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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局は基地局へのメッセージの送信に先立って基地局に所定のプリアンブルを前記メ
ッセージの送信を許可又は不許可とする指示信号を受信できるまで繰り返し送信し、前記
基地局は前記移動局からのプリアンブルを検出すると前記指示信号を前記移動局に送信す
る移動通信システムであって、
　前記基地局により検出されたプリアンブルの検出情報を基に前記移動局における前記指
示信号の受信の可否を判断し、前記移動局における前記指示信号の受信が不可と判断した
場合に異常を示す異常信号を出力する判断手段と、
　前記異常信号の受信に応答して前記指示信号の送信電力を増加せしめる制御手段とを含
むことを特徴とする移動通信システム。
【請求項２】
　前記メッセージはＲＡＣＨ(Random Access Channel) メッセージであり、前記プリアン
ブルはＲＡＣＨプリアンブルであり、前記指示信号はＡＩＣＨ(Acquisition Indicator C
hannel) であることを特徴とする請求項１記載の移動通信システム。
【請求項３】
　前記基地局により検出されたプリアンブルの検出情報は、当該プリアンブルの検出位置
及び受信電力の少なくとも一方を含むことを特徴とする請求項１又は２記載の移動通信シ
ステム。
【請求項４】
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　前記判断手段は、前記基地局により検出されたプリアンブルの検出情報をそれ以前に検
出されたプリアンブルの検出情報と比較することにより、前記移動局における前記指示信
号の受信の可否を判断することを特徴とする請求項１～３いずれか記載の移動通信システ
ム。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記指示信号の送信電力を増加せしめた後に前記判断手段から前記異
常信号を再び受信した場合、警報信号を出力することを特徴とする請求項１～４いずれか
記載の移動通信システム。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記指示信号の送信電力を増加せしめた後に前記判断手段から前記異
常信号を再び受信した時が前記指示信号の送信電力を増加せしめてから所定時間経過後で
あれば、前記警報信号を出力するのではなく前記指示信号の送信電力を増加せしめること
を特徴とする請求項５記載の移動通信システム。
【請求項７】
　前記判断手段は、前記指示信号の受信不可と判断された移動局の数が所定の閾値以上で
ある場合に、あるいはこの数とそれ以前に指示信号の受信不可と判断された移動局の数と
の合計が前記所定の閾値以上である場合に、前記異常信号を出力するようにしたことを特
徴とする請求項１～６いずれか記載の移動通信システム。
【請求項８】
　移動局は基地局へのメッセージの送信に先立って基地局に所定のプリアンブルを前記メ
ッセージの送信を許可又は不許可とする指示信号を受信できるまで繰り返し送信し、前記
基地局は前記移動局からのプリアンブルを検出すると前記指示信号を前記移動局に送信す
る移動通信システムの動作制御方法であって、
　前記基地局により検出されたプリアンブルの検出情報を基に前記移動局における前記指
示信号の受信の可否を判断する判断ステップと、
　前記判断ステップにより前記指示信号の受信不可と判断された場合に前記指示信号の送
信電力を増加せしめる制御ステップと、
　前記制御ステップにより前記指示信号の送信電力が増加された後に前記判断ステップに
より前記指示信号の受信不可と再び判断された場合に警報信号を出力するステップとを含
むことを特徴とする動作制御方法。
【請求項９】
　前記メッセージはＲＡＣＨ(Random Access Channel) メッセージであり、前記プリアン
ブルはＲＡＣＨプリアンブルであり、前記指示信号はＡＩＣＨ(Acquisition Indicator C
hannel) であることを特徴とする請求項８記載の動作制御方法。
【請求項１０】
　前記基地局により検出されたプリアンブルの検出情報は、当該プリアンブルの検出位置
及び受信電力の少なくとも一方を含むことを特徴とする請求項８又は９記載の動作制御方
法。
【請求項１１】
　前記判断ステップは、前記基地局により検出されたプリアンブルの検出情報をそれ以前
に検出されたプリアンブルの検出情報と比較することにより、前記移動局における前記指
示信号の受信の可否を判断することを特徴とする請求項８～１０いずれか記載の動作制御
方法。
【請求項１２】
　前記制御ステップにより前記指示信号の送信電力が増加された後に前記判断ステップに
より前記指示信号の受信不可と再び判断された時が前記指示信号の送信電力が増加されて
から所定時間経過後であれば、前記警報信号を出力するのではなく前記指示信号の送信電
力を増加せしめることを特徴とする請求項８～１１いずれか記載の動作制御方法。
【請求項１３】
　前記制御ステップは、前記判断ステップにより前記指示信号の受信不可と判断された移
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動局の数が所定の閾値以上である場合に、あるいはこの数とそれ以前に指示信号の受信不
可と判断された移動局の数との合計が前記所定の閾値以上である場合に、前記指示信号の
送信電力を増加せしめるようにしたことを特徴とする請求項８～１２いずれか記載の動作
制御方法。
【請求項１４】
　移動局は無線基地局装置へのメッセージの送信に先立って前記無線基地局装置に所定の
プリアンブルを前記メッセージの送信を許可又は不許可とする指示信号を受信できるまで
繰り返し送信し、前記無線基地局装置は前記移動局からのプリアンブルを検出すると前記
指示信号を前記移動局に送信する移動通信システムにおける無線基地局装置であって、
　検出されたプリアンブルの検出情報を基に前記移動局における前記指示信号の受信の可
否を判断し、前記移動局における前記指示信号の受信が不可と判断した場合に異常を示す
異常信号を出力する判断手段と、
　前記異常信号の受信に応答して前記指示信号の送信電力を増加せしめる制御手段とを含
むことを特徴とする無線基地局装置。
【請求項１５】
　前記メッセージはＲＡＣＨ(Random Access Channel) メッセージであり、前記プリアン
ブルはＲＡＣＨプリアンブルであり、前記指示信号はＡＩＣＨ(Acquisition Indicator C
hannel) であることを特徴とする請求項１４記載の無線基地局装置。
【請求項１６】
　前記無線基地局装置により検出されたプリアンブルの検出情報は、当該プリアンブルの
検出位置及び受信電力の少なくとも一方を含むことを特徴とする請求項１４又は１５記載
の無線基地局装置。
【請求項１７】
　前記判断手段は、検出されたプリアンブルの検出情報をそれ以前に検出されたプリアン
ブルの検出情報と比較することにより、前記移動局における前記指示信号の受信の可否を
判断することを特徴とする請求項１４～１６いずれか記載の無線基地局装置。
【請求項１８】
　前記制御手段は、前記指示信号の送信電力を増加せしめた後に前記判断手段から前記異
常信号を再び受信した場合、警報信号を出力することを特徴とする請求項１４～１７いず
れか記載の無線基地局装置。
【請求項１９】
　前記制御手段は、前記指示信号の送信電力を増加せしめた後に前記判断手段から前記異
常信号を再び受信した時が前記指示信号の送信電力を増加せしめてから所定時間経過後で
あれば、前記警報信号を出力するのではなく前記指示信号の送信電力を増加せしめること
を特徴とする請求項１８記載の無線基地局装置。
【請求項２０】
　前記判断手段は、前記指示信号の受信不可と判断された移動局の数が所定の閾値以上で
ある場合に、あるいはこの数とそれ以前に指示信号の受信不可と判断された移動局の数と
の合計が前記所定の閾値以上である場合に、前記異常信号を出力するようにしたことを特
徴とする請求項１４～１９いずれか記載の無線基地局装置。
【請求項２１】
　移動局は無線基地局装置へのメッセージの送信に先立って前記無線基地局装置に所定の
プリアンブルを前記メッセージの送信を許可又は不許可とする指示信号を受信できるまで
繰り返し送信し、前記無線基地局装置は前記移動局からのプリアンブルを検出すると前記
指示信号を前記移動局に送信する移動通信システムにおける無線基地局装置の動作制御方
法であって、
　検出されたプリアンブルの検出情報を基に前記移動局における前記指示信号の受信の可
否を判断する判断ステップと、
　前記判断ステップにより前記指示信号の受信不可と判断された場合に前記指示信号の送
信電力を増加せしめる制御ステップと、
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　前記制御ステップにより前記指示信号の送信電力が増加された後に前記判断ステップに
より前記指示信号の受信不可と再び判断された場合に警報信号を出力するステップとを含
むことを特徴とする動作制御方法。
【請求項２２】
　前記メッセージはＲＡＣＨ(Random Access Channel) メッセージであり、前記プリアン
ブルはＲＡＣＨプリアンブルであり、前記指示信号はＡＩＣＨ(Acquisition Indicator C
hannel) であることを特徴とする請求項２１記載の動作制御方法。
【請求項２３】
　前記無線基地局装置により検出されたプリアンブルの検出情報は、当該プリアンブルの
検出位置及び受信電力の少なくとも一方を含むことを特徴とする請求項２１又は２２記載
の動作制御方法。
【請求項２４】
　前記判断ステップは、検出されたプリアンブルの検出情報をそれ以前に検出されたプリ
アンブルの検出情報と比較することにより、前記移動局における前記指示信号の受信の可
否を判断することを特徴とする請求項２１～２３いずれか記載の動作制御方法。
【請求項２５】
　前記制御ステップにより前記指示信号の送信電力が増加された後に前記判断ステップに
より前記指示信号の受信不可と再び判断された時が前記指示信号の送信電力が増加されて
から所定時間経過後であれば、前記警報信号を出力するのではなく前記指示信号の送信電
力を増加せしめることを特徴とする請求項２１～２４いずれか記載の動作制御方法。
【請求項２６】
　前記制御ステップは、前記判断ステップにより前記指示信号の受信不可と判断された移
動局の数が所定の閾値以上である場合に、あるいはこの数とそれ以前に指示信号の受信不
可と判断された移動局の数との合計が前記所定の閾値以上である場合に、前記指示信号の
送信電力を増加せしめるようにしたことを特徴とする請求項２１～２５いずれか記載の動
作制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は移動通信システム、無線基地局装置及びその動作制御方法に関し、特に移動局
が基地局へのＲＡＣＨ(Random Access Channel) メッセージの送信に先立って基地局に対
してＲＡＣＨプリアンブルを送信し、このＲＡＣＨプリアンブルの検出に応答して基地局
がＡＩＣＨ(Acquisition Indicator Channel) を移動局へ送信するようにした移動通信シ
ステムの改良に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、移動通信システムに適用する通信方式の一つとして、干渉や妨害に強いスペクトラ
ム拡散通信方式が注目されている。スペクトラム拡散通信方式を使用した無線通信システ
ムでは、例えば送信側の装置において、ディジタル化された音声データや画像データに対
しＰＳＫまたはＦＳＫ変調方式等のディジタル変調方式により変調を行った後、この変調
された送信データを疑似雑音符号（ＰＮコード：Pseudorandom Noise code ）などの拡散
符号を用いて広帯域のベースバンド信号に変換し、その後無線周波数の信号に変換して送
信する。
【０００３】
一方、受信側の装置においては、受信された無線周波数信号に対し、送信側の装置で使用
した拡散符号と同じ符号を用いて逆拡散を行い、その後ＰＳＫまたはＦＳＫ復調方式によ
りディジタル復調を行って受信データを再生するように構成されている。
【０００４】
複数の移動局の各々がＲＡＣＨ(Random Access Channel) を用いて任意のタイミングで適
宜基地局にアクセスを行い、基地局はそのアクセスに対して基地局のメッセージ送信を制
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御する従来のＣＤＭＡ移動通信システムにおけるランダムアクセス制御方法では、移動局
が発呼しようとするとき、移動局はＲＡＣＨメッセージの送信に先立ち、基地局に対して
ＲＡＣＨメッセージが発生したことを通知するＲＡＣＨプリアンブルを送信する。ここで
、移動局は１６種類のシグナチャ(signature) の中からランダムに１つを選び、選択した
シグナチャからプリアンブルを生成する。
【０００５】
基地局はプリアンブルを受信すると、所定の閾値と相関値を比較し、相関値の方が大きけ
ればプリアンブルを検出したと判断し、検出されたプリアンブルのシグナチャに対応した
ＡＩＣＨ(Acquisition Indicator Channel) を移動局に送信する。基地局は全１６種類の
シグナチャをサーチし、１つも検出しなかった場合はＡＩＣＨの送信は行わない。ＡＩＣ
Ｈには、検出されたプリアンブルのシグナチャ番号と、基地局が移動局のメッセージ送信
を許可する“ＡＣＫ(acknowledge) ”又は不許可とする“ＮＡＣＫ(negative acknowledg
e)”の情報と、が含まれている。
【０００６】
移動局は、プリアンブルを送信してから一定時間内に自らが送信したプリアンブルのシグ
ナチャ番号に対応するＡＩＣＨを受信した場合、“ＡＣＫ”であればメッセージを送信し
、“ＮＡＣＫ”であれば一連のランダムアクセス手順を抜ける。また、一定時間内に自ら
が送信したプリアンブルのシグナチャ番号に対応するＡＩＣＨを受信できなかった場合、
パワーランピングのステップ幅だけ送信電力を増やして再度プリアンブルを送信する。一
般的に、移動局は一定間隔でプリアンブルを再送し、パワーランピングのステップ幅も一
定である。
【０００７】
以上説明したランダムアクセス制御方法について図面を参照して更に詳細に説明する。図
７は従来の無線基地局装置の構成を示す図であり、図８は従来の移動局（無線端末装置）
の構成を示す図である。図７を参照すると、従来の無線基地局装置は、遅延プロファイル
生成回路３１と、ＲＡＣＨプリアンブル検出回路３２と、ＡＩＣＨ生成回路３５とを有し
ている。
【０００８】
遅延プロファイル生成回路３１は、遅延プロファイル生成回路３１に入力された図８に示
した移動局からの受信信号と、シグナチャにそれぞれ対応する既知のＲＡＣＨプリアンブ
ルコードの各々との間の相関演算を行い、その相関演算結果に基づいてそれぞれ遅延プロ
ファイルを生成する。ここで、遅延プロファイル生成回路３１はＲＡＣＨプリアンブルが
到来する一定の周期で起動がかかるものとする。
【０００９】
遅延プロファイル生成回路３１により作成された遅延プロファイルの各々はＲＡＣＨプリ
アンブル検出回路３２に出力される。ＲＡＣＨプリアンブル検出回路３２は、遅延プロフ
ァイルから所定の閾値以上のレベルを持つ相関ピークが検出されれば、ＲＡＣＨプリアン
ブルを検出したと判断する。そして、ＲＡＣＨプリアンブル検出回路３２は、検出された
ＲＡＣＨプリアンブルのシグナチャの各々に対してリソース使用許可を表す“ＡＣＫ”あ
るいはリソース使用不可を表す“ＮＡＣＫ”を与え、ＡＩＣＨ情報としてＡＩＣＨ生成回
路３５に出力する。ＡＩＣＨ生成回路３５はＡＩＣＨ情報を用いてＡＩＣＨを生成し送信
する。
【００１０】
一方、図８に示したように従来の移動局は、遅延プロファイル生成回路２１と、ＡＩＣＨ
検出回路２２と、送信電力制御回路２３と、ＲＡＣＨプリアンブル生成回路２４とを有し
ている。
【００１１】
遅延プロファイル生成回路２１は、遅延プロファイル生成回路２１に入力された図７に示
した無線基地局装置からの受信信号に対して、無線基地局装置で用いられた拡散符号と同
じ拡散符号を用いて相関演算を行い、その相関演算結果に基づいて遅延プロファイルを生
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成する。遅延プロファイルはＡＩＣＨ検出回路２２に出力され、自局が送信したＲＡＣＨ
プリアンブルが無線基地局装置で検出されたかどうか、リソースが割り当てられたかどう
かが判定される。
【００１２】
ここで、ＡＩＣＨ検出回路２２は、自局がＲＡＣＨプリアンブルを送信してから一定時間
内にこのＲＡＣＨプリアンブルのシグナチャに対応するＡＩＣＨを受信できなかったなら
ば、無線基地局装置がＲＡＣＨプリアンブルを検出できなかったと判断し、送信電力制御
回路２３及びＲＡＣＨプリアンブル生成回路２４にＲＡＣＨプリアンブル再送制御信号を
出力する。
【００１３】
ＲＡＣＨプリアンブル生成回路２４はＲＡＣＨプリアンブル再送制御信号を受け取ると、
一定のアクセススロットだけ間隔をあけてＲＡＣＨプリアンブル信号を送信電力制御回路
２３に出力し、送信電力制御回路２３は前回送信した電力よりも一定値だけ電力を上げて
ＲＡＣＨプリアンブル信号を送信する。
【００１４】
以上説明したランダムアクセス制御方法は、例えば非特許文献１に記載されている。
【００１５】
【非特許文献１】
3GPP TS 25.214 V3.9.0 、2001年12月、pp.28～30
【００１６】
【発明が解決しようとする課題】
このようなランダムアクセス制御方法では、例えば、無線基地局装置のセルの境界付近に
いる移動局では、ＡＩＣＨ受信状態が悪くなるために、ＡＩＣＨを受信できなくなると、
ＡＩＣＨ異常状態（移動局では無線基地局装置における検出用閾値を超えるほどの電力を
有するＲＡＣＨプリアンブルを送信しているにも関わらずランピングを行い続け、一方、
無線基地局装置ではＲＡＣＨプリアンブルを正常に検出しているため、ＲＡＣＨメッセー
ジの検出動作を行ってしまい、ＲＡＣＨメッセージが通らなくなる状態）に陥る一方で、
セルの中心付近にいる移動局は受信状態が良いためＡＩＣＨを検出できているという場合
がある。
【００１７】
このような場合にセルの中心付近にいる移動局数の方が多い場合は、無線基地局装置がＲ
ＡＣＨメッセージを受信できない現象が顕著に現れず、保守者が迅速に発見することは困
難である。これは、ＡＩＣＨの送信電力値の設定ミスあるいは無線基地局装置の故障が原
因である場合も同様である。しかし、ＲＡＣＨメッセージが通らないユーザにとってはい
つまでたっても通信、通話が開始できない状態（圏外）となり、通信サービスへの信頼が
大きく低下してしまうことになる。
【００１８】
このように、移動局においてＡＩＣＨ受信状態が悪くなり、ＡＩＣＨを検出できなくなっ
ても、保守者がＡＩＣＨ異常状態に気づくほど顕著にＲＡＣＨメッセージの不通が起こり
、ＡＩＣＨ送信電力の設定変更を行うまで、ＡＩＣＨ異常状態からの復旧が図れないとい
う問題がある。
【００１９】
　本発明の目的は、ＡＩＣＨ異常状態からの自己復旧あるいは保守者への通知などを行な
うことが可能な移動通信システム、無線基地局装置及びその動作制御方法を提供すること
である。
【００２０】
【課題を解決するための手段】
　本発明による移動通信システムは、移動局は基地局へのメッセージの送信に先立って基
地局に所定のプリアンブルを前記メッセージの送信を許可又は不許可とする指示信号を受
信できるまで繰り返し送信し、前記基地局は前記移動局からのプリアンブルを検出すると
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前記指示信号を前記移動局に送信する移動通信システムであって、前記基地局により検出
されたプリアンブルの検出情報を基に前記移動局における前記指示信号の受信の可否を判
断し、前記移動局における前記指示信号の受信が不可と判断した場合に異常を示す異常信
号を出力する判断手段と、前記異常信号の受信に応答して前記指示信号の送信電力を増加
せしめる制御手段とを含むことを特徴とする。
【００２２】
前記移動通信システムにおいて、前記判断手段は、前記指示信号の受信不可と判断された
移動局の数が所定の閾値以上である場合に、あるいはこの数とそれ以前に指示信号の受信
不可と判断された移動局の数との合計が前記所定の閾値以上である場合に、前記異常信号
を出力するようにしたことを特徴とする。
【００２３】
　本発明による動作制御方法は、移動局は基地局へのメッセージの送信に先立って基地局
に所定のプリアンブルを前記メッセージの送信を許可又は不許可とする指示信号を受信で
きるまで繰り返し送信し、前記基地局は前記移動局からのプリアンブルを検出すると前記
指示信号を前記移動局に送信する移動通信システムの動作制御方法であって、前記基地局
により検出されたプリアンブルの検出情報を基に前記移動局における前記指示信号の受信
の可否を判断する判断ステップと、前記判断ステップにより前記指示信号の受信不可と判
断された場合に前記指示信号の送信電力を増加せしめる制御ステップと、前記制御ステッ
プにより前記指示信号の送信電力が増加された後に前記判断ステップにより前記指示信号
の受信不可と再び判断された場合に警報信号を出力するステップとを含むことを特徴とす
る。
【００２４】
　本発明による無線基地局装置は、移動局は無線基地局装置へのメッセージの送信に先立
って前記無線基地局装置に所定のプリアンブルを前記メッセージの送信を許可又は不許可
とする指示信号を受信できるまで繰り返し送信し、前記無線基地局装置は前記移動局から
のプリアンブルを検出すると前記指示信号を前記移動局に送信する移動通信システムにお
ける無線基地局装置であって、検出されたプリアンブルの検出情報を基に前記移動局にお
ける前記指示信号の受信の可否を判断し、前記移動局における前記指示信号の受信が不可
と判断した場合に異常を示す異常信号を出力する判断手段と、前記異常信号の受信に応答
して前記指示信号の送信電力を増加せしめる制御手段とを含むことを特徴とする。
【００２６】
前記無線基地局装置において、前記判断手段は、前記指示信号の受信不可と判断された移
動局の数が所定の閾値以上である場合に、あるいはこの数とそれ以前に指示信号の受信不
可と判断された移動局の数との合計が前記所定の閾値以上である場合に、前記異常信号を
出力するようにしたことを特徴とする。
【００２７】
　本発明による別の動作制御方法は、移動局は無線基地局装置へのメッセージの送信に先
立って前記無線基地局装置に所定のプリアンブルを前記メッセージの送信を許可又は不許
可とする指示信号を受信できるまで繰り返し送信し、前記無線基地局装置は前記移動局か
らのプリアンブルを検出すると前記指示信号を前記移動局に送信する移動通信システムに
おける無線基地局装置の動作制御方法であって、検出されたプリアンブルの検出情報を基
に前記移動局における前記指示信号の受信の可否を判断する判断ステップと、前記判断ス
テップにより前記指示信号の受信不可と判断された場合に前記指示信号の送信電力を増加
せしめる制御ステップと、前記制御ステップにより前記指示信号の送信電力が増加された
後に前記判断ステップにより前記指示信号の受信不可と再び判断された場合に警報信号を
出力するステップとを含むことを特徴とする。
【００２９】
本発明によれば、移動局はＲＡＣＨ(Random Access Channel) メッセージの送信に先立っ
て基地局にＲＡＣＨプリアンブルを送信し、基地局は移動局からのＲＡＣＨプリアンブル
を検出するとＡＩＣＨ(Acquisition Indicator Channel) を移動局に送信する移動通信シ
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ステムにおいて、基地局により検出されたＲＡＣＨプリアンブルの検出情報を基に、移動
局におけるＡＩＣＨの受信の可否を判断するよう構成している。
【００３０】
移動局は基地局からＡＩＣＨを受信できた場合はＲＡＣＨプリアンブルの再送を行わない
が、基地局からＡＩＣＨを受信できない場合はＲＡＣＨプリアンブルを再送するので、Ｒ
ＡＣＨプリアンブルの検出情報（ＲＡＣＨプリアンブルの検出位置及び受信電力の少なく
とも一方を含む）を用いて、基地局がＲＡＣＨプリアンブルを検出しているにもかかわら
ず移動局がＲＡＣＨプリアンブルを再送するＡＩＣＨ異常状態が発生しているか否かを判
断することができる、すなわち移動局がＡＩＣＨを受信できるか否かを判断することがで
きるのである。
【００３１】
このように、判断手段がＲＡＣＨプリアンブルの検出情報を用いて移動局がＡＩＣＨを受
信できるか否かを判断するようにしているので、ＡＩＣＨ異常状態からの自己復旧あるい
は異常状態の保守者への通知などを行なうことが可能となる。
【００３２】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。
【００３３】
図１は本発明の第１の実施例による移動通信システムの構成を示す図である。図１に示し
たように、本発明の第１の実施例による移動通信システムは、無線基地局装置（ＢＳ）１
０と、無線基地局装置１０のセル１００内に存在する移動局（ＭＳ）２０とを有している
。なお、無線基地局装置１０は、図示せぬ基地局制御装置(radio network controller)を
介して図示せぬＣＮ(Core Network)に接続されている。
【００３４】
移動局２０は、ＲＡＣＨ(Random Access Channel) を用いて任意のタイミングで適宜無線
基地局装置１０にアクセスを行う。すなわち、移動局２０はＲＡＣＨメッセージの送信に
先立ち、利用可能なアクセススロットから１つをランダムに選択し、選択したアクセスス
ロットで無線基地局装置１０に対してＲＡＣＨメッセージが発生したことを通知するＲＡ
ＣＨプリアンブルを送信する。なお、２フレームは１５アクセススロット（アクセスロッ
ト＃０～＃１４）で構成される。また、移動局２０は１６種類のシグナチャ(signature) 
の中からランダムに１つを選び、選択したシグナチャからプリアンブルを生成する。
【００３５】
無線基地局装置１０は、ＲＡＣＨプリアンブルを検出すると、検出されたＲＡＣＨプリア
ンブルのシグナチャ番号に対応するＡＩＣＨ(Acquisition Indicator
Channel) を移動局２０に送信する。
【００３６】
移動局２０は、ＲＡＣＨプリアンブルを送信してから一定時間内に当該ＲＡＣＨプリアン
ブルのシグナチャ番号に対応するＡＩＣＨを受信した場合、それが“ＡＣＫ”であればＲ
ＡＣＨメッセージを送信し、“ＮＡＣＫ”であれば一連のランダムアクセス手順を抜ける
。
【００３７】
一方、ＲＡＣＨプリアンブルを送信してから一定時間内に当該ＲＡＣＨプリアンブルのシ
グナチャ番号に対応するＡＩＣＨを受信できなかった場合、移動局２０は、ＲＡＣＨプリ
アンブルの所定の再送間隔（一般的には数アクセススロット）だけ間隔をあけてＲＡＣＨ
プリアンブルを再送する。このとき、移動局２０は、パワーランピングにより送信電力を
所定値（パワーランピングのステップ幅）だけ増加させてＲＡＣＨプリアンブルを再送す
る。
【００３８】
図２は図１の無線基地局装置１０の構成を示す図である。図２に示したように、無線基地
局装置１０は、遅延プロファイル生成回路１と、ＲＡＣＨプリアンブル検出回路２と、Ａ
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ＩＣＨ異常判断部３と、ＡＩＣＨ／警報制御部４と、ＡＩＣＨ生成回路５と、警報装置６
とを有している。なお、移動局２０の構成は図８に示した移動局のそれと同様であるので
、説明を省略する。
【００３９】
図２において、遅延プロファイル生成回路１は、遅延プロファイル生成回路１に入力され
た移動局２０からの受信信号と、シグナチャにそれぞれ対応する既知のＲＡＣＨプリアン
ブルコードの各々との間の相関演算を行い、その相関演算結果に基づいてそれぞれ遅延プ
ロファイルを生成する。ここで、遅延プロファイル生成回路１は、ＲＡＣＨプリアンブル
の到来する一定の周期で起動がかかるものとする。すなわち、遅延プロファイル生成回路
１は、各アクセススロット毎に遅延プロファイルを生成する。遅延プロファイル生成回路
１により作成された遅延プロファイルの各々はＲＡＣＨプリアンブル検出回路２に出力さ
れる。
【００４０】
ＲＡＣＨプリアンブル検出回路２は、遅延プロファイルから所定の閾値以上のレベルを持
つ相関ピークが検出されれば、ＲＡＣＨプリアンブルを検出したと判断し、検出されたＲ
ＡＣＨプリアンブルの検出情報をＡＩＣＨ異常判断部３に出力する。ここで、ＲＡＣＨプ
リアンブルの検出情報の内容は、ＲＡＣＨプリアンブルが受信されたアクセススロット番
号、ＲＡＣＨプリアンブルのシグナチャ番号、検出位置（受信タイミング）及び相関電力
値である。なお、ＲＡＣＨプリアンブル検出回路２により複数のＲＡＣＨプリアンブルが
検出された場合は、ＲＡＣＨプリアンブル検出回路２から出力される検出情報には、それ
らの各々についての、アクセススロット番号、シグナチャ番号、検出位置及び相関電力値
が含まれることは勿論である。
【００４１】
また、ＲＡＣＨプリアンブル検出回路２は、検出されたＲＡＣＨプリアンブルのシグナチ
ャの各々に対してリソース使用許可を表す“ＡＣＫ”あるいはリソース使用不可を表す“
ＮＡＣＫ”を与え、ＡＩＣＨ情報としてＡＩＣＨ生成回路５に出力する。
【００４２】
ＡＩＣＨ異常判断部３は、検出されたＲＡＣＨプリアンブルの検出情報をもとに、無線基
地局装置１０が移動局２０からのＲＡＣＨプリアンブルを検出しＡＩＣＨを移動局２０に
送信しているにもかかわらず移動局２０がパワーランピングを用いてＲＡＣＨプリアンブ
ルの送信を繰り返している異常状態が発生しているか否かを判断する。また、ＡＩＣＨ異
常判断部３は、上記異常状態が発生している場合、この異常状態が発生した原因が無線基
地局装置側にあるのか又は移動局側にあるのかをも判断し、無線基地局装置側にある場合
にはＡＩＣＨ異常情報をＡＩＣＨ／警報制御部４に出力する。
【００４３】
なお、ＡＩＣＨ異常判断部３は、ＲＡＣＨプリアンブル検出回路２からの検出情報を保存
する図示せぬ保存部を有している。この保存部は、過去数フレーム分の保存領域を持つ。
例えば過去２フレーム分の保存領域を持つ場合、過去１５アクセスロットで受信された全
てのＲＡＣＨプリアンブルの各々の検出位置及び相関電力値が、当該ＲＡＣＨプリアンブ
ルが受信されたアクセスロット番号に対応する保存領域に保存される。
【００４４】
ＡＩＣＨ／警報制御部４は、ＡＩＣＨ異常情報が入力されると、ＡＩＣＨ送信電力制御信
号をＡＩＣＨ生成回路５に出力するか、あるいは警報信号を警報装置６に出力する。ＡＩ
ＣＨ生成回路５は、ＡＩＣＨ情報及びＡＩＣＨ送信電力制御信号を用いてＡＩＣＨを生成
し送信する。なお、ＡＩＣＨ生成回路５は、通常は、予め設定されている送信電力値でＡ
ＩＣＨを送信するが、ＡＩＣＨ送信電力制御信号を受信した場合は、ＡＩＣＨの送信電力
を予め設定されている送信電力値より所定値だけ増加せしめて送信する。
【００４５】
以下、本発明の第１の実施例による無線基地局装置１０の動作、特に図２のＡＩＣＨ異常
判断部３及びＡＩＣＨ／警報制御部４の動作について図面を参照して説明する。
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【００４６】
図３及び４は図２のＡＩＣＨ異常判断部３の動作を示すフローチャートである。図３及び
４において、ＡＩＣＨ異常判断部３は、ＲＡＣＨプリアンブル検出回路２により検出され
たＲＡＣＨプリアンブルの検出情報を受信すると動作を開始し（ステップＳ１）、保存部
内の、当該ＲＡＣＨプリアンブル（以下、今回検出されたＲＡＣＨプリアンブルと称す）
が受信されたアクセススロット番号に対応する保存領域に、今回検出されたＲＡＣＨプリ
アンブルの検出位置及び相関電力値を保存する（ステップＳ２）。
【００４７】
そして、ＡＩＣＨ異常判断部３は、今回検出されたＲＡＣＨプリアンブルの検出位置と、
今回検出されたＲＡＣＨプリアンブルが受信されたアクセススロット番号より所定の再送
間隔（一般的には数アクセススロット）だけ前のアクセススロット番号に対応する保存領
域に保存されている検出位置とを比較する（ステップＳ３）。すなわち、ＡＩＣＨ異常判
断部３は、今回検出されたＲＡＣＨプリアンブルの検出位置と、それより所定の再送間隔
だけ前に検出されたＲＡＣＨプリアンブルの検出位置とを比較する。
【００４８】
検出位置の差が±Ｙｃｈｉｐ以内であれば（ステップＳ４，ＹＥＳ）、ＡＩＣＨ異常判断
部３は、今回検出されたＲＡＣＨプリアンブルの相関電力値と、それより所定の再送間隔
だけ前に検出されたＲＡＣＨプリアンブルの相関電力値とを比較する（ステップＳ５）。
【００４９】
相関電力値の差がパワーランピングのステップ幅と同じであれば（ステップＳ６，ＹＥＳ
）、今回検出されたＲＡＣＨプリアンブルと、それより所定の再送間隔だけ前に検出され
たＲＡＣＨプリアンブルは同一の移動局から送信されたものであるので、ＡＩＣＨ異常判
断部３は、この移動局を無線基地局装置１０がＡＩＣＨを送信しているにも関わらずＲＡ
ＣＨプリアンブルの送信を繰り返している異常端末とみなす（ステップＳ７）。
【００５０】
移動局が高速で移動している場合であっても、一般的な再送間隔（数アクセススロット）
でＲＡＣＨプリアンブルを再送するのであれば、ＲＡＣＨプリアンブルの検出位置は変わ
らないことから、今回検出されたＲＡＣＨプリアンブルの検出位置と、それより所定の再
送間隔だけ前に検出されたＲＡＣＨプリアンブルの検出位置とがほぼ一致している場合は
（ステップＳ４，ＹＥＳ）、同一端末により送信されたＲＡＣＨプリアンブルであり、か
つ当該端末がパワーランピングを行っている可能性が高い。さらに、相関電力値の差がパ
ワーランピングのステップ幅と一致している場合は（ステップＳ６，ＹＥＳ）、同一端末
がパワーランピングを行っている可能性がさらに高いといえる。したがって、移動局がこ
れらの条件を満たせば、検出用閾値を超えるほどの電力を有するＲＡＣＨプリアンブルを
送信しているにも関わらずパワーランピングを行っている異常端末に該当するといえる。
【００５１】
なお、今回検出されたＲＡＣＨプリアンブルの数が複数である場合、すなわち、ＡＩＣＨ
異常判断部３に入力された検出情報に複数のＲＡＣＨプリアンブルについての検出位置及
び相関電力値が含まれている場合は、ＡＩＣＨ異常判断部３はステップＳ３及び５におい
て、それら複数のＲＡＣＨプリアンブルの各々の検出位置及び相関電力値を、それより所
定の再送間隔だけ前に検出されたＲＡＣＨプリアンブルの検出位置及び相関電力値と比較
することは勿論である。
【００５２】
そして、ＡＩＣＨ異常判断部３は、今回検出されたＲＡＣＨプリアンブルが受信されたア
クセススロット番号に対応する保存領域に異常端末とみなされた移動局の数である異常端
末数を保存する（ステップＳ８）。
【００５３】
今回のアクセススロット（今回検出されたＲＡＣＨプリアンブルが受信されたアクセスス
ロット）において異常端末とみなされた移動局の数がＺ以上であれば（ステップＳ９，Ｙ
ＥＳ）、異常端末とみなされた移動局がＡＩＣＨを受信できずにＲＡＣＨプリアンブルの
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送信を繰り返している原因が移動局の故障である可能性は少ないため、ＡＩＣＨ異常判断
部３はＡＩＣＨ異常情報をＡＩＣＨ／警報制御部４に出力する（ステップＳ１１）。
【００５４】
保存部の過去数フレーム分の保存領域中に所定の再送間隔（再送周期）以外で異常端末が
存在するならば、今回のアクセススロットにおける異常端末とは別の異常端末が存在する
と考えられる。すなわち、例えば、保存部が過去２フレーム分の保存領域から構成され、
今回のアクセススロットがアクセススロット＃１４であり、所定の再送間隔（再送周期）
が５アクセススロットである場合に、アクセススロット＃１４、＃９及び＃４にそれぞれ
対応する保存領域に保存された異常端末数を除く、過去２フレーム分の保存領域に保存さ
れた異常端末数の合計は、今回のアクセススロットにおける異常端末とは別の異常端末の
数であると考えられる。
【００５５】
したがって、今回のアクセススロットにおける異常端末の数がＺ未満であっても（ステッ
プＳ９，ＮＯ）、今回のアクセススロットにおける異常端末の数とそれとは別の異常端末
の数との合計がＺ以上となれば（ステップＳ１０，ＹＥＳ）、移動局の故障である可能性
は少ないため、ＡＩＣＨ異常判断部３はＡＩＣＨ異常情報をＡＩＣＨ／警報制御部４に出
力する（ステップＳ１１）。しかし、異常端末数の合計がＺ未満であれば（ステップＳ１
０，ＮＯ）、ごく少数の移動局が異常なパワーランピングを行っているにすぎず、移動局
の個別故障である可能性が高いため、ＡＩＣＨ異常判断部３はＡＩＣＨ異常情報を出力し
ない。
【００５６】
図５は図２のＡＩＣＨ／警報制御部４の動作を示す図である。図５において、ＡＩＣＨ／
警報制御部４は、ＡＩＣＨ異常判断部３からのＡＩＣＨ異常情報が入力されると動作を開
始し（ステップＤ１）、ＡＩＣＨ送信電力制御信号を既にＡＩＣＨ生成回路５に出力して
いるか否かを確認する（ステップＤ２）。ＡＩＣＨ異常情報が初めて入力されたのであれ
ば（ステップＤ２，ＮＯ）、ＡＩＣＨ／警報制御部４は、ＡＩＣＨ送信電力制御信号をＡ
ＩＣＨ生成回路５に出力することによりＡＩＣＨの送信電力を増加せしめ、ＡＩＣＨ異常
状態からの回復を図る（ステップＤ４）。
【００５７】
既に一度ＡＩＣＨ異常情報が入力されていて、ＡＩＣＨ送信電力制御信号を既にＡＩＣＨ
生成回路５に出力している場合は（ステップＤ２，ＹＥＳ）、ＡＩＣＨの送信電力を上げ
てもＡＩＣＨ異常状態が解消されず、ＡＩＣＨの予め設定された送信電力値の大幅な設定
ミスあるいは無線基地局装置１０の故障である可能性が高いため、ＡＩＣＨ／警報制御部
４は警報信号を警報装置６に出力する（ステップＤ３）。警報装置６は、警報信号を受信
すると、ＡＩＣＨの送信電力を上げてもＡＩＣＨ異常状態が解消されない旨を保守者に報
知する。
【００５８】
伝搬環境の変化により、ＡＩＣＨの予め設定された送信電力値ではＡＩＣＨを移動局が受
信できない場合があり、この場合、移動局は送信したＲＡＣＨプリアンブルを無線基地局
装置が受信できていないと判断し、パワーランピングを用いてＲＡＣＨプリアンブルの送
信電力を徐々に上げてＲＡＣＨプリアンブルの送信を繰り返す。一方、ＲＡＣＨプリアン
ブルを正常に受信し、ＡＩＣＨを送信した無線基地局装置は移動局からＲＡＣＨメッセー
ジが送信されてくることを期待して、ＲＡＣＨメッセージの受信動作を行う。
【００５９】
そうすると、移動局はパワーランピングにより消費電力を浪費し、かつ必要以上に電力値
を上げたＲＡＣＨプリアンブルを送信することにより、伝搬環境に悪影響を与えることに
なる。また、無線基地局装置はＲＡＣＨメッセージ受信動作に必要なリソースを無駄に消
費することになる。
【００６０】
しかしながら本発明の第１の実施例では、無線基地局装置１０は、移動局２０から送信さ
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れたＲＡＣＨプリアンブルを検出できているにもかかわらず、移動局２０がＲＡＣＨプリ
アンブルの送信を繰り返すというＡＩＣＨ異常状態を検出し、無線基地局装置１０におけ
るＡＩＣＨの送信電力を上げるよう構成されているので、移動局２０におけるＡＩＣＨ受
信状態を改善することができ、よって、移動局２０の不要なパワーランピング及び無線基
地局装置１０の無駄なＲＡＣＨメッセージの受信動作を防ぐことができる。
【００６１】
また、本発明の第１の実施例では、無線基地局装置１０は、ＡＩＣＨ異常状態を警報装置
６を用いて保守者に通知するようにしているので、保守者はＡＩＣＨ異常状態を迅速に認
識し、ＡＩＣＨの送信電力値の設定ミスまたは装置故障に対処することができる。
【００６２】
なお、図３において、ステップＳ５及びＳ６の処理を省略するようにしてもよいし、ある
いはステップＳ３及びＳ４の処理を省略するようにしてもよい。また、図４において、ス
テップＳ７～Ｓ１０の処理を省略するようにしてもよい。すなわち、ＡＩＣＨ異常判断部
３は、ＡＩＣＨ異常状態が発生していると判断したならば、ＡＩＣＨ異常状態が発生した
原因が無線基地局装置側にあるのか又は移動局側にあるのかを判断することなくＡＩＣＨ
異常情報を出力するようにしてもよい。
【００６３】
また、図４のステップＳ１０においてＡＩＣＨ異常判断部３は、過去数フレーム中に所定
の再送周期以外で発生した異常端末を、今回のアクセススロットにおける異常端末とは別
の異常端末とみなし、それらの合計とＺとを比較するようにしているが、過去数フレーム
中に発生した全ての異常端末の数とＺとを比較するようにしてもよい。すなわち、ＡＩＣ
Ｈ異常判断部３の保存部が過去２フレーム分の保存領域から構成され、今回のアクセスス
ロットがアクセススロット＃１４である場合、ＡＩＣＨ異常判断部３はステップＳ１０に
おいて、アクセススロット＃０～＃１４にそれぞれ対応する保存領域に保存された異常端
末数の合計とＺとを比較するようにしてもよい。
【００６４】
また、図５においてＡＩＣＨ／警報制御部４は、既に１度ＡＩＣＨの送信電力を制御した
後にＡＩＣＨ異常情報を受信する場合、警報信号を出力するようにしているが、複数回Ａ
ＩＣＨ送信電力制御信号を出力した後に、すなわち複数回ＡＩＣＨ異常情報を受信した後
にそれでもＡＩＣＨ異常情報を受信する場合に、初めて警報信号を出力するようにしても
よい。
【００６５】
また、所定の再送間隔及びパワーランピングのステップ幅については、任意に設定可能で
ある。また、検出位置の差の判断基準Ｙｃｈｉｐ及び異常端末数の判断基準Ｚも任意に設
定可能である。
【００６６】
上述したように、移動局２０は、自局が送信したＲＡＣＨプリアンブルに対する応答であ
るＡＩＣＨを受信できなかった場合、所定の再送間隔だけ待ってからＲＡＣＨプリアンブ
ルを再送していたが、ＲＡＣＨプリアンブルの再送間隔は一定ではなくランダムであって
もよい。このように再送間隔がランダムである場合には、ＡＩＣＨ異常判断部３は図３の
Ｓ３～Ｓ６において、今回検出されたＲＡＣＨプリアンブルの検出位置及び相関電力値を
、それ以前に検出され保存部に保存されている全てのＲＡＣＨプリアンブルの各々の検出
位置及び相関電力値と比較するようにする。
【００６７】
また、再送間隔はランダムであるが少なくともＮアクセススロットより大でなければなら
ないと定められている場合には、以前に検出された全てのＲＡＣＨプリアンブルの各々の
検出位置及び相関電力値と比較する必要はない。すなわち、、保存部が過去２フレーム分
の保存領域から構成され、今回のアクセススロットがアクセススロット＃１４であり、Ｎ
＝４である場合、ＡＩＣＨ異常判断部３は、今回検出されたＲＡＣＨプリアンブルの検出
位置及び相関電力値を、アクセススロット＃０～＃１０にそれぞれ対応する保存領域に保
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存されているＲＡＣＨプリアンブルの各々の検出位置及び相関電力値と比較すればよく、
アクセススロット＃１１～＃１３にそれぞれ対応する保存領域を参照しなくてもよい。
【００６８】
次に、本発明の第２の実施例について図面を参照して説明する。本発明の第２の実施例に
よる無線基地局装置の構成は図２に示した構成と同様であるが、ＡＩＣＨ／警報制御部４
の動作が本発明の第１の実施例と異なっている。
【００６９】
図６は本発明の第２の実施例によるＡＩＣＨ／警報制御部４の動作を示す図である。図６
において、ＡＩＣＨ／警報制御部４はアクセススロット毎に起動され、ＡＩＣＨ異常判断
部３からのＡＩＣＨ異常情報が入力されると（ステップＥ１，ＹＥＳ）、ＡＩＣＨ／警報
制御部４はＡＩＣＨの送信電力を既に制御したか否かを示す電力制御済みフラグの状態を
確認する（ステップＥ２）。
【００７０】
電力制御済みフラグがオン、すなわち過去Ｘフレームの間に一度ＡＩＣＨ異常情報が入力
されていてＡＩＣＨ送信電力制御信号をＡＩＣＨ生成回路５に出力している場合は（ステ
ップＥ２，ＹＥＳ）、ＡＩＣＨ送信電力を上げても一定期間（Ｘフレーム）内でＡＩＣＨ
異常状態が解消されず、ＡＩＣＨ送信電力の深刻な設定ミス又は装置故障の可能性が高い
ため、ＡＩＣＨ／警報制御部４は自己復旧不能を示す警報信号を警報装置６に出力する（
ステップＥ３）。
【００７１】
また、電力制御済みフラグがオフ、すなわちＡＩＣＨ異常情報が初めて入力された場合あ
るいは以前にＡＩＣＨ送信電力を上げてＡＩＣＨ異常状態から復旧している場合は（ステ
ップＥ２，ＮＯ）、ＡＩＣＨ／警報制御部４はＡＩＣＨ送信電力制御信号をＡＩＣＨ生成
回路５に出力してＡＩＣＨ送信電力を上げることにより、ＡＩＣＨ異常状態からの回復を
図る　（ステップＥ４）。そして、ＡＩＣＨ／警報制御部４は電力制御済みフラグをオン
に設定し（ステップＥ５）、タイマ設定（Ｘフレーム）を行う（ステップＥ６）。
【００７２】
一方、今回のアクセススロットにおいてＡＩＣＨ異常情報が入力されず（ステップＥ１，
ＮＯ）、電力制御済みフラグがオンであり（ステップＥ７，ＹＥＳ）、タイマ設定からＸ
フレーム経過した場合は（ステップＥ８，ＹＥＳ）、ＡＩＣＨ送信電力を上げたことによ
りＡＩＣＨ異常状態から復旧したと考えられるため、ＡＩＣＨ／警報制御部４はＡＩＣＨ
の予め設定された送信電力値が低いことを示す警報信号を警報装置６に出力し（ステップ
Ｅ９）、電力制御済みフラグをオフに設定し（ステップＥ１０）、タイマを解除する（ス
テップＥ１１）。
【００７３】
また、今回のアクセススロットにおいてＡＩＣＨ異常情報が入力されず（ステップＥ１，
ＮＯ）、電力制御済みフラグがオフである場合（ステップＥ７，ＮＯ）またはタイマ設定
からＸフレーム経過していない場合（ステップＥ８，ＮＯ）は動作を終了する。
【００７４】
本発明の第２の実施例によれば、ＡＩＣＨ送信電力を上げてから一定期間内にＡＩＣＨ異
常状態から復旧した場合は、ＡＩＣＨ／警報制御部４はＡＩＣＨの予め設定された送信電
力値が低いことを示す警報信号を警報装置６に出力するようにしているので、装置故障で
はなく、ＡＩＣＨの予め設定された送信電力値が低いことを保守者に通知することができ
る。
【００７５】
また、ステップＥ１０において電力制御フラグをオフに設定するようにしているので、伝
搬環境がその後悪化して再びＡＩＣＨ異常情報が入力された場合に、ＡＩＣＨ／警報制御
部４はＡＩＣＨ異常状態からの復旧を再び図ることができる。また、ＡＩＣＨ送信電力を
上げても一定期間にＡＩＣＨ異常状態から復旧しなかった場合は、ＡＩＣＨ／警報制御部
４は自己復旧不能を示す警報信号を警報装置６に出力するようにしているので、ＡＩＣＨ
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きる。
【００７６】
なお、上記図３～６に示した各フローチャートに従った処理動作は、予めＲＯＭ等の記憶
媒体に格納されたプログラムを、ＣＰＵ（制御部）となるコンピュータに読み取らせて実
行せしめることにより、実現できることは勿論である。
【００７７】
【発明の効果】
本発明による効果は、ＡＩＣＨ異常状態からの自己復旧あるいは保守者への通知などを行
なうことができることである。その理由は、移動局はＲＡＣＨメッセージの送信に先立っ
て基地局にＲＡＣＨプリアンブルを送信し、基地局は移動局からのＲＡＣＨプリアンブル
を検出するとＡＩＣＨを移動局に送信する移動通信システムにおいて、基地局により検出
されたＲＡＣＨプリアンブルの検出情報を基に移動局におけるＡＩＣＨの受信の可否を判
断する判断手段を設けたためである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例による移動通信システムの構成を示す図である。
【図２】図１の無線基地局装置１０の構成を示す図である。
【図３】図２のＡＩＣＨ異常判断部３の動作を示すフローチャートである。
【図４】図２のＡＩＣＨ異常判断部３の動作を示すフローチャートである。
【図５】図２のＡＩＣＨ／警報制御部４の動作を示すフローチャートである。
【図６】本発明の第２の実施例によるＡＩＣＨ／警報制御部４の動作を示すフローチャー
トである。
【図７】従来の無線基地局装置の構成を示す図である。
【図８】従来の移動局の構成を示す図である。
【符号の説明】
１　　遅延プロファイル生成回路
２　　ＲＡＣＨプリアンブル検出回路
３　　ＡＩＣＨ異常判断部
４　　ＡＩＣＨ／警報制御部
５　　ＡＩＣＨ生成回路
６　　警報装置
１０　　無線基地局装置
２０　　移動局
１００　　セル
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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