＣＨプレアンブルを受信する。
【００７２】
　図８は、第２の実施の形態の無線通信システムにおけるハンドオーバの動作を示すフロ
ーチャートである。端末７０は、通信中のＳｅＮＢ１０に対して、測定報告を送信する（
Ｓ３０）。ＳｅＮＢ１０は、ＳｅＮＢ１０からの電波の受信品質とＴｅＮＢ４０からの電
波の受信品質を比較し、ハンドオーバすべきか否か判定する（Ｓ３２）。ＳｅＮＢ１０は
、ハンドオーバすべきでないと判定した場合には（Ｓ３２でＮＯ）、次の測定報告の受信
を待つ。
【００７３】
　ハンドオーバすべきと判定した場合には（Ｓ３２でＹＥＳ）、ＳｅＮＢ１０は、測定報
告にて通知されたセルＩＤに対応する識別子を有するＴｅＮＢ４０をＮＣＬ１６から抽出
する（Ｓ３４）。続いて、ＴｅＮＢがＣＳＧセルの場合は（Ｓ３６でＹＥＳ）、ＳｅＮＢ
１０は、抽出したＣＳＧセルＣ２のＴｅＮＢ４０に対してハンドオーバ要求を送信する（
Ｓ３８）。ＴｅＮＢがＣＳＧセルでない場合は（Ｓ３６でＮＯ）、マクロセルのハンドオ
ーバ処理を行う。
【００７４】
　ハンドオーバ要求を受信したＴｅＮＢ４０は、ハンドオーバが可能であるか否かを判定
し（Ｓ４０）、ハンドオーバ可能な場合には（Ｓ４０でＹＥＳ）ハンドオーバ応答をＳｅ
ＮＢ１０に送信する（Ｓ４２）。ハンドオーバが不可能な場合（Ｓ４０でＮＯ）には、無
線通信システムは、ステップＳ４２以降の動作を行わないで、フローを終了する。ハンド
オーバが可能な場合、ＴｅＮＢ４０は、ＳＵ－１信号の送信間隔をハンドオーバ要求の受
信前より短くし（Ｓ４４）、ＳＵ－１信号を繰り返し送信する（Ｓ４６）。
【００７５】
　端末７０は、ＳＵ－１信号を受信したか否かを判定する（Ｓ４８）。ＳＵ－１を一定時
間待って受信できなければ（Ｓ４８でＮＯ）、ハンドオーバ失敗とみなして、ハンドオー
バ失敗をＳｅＮＢに送信する（Ｓ５０）。ここでの一定時間は、ｇａｐ期間の間隔に相当
する時間を意味する。ｇａｐ期間にＳＵ－１信号が送信されてくると、端末７０は、ＳＵ
－１信号を受信することができる。端末７０は、ＳＵ－１信号を受信したと判定すると（
Ｓ４８でＹＥＳ）、ＳＵ－１信号からＴｅＮＢ４０のＴＡＩＤを読み出す。そして、端末
７０は、ＴｅＮＢ４０のＴＡＩＤと自端末７０のＴＡＩＤとを比較して、ＴｅＮＢ４０に
対するアクセスが許可されているか否かを判定する。そして、端末は、アクセス許否の判
定結果を含む測定報告をＳｅＮＢ１０に送信する（Ｓ５２）。
【００７６】
　ＳｅＮＢ１０は、端末７０から測定報告を受信すると、測定報告に基づいてＴｅＮＢ４
０に対するアクセスが許可されているか否かを判定する。ＳｅＮＢ１０は、端末７０のア
クセスが許可されている場合には、端末７０にハンドオーバコマンドを送信する（Ｓ５４
）。端末７０は、ハンドオーバコマンドを受信すると、ハンドオーバの処理を開始する。
具体的には、端末７０は、ＴｅＮＢ４０に対し、上り回線の同期処理を開始するためのＲ
ＡＣＨプレアンブルを送信し（Ｓ５６）、ＴｅＮＢ４０への接続処理を開始する。ＴｅＮ
Ｂ４０は、ＲＡＣＨプレアンブルを受信すると、ＳＵ－１信号の送信間隔をハンドオーバ
処理の開始前の間隔に戻す（Ｓ５８）。以上、第２の実施の形態の無線通信システムにつ
いて説明した。
【００７７】
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　第２の実施の形態のＴｅＮＢ４０はハンドオーバ可能であると判定したときに、端末７
０に対して送信するＳＵ－１信号の送信間隔をハンドオーバ要求の受信前より小さくする
構成を採用しているので、端末７０は、ＴｅＮＢ４０から送信されるアクセス情報を含む
ＳＵ－１信号を、送信間隔を短くした後の最初のｇａｐ期間に確実に受信できる。
【００７８】
　図９、図１０は、第２の実施の形態の無線通信システムにおけるハンドオーバ時に送受
信される信号の流れの一例を示す図である。図９は、アクセスが許可されたＴｅＮＢ４０
に端末７０が近づいた場合の信号の流れを示し、図１０は、アクセスが許可されていない
ＴｅＮＢ４０に端末７０が近づいた場合の信号の流れを示している。
【００７９】
　図９に示すように、第２の実施の形態のＴｅＮＢ４０は、ｇａｐ期間より短い間隔でＳ
Ｕ－１信号を送信しているので、端末７０は、アクセスが許可されたＴｅＮＢ４０から送
信されるＳＵ－１を、ＳＵ－１の送信間隔を短くしてから最初のｇａｐ期間に受信するこ
とができる。これにより、短時間でハンドオーバを行うことができる。
【００８０】
　第２の実施の形態では、図１０に示すように、端末７０からのアクセスを許可していな
いＴｅＮＢ４０からもｇａｐ期間より短い間隔でＳＵ－１信号を送信するので、端末７０
は、ＳＵ－１信号を受信した時点で、そのＳＵ－１信号に含まれるアクセス情報に基づい
て、ＴｅＮＢ４０に対するアクセスを許可されていないことを知ることができる。
【００８１】
　なお、端末７０は、図１０に示すように、アクセスを許可していないＴｅＮＢ４０に対
して、ＲＡＣＨプレアンブルを送信することはない。また、同じく図１０に示すように、
端末７０が、アクセスを許可しているＴｅＮＢ４０から離れている場合にも、ＲＡＣＨプ
レアンブルをＴｅＮＢ４０に送信しない。従って、ＴｅＮＢ４０がＳＵ－１信号の送信間
隔を元に戻すためのトリガとしてタイマを用いてもよい。すなわち、ＴｅＮＢ４０は、Ｓ
Ｕ－１信号の送信間隔を短くしてから一定時間が経過したら、ＳＵ－１信号の送信間隔を
元に戻す処理を行う。ここでの一定時間は、ｇａｐ期間の間隔に相当する時間を意味する
。
【００８２】
　上記した本実施の形態では、ＳＵ－１信号の送信間隔をｇａｐ期間より短くする例につ
いて説明したが、ＳＵ－１信号の送信間隔がｇａｐ期間より長くても、ハンドオーバ要求
を受信する前のＳＵ－１信号の送信間隔より短くすれば、ＳＵ－１信号の受信の確率が高
くなるという効果を有する。このような態様も本発明に含むものとする。
【００８３】
　図１１は、第２の実施の形態の別の態様の無線通信システムにおけるハンドオーバの動
作を示すフローチャートである。端末７０は、通信中のＳｅＮＢ１０に対して、測定報告
を送信する（Ｓ３０）。ＳｅＮＢ１０は、測定報告を受信し、ＳｅＮＢ１０からの電波の
受信品質とＴｅＮＢ４０からの電波の受信品質を比較し、ハンドオーバすべきか否か判定
する（Ｓ３２）。ＳｅＮＢ１０は、ハンドオーバすべきでないと判定した場合には（Ｓ３
２でＮＯ）、次の測定報告の受信を待つ。
【００８４】
　ハンドオーバすべきと判定した場合には（Ｓ３２でＹＥＳ）、ＳｅＮＢ１０は、測定報
告にて通知されたセルＩＤに対応する識別子を有するＴｅＮＢ４０をＮＣＬ１６から抽出
する（Ｓ３４）。続いて、ＳｅＮＢは、ＴｅＮＢがＣＳＧセルの基地局であるか否か判定
する（Ｓ３６）。ＴｅＮＢがＣＳＧセルの場合は（Ｓ３６でＹＥＳ）、ＳｅＮＢ１０は、
抽出したＣＳＧセルＣ２のＴｅＮＢ４０に対してＳＵ－１送信頻度変更命令を送信する（
Ｓ３９）。ＴｅＮＢがＣＳＧセルでない場合は（Ｓ３６でＮＯ）、マクロセルのハンドオ
ーバ処理を行う。
【００８５】
　ＳＵ－１送信頻度変更命令を受信したＴｅＮＢ４０は、ＳＵ－１信号の送信間隔をハン
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ドオーバ要求の受信前より短くし（Ｓ４４）、ＳＵ－１信号を繰り返し送信する（Ｓ４６
）。
【００８６】
　端末７０は、ＳＵ－１信号を受信したか否かを判定する（Ｓ４８）。ｇａｐ期間にＳＵ
－１信号が送信されてくると、端末７０は、ＳＵ－１信号を受信することができる。端末
７０は、ＳＵ－１信号を受信したと判定すると（Ｓ４８でＹＥＳ）、ＳＵ－１信号からＴ
ｅＮＢ４０のＴＡＩＤを読み出す。そして、端末７０は、ＴｅＮＢ４０のＴＡＩＤと自端
末７０のＴＡＩＤとを比較して、ＴｅＮＢ４０に対するアクセスが許可されているか否か
を判定する。そして、端末は、アクセス許否の判定結果を含む測定報告をＳｅＮＢ１０に
送信する（Ｓ５２）。ＳＵ－１を一定時間待って受信できなければ（Ｓ４８でＮＯ）、ハ
ンドオーバー失敗とみなして、ハンドオーバ失敗をＳｅＮＢに送信する（Ｓ５０）。ここ
での一定時間は、ｇａｐ期間の間隔に相当する時間を意味する。
【００８７】
　ＳｅＮＢ１０は、端末７０から測定報告を受信すると、測定報告に基づいてＴｅＮＢ４
０に対するアクセスが許可されているか否かを判定する。ＳｅＮＢ１０は、端末７０のア
クセスが許可されている場合には、ＴｅＮＢ４０に対してハンドオーバ要求を送信する（
Ｓ３８）。ハンドオーバ要求を受信したＴｅＮＢ４０は、ハンドオーバが可能であるか否
かを判定し（Ｓ４０）、ハンドオーバ可能な場合にはハンドオーバ応答をＳｅＮＢ１０に
送信する（Ｓ４２）。なお、図１１は、ハンドオーバが可能な場合について記載している
。ハンドオーバが不可能な場合（Ｓ４０でＮＯ）には、無線通信システムは、ステップＳ
４２以降の動作を行わないで、フローを終了する。ＳｅＮＢ１０は、ＴｅＮＢ４０からハ
ンドオーバ応答を受信すると、端末７０にハンドオーバコマンドを送信する（Ｓ５４）。
端末７０は、ハンドオーバコマンドを受信すると、ハンドオーバの処理を開始する。具体
的には、端末７０は、ＴｅＮＢ４０に対し、上り回線の同期処理を開始するためのＲＡＣ
Ｈプレアンブルを送信し（Ｓ５６）、ＴｅＮＢ４０への接続処理を開始する。ＴｅＮＢ４
０は、ＲＡＣＨプレアンブルを受信すると、ＳＵ－１信号の送信間隔をハンドオーバ処理
の開始前の間隔に戻す（Ｓ５８）。以上、第２の実施の形態の無線通信システムについて
説明した。
【００８８】
　第２の実施の形態のＴｅＮＢ４０はハンドオーバ可能であると判定したときに、端末７
０に対して送信するＳＵ－１信号の送信間隔をハンドオーバ要求の受信前より小さくする
構成を採用しているので、端末７０は、ＴｅＮＢ４０から送信されるアクセス情報を含む
ＳＵ－１信号を、送信間隔を短くした後の最初のｇａｐ期間に確実に受信できる。
【００８９】
　図１２、図１３は、第２の実施の形態の別の態様の無線通信システムにおけるハンドオ
ーバ時に送受信される信号の流れの一例を示す図である。図１２は、アクセスが許可され
たＴｅＮＢ４０に端末７０が近づいた場合の信号の流れを示し、図１３は、アクセスが許
可されていないＴｅＮＢ４０に端末７０が近づいた場合の信号の流れを示している。
【００９０】
　図１２に示すように、第２の実施の形態のＴｅＮＢ４０は、ｇａｐ期間より短い間隔で
ＳＵ－１信号を送信しているので、端末７０は、アクセスが許可されたＴｅＮＢ４０から
送信される個別信号を、個別信号の送信を開始してから最初のｇａｐ期間に受信すること
ができる。これにより、短時間でハンドオーバを行うことができる。
【００９１】
　第２の実施の形態では、図１３に示すように、端末７０からのアクセスを許可していな
いＴｅＮＢ４０からもｇａｐ期間より短い間隔でＳＵ－１信号を送信するので、端末７０
は、ＳＵ－１信号を受信した時点で、そのＳＵ－１信号に含まれるアクセス情報に基づい
て、ＴｅＮＢ４０に対するアクセスを許可されていないことを知ることができる。
【００９２】
　なお、端末７０は、図１３に示すように、アクセスを許可していないＴｅＮＢ４０に対
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して、ＲＡＣＨプレアンブルを送信することはない。また、同じく図１３に示すように、
端末７０が、アクセスを許可しているＴｅＮＢ４０から離れている場合にも、ＲＡＣＨプ
レアンブルをＴｅＮＢ４０に送信しない。従って、ＴｅＮＢ４０がＳＵ－１信号の送信間
隔を元に戻すためのトリガとしてタイマを用いてもよい。すなわち、ＴｅＮＢ４０は、Ｓ
Ｕ－１信号の送信間隔を短くしてから一定時間が経過したら、ＳＵ－１信号の送信間隔を
元に戻す処理を行う。ここでの一定時間は、ｇａｐ期間の間隔に相当する時間を意味する
。
【００９３】
　上記した本実施の形態では、ＳＵ－１信号の送信間隔をｇａｐ期間より短くする例につ
いて説明したが、ＳＵ－１信号の送信間隔がｇａｐ期間より長くても、ハンドオーバ要求
を受信する前のＳＵ－１信号の送信間隔より短くすれば、ＳＵ－１信号の受信の確率が高
くなるという効果を有する。このような態様も本発明に含むものとする。
【００９４】
（第３の実施の形態）
　次に、本発明の第３の実施の形態の無線通信システムおよび基地局について説明する。
第３の実施の形態の基地局の基本的な構成は、第２の実施の形態の基地局と同じである（
図６、図７参照）。しかし、第３の実施の形態においては、ＳｅＮＢ１０は、ハンドオー
バをすべきと判定したときに、ハンドオーバの対象の端末７０からのアクセスを許可して
いるＴｅＮＢ４０に対してのみハンドオーバ要求を送信する点が第２の実施の形態のＳｅ
ＮＢ１０と異なる。すなわち、ハンドオーバ要求送信部２４は、ＮＣＬ１６に基づいて、
測定報告を送信してきた端末７０のＴＡＩＤと同じＴＡＩＤを有するＴｅＮＢ４０を求め
、求めたＴｅＮＢ４０に対してハンドオーバ要求を送信する。
【００９５】
　図１４は、第３の実施の形態の無線通信システムにおけるハンドオーバの動作を示すフ
ローチャートである。第３の実施の形態の無線通信システムのハンドオーバの基本的な動
作は、第２の実施の形態の無線通信システムにおけるハンドオーバの動作と同じである。
以下では、第２の実施の形態の無線通信システムの動作と異なる点を中心に説明する。
【００９６】
　第３の実施の形態の無線通信システムでは、ＳｅＮＢ１０がハンドオーバすべきと判定
した場合（Ｓ３２でＹＥＳ）、ＳｅＮＢ１０は、ＮＣＬ１６から、測定報告にて通知され
たセルＩＤに対応するＴｅＮＢ４０を抽出する。続いて、ＳｅＮＢ１０は、抽出したＴｅ
ＮＢ４０のうち、端末７０のＴＡＩＤと同じＴＡＩＤを有するＴｅＮＢ４０を求め（Ｓ３
５）、求めたＴｅＮＢ４０に対してハンドオーバ要求を送信する（Ｓ３６）。
【００９７】
　ハンドオーバ要求を受信したＴｅＮＢ４０の動作は、第２の実施の形態と同じである。
ハンドオーバ要求を受信していないＴｅＮＢ４０は、ハンドオーバに関する処理を行わず
、ＳＵ－１信号を一定間隔で送信する。
【００９８】
　図１５は、第３の実施の形態の無線通信システムにおけるハンドオーバ時に送受信され
る信号の流れの一例を示す図である。図１５に示すように、ＳｅＮＢ１０は、アクセスが
許可されたＴｅＮＢ４０に対してハンドオーバ要求を送信し、アクセスが許可されていな
いＴｅＮＢ４０に対してハンドオーバ要求を送信しない。従って、端末７０からのアクセ
スを許可していないＴｅＮＢ４０が頻繁にＳＵ－１信号を送信するという事態を防止でき
、ＳＵ－１信号を送信するリソースの浪費を防止できる。
【００９９】
　端末７０が、アクセスが許可されていないＣＳＧセルＣ２に近づいており、アクセスが
許可されたＣＳＧセルＣ２から離れている場合には、端末７０はＳＵ－１信号を受信でき
ない。従って、端末７０が一定時間にわたってＳＵ－１信号を受信しなかった場合、すな
わち、ＳＵ－１信号の送信間隔を短くしてから一定時間経過してもＲＡＣＨプレアンブル
が送信されてこない場合には、ＴｅＮＢ４０は、ＳＵ－１信号の送信間隔を元に戻す。
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【０１００】
　図１６は、第３の実施の形態の別の態様の無線通信システムにおけるハンドオーバの動
作を示すフローチャートである。第３の実施の形態の無線通信システムのハンドオーバの
基本的な動作は、第２の実施の形態の無線通信システムにおけるハンドオーバの動作と同
じである。以下では、第２の実施の形態の無線通信システムの動作と異なる点を中心に説
明する。
【０１０１】
　第３の実施の形態の無線通信システムでは、ＳｅＮＢ１０がハンドオーバすべきと判定
した場合（Ｓ３２でＹＥＳ）、ＳｅＮＢ１０は、ＮＣＬ１６から、測定報告にて通知され
たセルＩＤに対応するＴｅＮＢ４０を抽出する。続いて、ＳｅＮＢ１０は、抽出したＴｅ
ＮＢ４０のうち、端末７０のＴＡＩＤと同じＴＡＩＤを有するＴｅＮＢ４０を求め（Ｓ３
５）、求めたＴｅＮＢ４０に対してＳＵ－１送信頻度変更命令を送信する（Ｓ３６）。
【０１０２】
　ＳＵ－１送信頻度変更命令を受信したＴｅＮＢ４０の動作は、第２の実施の形態と同じ
である。ＳＵ－１送信頻度変更命令を受信していないＴｅＮＢ４０は、ハンドオーバに関
する処理を行わず、ＳＵ－１信号を一定間隔で送信する。
【０１０３】
　図１７は、第３の実施の形態の別の態様の無線通信システムにおけるハンドオーバ時に
送受信される信号の流れの一例を示す図である。図１７に示すように、ＳｅＮＢ１０は、
アクセスが許可されたＴｅＮＢ４０に対してＳＵ－１送信頻度変更命令を送信し、アクセ
スが許可されていないＴｅＮＢ４０に対してＳＵ－１送信頻度変更命令を送信しない。従
って、端末７０からのアクセスを許可していないＴｅＮＢ４０が頻繁にＳＵ－１信号を送
信するという事態を防止でき、ＳＵ－１信号を送信するリソースの浪費を防止できる。
【０１０４】
　端末７０が、アクセスが許可されていないＣＳＧセルＣ２に近づいており、アクセスが
許可されたＣＳＧセルＣ２から離れている場合には、端末７０はＳＵ－１信号を受信でき
ない。従って、端末７０が一定時間にわたってＳＵ－１信号を受信しなかった場合、すな
わち、ＳＵ－１信号の送信間隔を短くしてから一定時間経過してもＲＡＣＨプレアンブル
が送信されてこない場合には、ＴｅＮＢ４０は、ＳＵ－１信号の送信間隔を元に戻す。
【０１０５】
（第４の実施の形態）
　次に、本発明の第４の実施の形態の無線通信システムおよび基地局について説明する。
第４の実施の形態の基地局の基本的な構成は、第３の実施の形態の基地局と同じである（
図６、図７参照）。しかし、第４の実施の形態においては、ＳｅＮＢ１０は、ハンドオー
バ応答を受信したあとに、即座にハンドオーバコマンドを端末７０に対して送信する点が
異なる。この際、ハンドオーバコマンドには端末７０に対してＳＵ－１を受信させる指示
命令が含まれる。
【０１０６】
　また、第４の実施の形態においてはＳＵ－１信号の送信頻度の変更を行わない点も第３
の実施の形態とは異なる。これにより、ハンドオーバコマンドを受信した端末７０はハン
ドオーバコマンドを受信後にＴｅＮＢ４０からのＳＵ－１信号の受信を開始する。端末７
０は、ＳＵ－１信号を受信して、ＴｅＮＢ４０のＴＡＩＤと自端末７０のＴＡＩＤとを比
較して、ＴｅＮＢ４０に対するアクセスが許可されているか否かを判定する。そして、端
末７０は、アクセス許可がある場合はＲＡＣＨプレアンブルをＴｅＮＢ４０に送信し、ア
クセス許可が無い場合はハンドオーバ失敗をＳｅＮＢに送信する。これにより端末７０が
アクセス可能なＣＳＧセルに近づいている場合にはハンドオーバー時間を大幅に短縮でき
る。
【０１０７】
　図１８は第４の実施の形態の無線通信システムにおけるハンドオーバの動作を示すフロ
ーチャートである。端末７０は、通信中のＳｅＮＢ１０に対して、測定報告を送信する（
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Ｓ３０）。ＳｅＮＢ１０は、ＳｅＮＢ１０からの電波の受信品質とＴｅＮＢ４０からの電
波の受信品質を比較し、ハンドオーバすべきか否か判定する（Ｓ３２）。ＳｅＮＢ１０は
、ハンドオーバすべきでないと判定した場合には（Ｓ３２でＮＯ）、次の測定報告の受信
を待つ。
【０１０８】
　ハンドオーバすべきと判定した場合には（Ｓ３２でＹＥＳ）、ＳｅＮＢ１０は、測定報
告にて通知されたセルＩＤに対応する識別子を有するＴｅＮＢ４０をＮＣＬ１６から抽出
する（Ｓ３４）。続いて、ＳｅＮＢ１０は、ＴｅＮＢがＣＳＧセルの基地局か否か判定す
る（Ｓ３６）。ＴｅＮＢがＣＳＧセルの場合は（Ｓ３６でＹＥＳ）、ＳｅＮＢ１０は、抽
出したＣＳＧセルＣ２のＴｅＮＢ４０に対してハンドオーバ要求を送信する（Ｓ３８）。
ＴｅＮＢがＣＳＧセルでない場合は（Ｓ３６でＮＯ）、マクロセルのハンドオーバ処理を
行う。
【０１０９】
　ハンドオーバ要求を受信したＴｅＮＢ４０は、ハンドオーバが可能であるか否かを判定
し（Ｓ４０）、ハンドオーバ可能な場合にはハンドオーバ応答をＳｅＮＢ１０に送信する
（Ｓ４２）。ハンドオーバが不可能な場合（Ｓ３８でＮＯ）には、無線通信システムは、
ステップＳ４０以降の動作を行わないで、フローを終了する。
【０１１０】
　ＳｅＮＢ１０はハンドオーバ応答を受信後、端末７０に対してハンドオーバコマンドを
送信する（Ｓ５４）。このハンドオーバコマンドには端末がＳＵ－１信号の受信をするよ
う指示命令が含まれており、これにより端末７０は、ＳＵ－１信号の受信処理を開始し、
ＳＵ－１信号を受信する。端末７０は、ハンドオーバコマンド受信後にはＴｅＮＢ４０の
送信周波数帯で受信できるため、ｇａｐを設けてＴｅＮＢ４０からの信号を受信する必要
はない。従って、端末７０は、ｇａｐを設けない通常の受信処理でＴｅＮＢからのＳＵ－
１信号を受信できる。端末７０は、ＳＵ－１信号からＴｅＮＢ４０のＴＡＩＤを読み出す
。そして、端末７０は、ＴｅＮＢ４０のＴＡＩＤと自端末７０のＴＡＩＤとを比較してＴ
ｅＮＢ４０に対するアクセスが許可されているか否か判定する（Ｓ６２）。ＴｅＮＢ４０
に対するアクセス許可されていれば（Ｓ６２でＹＥＳ）、ＴｅＮＢ４０に対し、上り回線
の同期処理を開始するためのＲＡＣＨプレアンブルを送信する（Ｓ６６）。一方、ＴｅＮ
Ｂ４０に対するアクセス許可が無ければ（Ｓ６４でＮＯ）、ハンドオーバ失敗とみなして
ハンドオーバ失敗をＳｅＮＢに送信する（Ｓ４７）。以上、第４の実施の形態の無線通信
システムについて説明した。
【０１１１】
　第４の実施の形態はＳｅＮＢ１０がハンドオーバコマンドによって端末７０にＳＵ－１
信号の受信を指示することで、端末７０は受信周波数帯を切り換えるので、ｇａｐ期間を
用いずにＳＵ－１信号を受信することが可能になる。これによりＴｅＮＢ４０がＳＵ－１
信号の送信間隔の変更をすることなく、端末７０は確実にアクセス確認が可能となり、ハ
ンドオーバ時間を短くすることが可能となる。
【０１１２】
　図１９、図２０は、第４の実施の形態の無線通信システムにおけるハンドオーバ時に送
受信される信号の流れの一例を示す図である。図１９は、アクセスが許可されたＴｅＮＢ
４０に端末７０が近づいた場合の信号の流れを示し、図２０は、アクセスが許可されてい
ないＴｅＮＢ４０に端末７０が近づいた場合の信号の流れを示している。
【０１１３】
　図１９に示すように、第４の実施の形態の端末７０は、ｇａｐ期間を用いないでＳＵ－
１信号を受信できる。これにより、短時間でハンドオーバを行うことができる。
【０１１４】
　なお、端末７０は、図２０に示すように、アクセスを許可していないＴｅＮＢ４０に対
して、ＲＡＣＨプレアンブルを送信することはない。また、同じく図２０に示すように、
端末７０が、アクセスを許可しているＴｅＮＢ４０から離れている場合にも、ＲＡＣＨプ
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レアンブルをＴｅＮＢ４０に送信しない。
【０１１５】
　以上、本発明の基地局、無線通信システムおよびハンドオーバ方法について、実施の形
態を挙げて詳細に説明したが、本発明は上記した実施の形態に限定されるものではない。
上記した実施の形態では、個別信号またはＳＵ－１信号を用いて端末にアクセス情報を通
知する例について説明しているが、これら以外の信号によって端末にアクセス情報を通知
してもよい。この場合には、アクセス情報を通知するための信号の送信間隔をハンドオー
バ要求の受信前より短く、好ましくはｇａｐ期間より短くすることにより、ハンドオーバ
に要する時間を短縮できる。
【０１１６】
（第５の実施の形態）
　次に、本発明の第５の実施の形態の無線通信システムおよび基地局および端末について
説明する。第５の実施の形態の無線通信システムでは、端末のｇａｐ期間のタイミングを
制御することにより、ハンドオーバに要する時間を短縮する。
【０１１７】
　図２３は、ハンドオーバ元の基地局（ＳｅＮＢ）１０の構成を示す図である。ＳｅＮＢ
１０は、ＣＳＧセルＣ２のＴｅＮＢ４０との通信インターフェースである基地局通信イン
ターフェース１２と、端末７０との通信インターフェースである端末通信インターフェー
ス１４と、隣接セルの情報を記憶したＮＣＬ１６と、ＴｅＮＢ４０および端末７０との通
信を制御する制御部１８とを有する。ＮＣＬ１６は、ＳｅＮＢ１０に隣接する基地局のセ
ルＩＤやアクセス情報（ＴＡＩＤ）等を有している。
【０１１８】
　制御部１８は、測定報告受信部２０と、ハンドオーバ判定部２２と、ハンドオーバ要求
送信部２４と、ハンドオーバ応答受信部２６と、ハンドオーバコマンド送信部３０と、ｇ
ａｐ制御部３４と、ｇａｐ制御信号送信部３６とを有する。なお、図２３では、ハンドオ
ーバを行うために必要な構成について記載しているが、ＳｅＮＢ１０は上記の構成のほか
にも、通信制御等に必要な構成を有している。
【０１１９】
　測定報告受信部２０と、ハンドオーバ判定部２２と、ハンドオーバ要求送信部２４と、
ハンドオーバ応答受信部２６と、ハンドオーバコマンド送信部３０は図６にて説明したＳ
ｅＮＢ１０が備える各構成と同じ機能を有する。ｇａｐ制御部３４は、測定報告受信部２
０からの測定結果に含まれるｇａｐ期間のタイミングとＴｅＮＢのフレームタイミングと
のタイミング差から端末のｇａｐ期間のタイミングをＴｅＮＢのＳＵ－１信号の送信タイ
ミングにあわせるようにずらす。ｇａｐ制御信号送信部３６では、ｇａｐ制御部３４で新
たに設定したｇａｐ期間のタイミングを端末に通知することで、基地局と端末のｇａｐ期
間のタイミングを合わせる。
【０１２０】
　図２４は、端末（ＵＥ）７０の構成を示す図である。端末７０は、マクロセルＣ１のＳ
ｅＮＢ１０やＣＳＧセルＣ２のＴｅＮＢ４０との通信インターフェースである基地局通信
インターフェース７２と、ＳｅＮＢ１０およびＴｅＮＢ４０との通信を制御する制御部７
４とを有する。
【０１２１】
　制御部７４は、同期信号及びＲＳ信号受信部７６と、受信品質を測定する受信品質測定
部７８と、基地局に対して測定報告を送信する測定報告送信部８０とを備える。また、制
御部７４は、ｇａｐ制御信号を受信するｇａｐ制御信号受信部８２と、ｇａｐ制御信号に
基づいてｇａｐ期間のタイミングを制御するｇａｐ制御部８４とを備える。さらに、制御
部７４は、報知情報を受信する報知情報受信部８６と、報知情報に基づいてアクセスの許
否を判定するアクセス許否判定部８８と、ハンドオーバコマンドを受信するハンドオーバ
コマンド受信部９０と、基地局との通信を開始する際にＲＡＣＨプレアンブルを送信する
ＲＡＣＨプレアンブル送信部とを備える。
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【０１２２】
　図２５は、第５の実施の形態の無線通信システムにおけるハンドオーバの動作を示すフ
ローチャートである。端末７０は、ｇａｐ期間中にセルサーチを行いＴｅＮＢ４０からの
送信タイミングを検出する。端末７０は、ＴｅＮＢ４０からの送信タイミングとｇａｐ期
間のタイミングとの差分を算出し、ＴｅＮＢ４０の受信品質と共にＳｅＮＢ１０に対して
、測定報告を送信する（Ｓ３０）。ＳｅＮＢ１０は、ＳｅＮＢ１０からの電波の受信品質
とＴｅＮＢ４０からの電波の受信品質を比較し、ハンドオーバすべきか否か判定する（Ｓ
３２）。ＳｅＮＢ１０は、ハンドオーバすべきでないと判定した場合には（Ｓ３２でＮＯ
）、次の測定報告の受信を待つ。
【０１２３】
　ハンドオーバすべきと判定した場合には（Ｓ３２でＹＥＳ）、ＳｅＮＢ１０は、測定報
告にて通知されたセルＩＤに対応する識別子を有するＴｅＮＢ４０をＮＣＬ１６から抽出
する（Ｓ３５）。続いて、ＴｅＮＢがＣＳＧセルの場合は（Ｓ３６でＹＥＳ）、ＳｅＮＢ
１０は、抽出したＣＳＧセルＣ２のＴｅＮＢ４０に対してハンドオーバ要求を送信する（
Ｓ３８）。ＴｅＮＢがＣＳＧセルでない場合は（Ｓ３６でＮＯ）、マクロセルのハンドオ
ーバ処理を行う。
【０１２４】
　ハンドオーバ要求を受信したＴｅＮＢ４０は、ハンドオーバが可能であるか否かを判定
し（Ｓ４０）、ハンドオーバ可能な場合には（Ｓ４０でＹＥＳ）ハンドオーバ応答をＳｅ
ＮＢ１０に送信する（Ｓ４２）。ハンドオーバが不可能な場合（Ｓ４０でＮＯ）には、無
線通信システムは、ステップＳ４２以降の動作を行わないで、フローを終了する。
【０１２５】
　ハンドオーバ応答を受信したＳｅＮＢ１０は、測定報告で通知されたＴｅＮＢ４０の送
信タイミングとｇａｐ期間のタイミングとのタイミング差から、端末７０におけるｇａｐ
期間がＳＵ－１信号の送信タイミングに合うようにｇａｐ期間のタイミングの変更値を決
定し、ｇａｐ制御情報として端末７０にこのｇａｐ期間のタイミングの変更値を通知する
（Ｓ７０）。続いて、端末７０およびＳｅＮＢ１０は、ｇａｐ期間のタイミングを同時に
変更する（Ｓ７２、Ｓ７４）。さらに、ＳｅＮＢ１０は、端末７０にハンドオーバコマン
ド（Ｓ７６）を送信する。
【０１２６】
　端末７０は、変更したｇａｐ期間のタイミングでＳＵ－１信号を検出し（Ｓ７８）、ア
クセス許可を確認する（Ｓ８０）。アクセス許可があると判定すると（Ｓ８０でＹＥＳ）
、端末７０は、ＴｅＮＢ４０に対し、上り回線の同期処理を開始するためのＲＡＣＨプレ
アンブルを送信し（Ｓ８４）、ＴｅＮＢ４０への接続処理を開始する。アクセス許可が無
いと判断すると（Ｓ８０でＮＯ）、端末７０は、ハンドオーバ失敗をＳｅＮＢ１０に通知
する（Ｓ８２）。以上、第５の実施の形態の無線通信システムについて説明した。
【０１２７】
　図２６、図２７は、第５の実施の形態の無線通信システムにおけるハンドオーバ時に送
受信される信号の流れの一例を示す図である。図２６は、アクセスが許可されたＴｅＮＢ
４０に端末７０が近づいた場合の信号の流れを示し、図２７は、アクセスが許可されてい
ないＴｅＮＢ４０に端末７０が近づいた場合の信号の流れを示している。
【０１２８】
　図２６に示すように、第５の実施の形態によれば、ハンドオーバ先のＣＳＧセルの基地
局であるＴｅＮＢ４０による報知情報（ＳＵ－１信号）の送信間隔を短くすることなく、
かつ、端末７０が報知情報を受信するためのｇａｐ期間を長くすることもなく、短時間に
ハンドオーバを行うことができる。
【０１２９】
（第６の実施の形態）
　最初に第６の実施の形態の無線通信システムの背景について説明する。基地局の報知情
報にはＳＵ－１信号に含まれるセルのアクセス情報のほかに、端末にアクセスさせないセ
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ルのリストとしてアクセス不許可リストが含まれる。このアクセス不許可リストはコアネ
ットワークから基地局を経由して端末に通知される。アクセス不許可リストを受信した端
末は、リストに含まれたセルに対してはハンドオーバできない。
【０１３０】
　現在は、ＣＳＧセルとマクロセルにおいて使用する周波数が異なるシステム（ここでは
システム１とする）が検討されている。システム１においては、端末は、周波数の相違に
よってのみＣＳＧセルとマクロセルを識別できる。一方、将来のシステム（ここではシス
テム２とする）として、周波数ではなくセルＩＤによって、ＣＳＧセルとマクロセルを識
別するシステムが考えられる。システム２においては、端末は、セルＩＤによってＣＳＧ
セルとマクロセルを識別できる。また、システム２においては、ＣＳＧセルのリストとし
て、隣接するＣＳＧセルのセルＩＤリストが定義され、報知情報としてコアネットワーク
から基地局を経由して端末に通知される。
【０１３１】
　このようなシステムが登場した場合にはシステム間の報知情報の互換性を保つため、現
在のシステムであるシステム１で使用される端末は、将来のネットワークであるシステム
２でも使用できる必要がある。
【０１３２】
　上述したように、システム１の端末は、セルＩＤによるＣＳＧセルとマクロセルの識別
機能を持たないため、システム２のＣＳＧセルをマクロセルと誤判断する可能性がある。
一般にアクセス制限があるＣＳＧセルの方が相当に多いので、ＣＳＧセルにアクセスを試
みた場合、ＣＳＧセルのアクセス制限により接続ができないことが多く、通信リソースが
無駄になってしまう。第６の実施の形態は、システム１の端末が、システム２で用いられ
る際に、通信リソースの浪費しないように工夫した無線通信システムを提供する。
【０１３３】
　次に、第６の実施の形態の無線基地局および端末について説明する。図２８は、基地局
（ＳｅＮＢおよびＴｅＮＢを総称してｅＮＢとする）１００の構成を示す図である。ｅＮ
Ｂ１００は、コアネットワークとの通信インターフェースであるコアＮＷ通信インターフ
ェース１０２と、端末１２０との通信インターフェースである端末通信インターフェース
１０４とコアＮＷおよび端末１２０との通信を制御する制御部１０６とを有する。
【０１３４】
　制御部１０６は、アクセス不許可セルリスト受信部１０８とＣＳＧセルリスト受信部１
１０と新アクセス不許可セルリスト生成部１１２と報知情報送信部１１４とを有する。な
お、図２８では、報知情報の送信に必要な構成について記載しているが、ｅＮＢ１００は
上記の構成のほかにも、通信制御等に必要な構成を有している。
【０１３５】
　アクセス不許可セルリスト受信部１０８はコアネットワークからアクセス不許可セルリ
ストを受信し、新アクセス不許可セルリスト生成部１１２へと送信する。ＣＳＧセルリス
ト受信部１１０はコアネットワークからＣＳＧセルリストを受信し、新アクセス不許可セ
ルリスト生成部１１２へと送信する。
【０１３６】
　図２９（ａ）はアクセス不許可セルリストの例を示す図、図２９（ｂ）はＣＳＧセルリ
ストを示す図である。アクセス不許可セルリストは、アクセスを許可しないセルを特定す
るセルＩＤを列挙したリストである。ＣＳＧセルリストは、ＣＳＧセルを特定するために
用いることのできるセルＩＤの範囲を示すリストである。図２９（ｂ）に示されるように
、ＣＳＧセルのセルＩＤとしては、３００～３５０、４５０～５００のセルＩＤが用いら
れる。システム２の端末は、セルＩＤがこの範囲に含まれているか否かによって、セルＩ
Ｄによって特定されたセルが、マクロセルかＣＳＧセルかを識別できる。
【０１３７】
　新アクセス不許可セルリスト生成部１１２ではアクセス不許可セルリスト受信部１０８
からアクセス不許可セルリストを取り込み、ＣＳＧセルリスト受信部１１０からＣＳＧセ
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ルリストを取り込んで、新しいアクセス不許可セルリストを作成する。新アクセス不許可
セルリスト生成部１１２は、ＣＳＧセルリストの中から隣接するＣＳＧセルのみを抽出し
、抽出したＣＳＧリストをアクセス不許可セルリストに追加することによって、新アクセ
ス不許可セルリストを生成する。
【０１３８】
　図３０は、新アクセス不許可リスト生成部１１２にて生成された新アクセス不許可リス
トの例を示す図である。図３０に示されるように、新アクセス不許可セルリストは、アク
セス不許可セルリストと隣接ＣＳＧセルリストを含む。この例では、新アクセス不許可セ
ルリスト内のセルＩＤがアクセス不許可セルを示すか隣接ＣＳＧセルを示すかは、そのセ
ルＩＤがＣＳＧセルリストに規定されたセルＩＤの範囲に含まれるか否かによって判断す
る。
【０１３９】
　図３１は、新アクセス不許可セルリスト生成部１１２にて生成される新アクセス不許可
セルリストの別の例を示す図である。図３１に示す新アクセス不許可セルリストは、ＣＳ
Ｇセルとアクセス不許可セルリストを識別するためのフラグを有している。
【０１４０】
　報知情報送信部１１４は、ＣＳＧセルリスト受信部１１０からのＣＳＧセルリストと新
アクセス不許可セルリスト生成部１０８から新アクセス不許可セルリストが入力されると
、入力された新アクセス不許可セルリストを報知情報として端末１２０に送信する。
【０１４１】
　図３２は、端末（ＵＥ）１２０の構成を示す図である。端末１２０は、基地局との通信
インターフェースである基地局通信インターフェース１２２と基地局との通信を制御する
制御部１２４とを有する。
【０１４２】
　制御部１２４は、新アクセス不許可セルリスト受信部１２６と、ＣＳＧセルリスト受信
部１２８と、アクセス不許可セルリストおよび隣接ＣＳＧセルリスト抽出部１３０とを有
する。新アクセス不許可セルリスト受信部１２６は、基地局からの報知情報から新アクセ
ス不許可リストを受信する。ＣＳＧセルリスト受信部１２８は、基地局からの報知情報か
らＣＳＧセルリストを受信する。アクセス不許可セルリストおよび隣接ＣＳＧセルリスト
抽出部１３０は、入力された新アクセス不許可セルリストとＣＳＧセルリストに基づいて
、アクセス不許可セルリストと隣接ＣＳＧセルリストを抽出する。ここで、アクセス不許
可セルリストは、新アクセス不許可リストの中からＣＳＧセルリストに含まれるセルを除
外することによって抽出される。隣接ＣＳＧセルリストは、除外されたＣＳＧセルから生
成される。
【０１４３】
　なお、図３１に示すように、新アクセス不許可セルリストにフラグを導入した場合は、
フラグによりアクセス不許可セルリストと隣接ＣＳＧセルリストを抽出できる。なお、図
２８では、アクセス不許可セルリストの抽出に必要な構成について記載しているが、端末
１２０は上記の構成のほかにも、通信制御等に必要な構成を有している。
【０１４４】
　図３３は、第６の実施の形態の無線通信システムにおける端末１２０のアクセス不許可
セルリスト抽出の動作を示すフローチャートである。コアネットワーク１４０はアクセス
不許可セルリストおよびＣＳＧセルリストを基地局（ｅＮＢ）１００に送信する（Ｓ９０
、Ｓ９２）。基地局１００は、アクセス不許可セルリストとＣＳＧセルリストから新アク
セス不許可セルリストを生成する（Ｓ９４）。基地局１００は、生成した新アクセス不許
可リストを報知情報として端末１２０に送信する（Ｓ９６）。端末１２０は、報知情報と
して送信された新アクセス不許可セルリストに基づいて、アクセス不許可セルリストおよ
び隣接ＣＳＧセルリストを抽出する（Ｓ９８）。これにより、端末１２０は、アクセス不
許可セルリストおよび隣接ＣＳＧセルリストに基づいて、アクセスが許可されているセル
、許可されていないセルを識別して、適切な無線通信処理を行える。
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【０１４５】
　第６の実施の形態では、アクセス不許可セルリストと隣接ＣＳＧセルリストとを統合し
た新アクセス不許可セルリストを用いているので、セルＩＤによってＣＳＧセルとマクロ
セルを識別することができないシステム１の端末にとっては、新アクセス不許可セルリス
トの全体がアクセス不許可のセルを示すように見える（図３０、図３１参照）。つまり、
システム１の端末にとっては、新アクセス不許可セルリストを通常のアクセス不許可セル
リストとして扱うことができる。これにより、システム２の隣接ＣＳＧセルもアクセス不
許可セルであると判断することになるので、システム１の端末は、一般にアクセス制限に
よりアクセスを拒否される可能性の高いＣＳＧセルに対するアクセスを行わないように制
御でき、通信リソースの浪費を防止できる。
【０１４６】
　また、上記実施の形態で説明したとおり、システム２の端末は、新アクセス不許可セル
リストから、アクセス不許可セルリストと隣接ＣＳＧセルリストを抽出することができる
ので、これらのリストを用いて適切な無線通信処理を行うことができる。
【０１４７】
　以上のことから、第６の実施の形態では、システム２においてシステム１の端末が問題
なく動作し、かつシステム２の端末はアクセス不許可セルリスト及び隣接ＣＳＧセルリス
トを問題なく受信できる。
【０１４８】
　なお、本実施の形態では、新アクセス不許可セルリストを報知情報として端末１２０に
送信する例を挙げて説明したが、新アクセス不許可セルリストを送信するための情報は報
知情報に限らず、別の情報として送信してもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１４９】
　以上説明したように、本発明は、短時間でハンドオーバを行えるという効果を有し、例
えばマクロセルからＣＳＧセルのように、アクセス制限のあるセルへのハンドオーバに有
用である。
【図面の簡単な説明】
【０１５０】
【図１】第１の実施の形態の無線通信システムによるハンドオーバ時の動作を示す図
【図２】第１の実施の形態の無線通信システムの全体構成を示す図
【図３】第１の実施の形態のＳｅＮＢの構成を示す図
【図４】第１の実施の形態のＴｅＮＢの構成を示す図
【図５】第１の実施の形態でのハンドオーバ時に送受信される信号の流れの一例を示す図
【図６】第２の実施の形態のＳｅＮＢの構成を示す図
【図７】第２の実施の形態のＴｅＮＢの構成を示す図
【図８】第２の実施の形態のハンドオーバ時の動作を示す図
【図９】第２の実施の形態のハンドオーバ時に送受信される信号の流れの一例を示す図
【図１０】第２の実施の形態のハンドオーバ時に送受信される信号の流れの一例を示す図
【図１１】第２の実施の形態の別の態様のハンドオーバ時の動作を示す図
【図１２】第２の実施の形態の別の態様のハンドオーバ時に送受信される信号の流れの一
例を示す図
【図１３】第２の実施の形態の別の態様のハンドオーバ時に送受信される信号の流れの一
例を示す図
【図１４】第３の実施の形態のハンドオーバ時の動作を示す図
【図１５】第３の実施の形態でのハンドオーバ時に送受信される信号の流れの一例を示す
図
【図１６】第３の実施の形態の別の態様のハンドオーバ時の動作を示す図
【図１７】第３の実施の形態で別の態様でのハンドオーバ時に送受信される信号の流れの
一例を示す図
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【図１８】第４の実施の形態のハンドオーバ時の動作を示す図
【図１９】第４の実施の形態でのハンドオーバ時に送受信される信号の流れの一例を示す
図
【図２０】第４の実施の形態でのハンドオーバ時に送受信される信号の流れの一例を示す
図
【図２１】非特許文献１に記載されたハンドオーバのフローチャート
【図２２】マクロセルの基地局からＣＳＧセルの基地局にハンドオーバを行う際の動作を
示す仮想図
【図２３】第５の実施の形態のＳｅＮＢの構成を示す図
【図２４】第５の実施の形態の端末の構成を示す図
【図２５】第５の実施の形態のハンドオーバ時の動作を示す図
【図２６】第５の実施の形態のハンドオーバ時に送受信される信号の流れの一例を示す図
【図２７】第５の実施の形態のハンドオーバ時に送受信される信号の流れの一例を示す図
【図２８】第６の実施の形態のシステム２のｅＮＢの構成を示す図
【図２９】（ａ）アクセス不許可セルリストの例を示す図（ｂ）ＣＳＧセルリストを示す
図
【図３０】新アクセス不許可セルリストの例を示す図
【図３１】新アクセス不許可セルリストの別の例を示す図
【図３２】第６の実施の形態のシステム２のＵＥの構成を示す図
【図３３】第６の実施の形態のシステム２のＵＥがアクセス不許可セルリストを抽出する
動作を示す図
【符号の説明】
【０１５１】
１　無線通信システム
１０　ハンドオーバ元の基地局（ＳｅＮＢ）
１２　基地局通信インターフェース
１４　端末通信インターフェース
１６　ＮＣＬ
１８　制御部
２０　測定報告受信部
２２　ハンドオーバ判定部
２４　ハンドオーバ要求送信部
２６　ハンドオーバ応答受信部
２８　識別情報送信部
３０　ハンドオーバコマンド送信部
３２　アクセス許否判定部
３４　ｇａｐ制御部
３６　ｇａｐ制御信号送信部
４０　ハンドオーバ先の基地局（ＴｅＮＢ）
４２　基地局通信インターフェース
４４　端末通信インターフェース
４６　制御部
４８　ハンドオーバ要求受信部
５０　ハンドオーバ可否判定部
５２　ハンドオーバ応答送信部
５４　個別信号送信制御部
５６　ＲＡＣＨプレアンブル受信部
５８　報知情報送信部
６０　ＲＡＣＨプレアンブル受信部
７０　端末（ＵＥ）
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７２　基地局通信インターフェース
７４　制御部
７６　同期信号及びＲＳ信号受信部
７８　受信品質測定部
８０　測定報告送信部
８２　ｇａｐ制御信号受信部
８４　ｇａｐ制御部
８６　報知情報受信部
８８　アクセス許否判定部
９０　ハンドオーバコマンド受信部
９２　ＲＡＣＨプレアンブル送信部
１００　基地局
１０２　コアネットワーク通信インターフェース
１０４　端末通信インターフェース
１０６　制御部
１０８　アクセス不許可セルリスト受信部
１１０　ＣＳＧセルリスト受信部
１１２　新アクセス不許可セルリスト生成部
１１４　報知情報送信部
１２０　端末（ＵＥ）
１２２　基地局通信インターフェース
１２４　制御部
１２６　新アクセス不許可リスト受信部
１２８　ＣＳＧセルリスト受信部
１３０　アクセス不許可セルリストおよび隣接ＣＳＧセルリスト抽出部
１４０　コアネットワーク
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