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(57)【要約】
【課題】移動局（２）がシステム・アクセスステートに
ある間にハンドオフを許す方法及び装置。
【解決手段】移動局（２）がシステム・アクセスステー
トにある間にハンドオフを許す方法及び装置。これは、
複数の基地局（２６）のページング・チャンネルを送信
されるべきチャンネル割り当てメッセージを提供するこ
とによって達成される。それはメッセージの１つが到達
する確率を増大させる。さらに、これは、移動局（２）
が異なった基地局（２６）へハンドオフできること、及
び移動局が新しい基地局（２６）で遅滞なくトラフィッ
ク・チャンネルを割り振られることを保証する。さらに
、方法及び装置は、移動局（２）がトラフィック・チャ
ンネル割り当て時にソフト・ハンドオフステートへ直接
に割り当てられることを許す。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の通信装置が複数の第２の通信装置と通信することのできる移動通信システムで前記
第２の通信装置にチャンネル割り当てメッセージを提供する方法であって、 前記第２の
通信装置の少なくとも１つから前記第１の通信装置へ、前記第１の通信装置がハンドオフ
することを許される第２通信装置のリストを送信するステップと、 チャンネル割り当て
メッセージを、第２通信装置の前記リスト内の前記第２通信装置の各々から送信するステ
ップとを含む、 チャンネル割り当てメッセージの提供方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　I.発明の分野
　本発明は通信システムに関する。さらに具体的には、本発明は多重アクセス通信システ
ムにおけるアイドル・ハンドオフを実行する新規で改善された方法及び装置に関する。さ
らに、本発明は多重アクセス通信システムでトラフィック・チャンネルを割り当てる改善
された方法に関する。さらに、本発明は、多重アクセス通信システムで移動局が待ち行列
化されトラフィック・チャンネルを待機しているときに生じるハンドオフの所要数を減少
する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　II.従来技術の説明
　典型的には、移動局がシステム・アクセスステート(system access state)にある間、
通信システムはハンドオフを禁止する。システム・アクセスステートとは、通信が、移動
局によりアクセス・チャンネルを介する伝送によって開始されるか、基地局によりページ
ング・チャンネルを介する伝送によって開始されるステートである。実施態様では、メッ
セージは符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）通信形式に従って送信される。この通信形式
は、「衛星又は地上中継器を使用するスペクトラム拡散多重アクセス通信システム」(Spr
ead Spectrum Multiple Access Communication System Using Satellite or Terrestrial
 Repeaters)と題する米国特許第４,９０１,３０７号、及び「ＣＤＭＡセルラ電話システ
ムで波形を発生するシステム及び方法」（System and Method for Generating Waveforms
 in a CDMA Cellular Telehone System）と題する米国特許第５,１０３,４５９号に詳細
に開示されている。これらの特許は共に本発明の譲受人に譲渡され、参照してここに組み
込まれる。コール(call)開始にページング・チャンネル及びアクセス・チャンネルを使用
することは当技術分野で周知であり、「デュアル・モード広帯域スペクトラム拡散セルラ
・システムの移動局・地上局互換性標準」（Mobile Station-Base Station Compatibillt
y Standard for Dual Mode Wideband SpreadSpectum Cellular System）と題するＴＩＡ
／ＥＩＡ暫定標準ＩＳ－９５－Ａに詳細に記述されている。
【０００３】
　ＣＤＭＡシステムの特徴の１つは、同一の周波数がすべてのセルで再使用されることで
ある。ダイバシティ結合は、同じ情報を搬送している信号を受信している受信器が、異な
ったパスを介して伝搬される信号を結合して、伝送された信号の改善された推定を提供す
る方法である。同じ情報を搬送しているが異なった伝搬パスを通るか、異なった送信器に
よって送信されるダイバシティ信号を利用する受信器の設計は、「ＣＤＭＡセルラ電話シ
ステムのダイバシティ受信器」（Diversity Receiver in a CDMA Cellular Telephone Sy
stem）と題する米国特許第５,１０９,３９０号で詳細に説明されている。この特許は、本
発明の譲受人へ譲渡されており、参照してここに組み込まれる。
【０００４】
　ソフト・ハンドオフは、１つのセルから他のセルへ移動している移動局が、境界領域の
２つ以上のセルにサービスしている基地局から、移動局が境界の近くに位置している限り
情報を受け取る方法である。基地局によって送信される信号は、前記のダイバシティ結合
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方法によって移動局の受信器で結合される。複数の基地局がセル境界又はその近傍にある
移動局と通信しているときにＣＤＭＡ通信システムでソフト・ハンドオフを提供する方法
及びシステムは、「ＣＤＭＡセルラ電話システムでソフト・ハンドオフを提供する方法及
びシステム」（Method and System for Providing a Soft Handoff in a CDMA Cellular 
Telephone system）と題する米国特許第５,１０１,５０１号、及び「ＣＤＭＡセルラ通信
システムにおける移動局援助ソフト・ハンドオフ」(Mobile Station Assisted Soft Hand
off in a DCMA Cellular Communication system)と題する米国特許第５,２６７,２６１号
に開示されている。これらの特許は、共に本発明の譲受人へ譲渡されており、参照してこ
こに組み込まれる。ハード・ハンドオフとは、ソフト・ハンドオフと対照的に、１つのセ
ルから他のセルへ移動している移動局が、移動先のセルによってピックアップされる前に
移動元のセルによってドロップされる場合をいう。
【０００５】
　すべてのセルに同じ周波数を使用し、ソフト・ハンドオフを使用すると、ＣＤＭＡシス
テムの能力が高くなる。近隣のセルで同じ周波数を再使用すると、セル境界の近くで順方
向リンク信号対雑音比で急速な変化を生じる。これは、移動局によって受信されているセ
ルがフェードし、近隣のセルが強度を増加するからである（アンチフェード）。
【０００６】
　一般的に、移動局が２つのセルを受信しているとき、拡散チップ当たりの受信トラフィ
ック・チャンネル・エネルギーと、セル１によって送信された信号の全スペクトル雑音密
度との比は、次の式（１）によって与えられる。
【数１】

　そして、拡散チップ当たりの受信トラフィック・チャンネル・エネルギーと、セル２に
よって送信された信号の全スペクトル雑音密度との比は、次の式（２）によって与えられ
る。
【数２】

【０００７】
　ここで、式（１）及び（２）において、
Ｉｏｃは、全熱雑音であり、（Ｅｃ／Ｉｏｒ）１、（Ｅｃ／Ｉｏｒ）２は、それぞれセル
１及びセル２によって送信されたトラフィック・チャンネル・パワーの端数であり、

【数３】

【０００８】
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は、それぞれセル１及びセル２から移動局で受信されたトラフィック・チャンネル・パワ
ーの端数である。
【０００９】
　Ｉｏｃが
【数４】

【００１０】
に対して小さい場合を考える。セル１がセル２に対してフェードするとき、
【数５】

【００１１】
は
【数６】

【００１２】
に対して小さくなる（比

【数７】

【００１３】
は大きくなる）。
【００１４】
　従って、（Ｅｃ／Ｉｏｒ）１は小さくなる。もし移動局がソフト・ハンドオフステート
になければ、この信号対雑音比の変化は問題を生じる可能性がある。しかし、もし移動局
が近隣のセルとソフト・ハンドオフステートにあれば、移動局は双方のセルから順方向ト
ラフィック・チャンネルのダイバシティ結合を実行しているから、信号対雑音比の変化は
問題を生じない。（Ｅｃ／Ｉｏｒ）１によって与えられる第１のパスが小さくなるとき、
（Ｅｃ／Ｉｏｒ）２によって与えられる第２のパスは大きくなる。従って、１つのセルに
よるフェージングは他のセルからの信号対雑音比を増大させる。
【００１５】
　ページングは、移動体終結サービスの開始を示す情報を移動局へ送信したり、新しいオ
ーバーヘッド情報の標識を受信する方法である。基地局開始コールを開始する方法は、「
移動通信受信器で電力消費を低減する装置及び方法」（APPARATUS AND METHOD FOR REDUC
ING POWER CONSUMPTION IN A MOBILE COMMUNICATIONS RECEIVER）と題する米国特許第５,
３９２,２８７号、及びこの特許の継続関連出願であって１９９４年３月７日に出願され
た米国特許出願第０８／２０６,７０１号に詳細に説明されている。これらの双方は本発
明の譲受人へ譲渡されており、参照してここに組み込まれる。本発明は移動局開始コール
へも等しく適用することができ、その方法は、１９９６年１月１８日に出願された関連米
国特許出願第０８／２１９,８６７号に詳細に説明されている。この出願は本発明の譲受
人へ譲渡されており、参照してここに組み込まれる。
【００１６】
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　スロット・ページング・システムでは、移動局は短い所定の時間間隔の間ページング・
チャンネルを監視し、次の所定の時間間隔までページング・チャンネルを再び監視するこ
とはない。ＩＳ－９５－Ａでは、ページング・チャンネルを周期的に監視するこの方法は
、スロット・モードと呼ばれ、移動局は１.２８秒ごとに８０ｍｓの間ページング・チャ
ンネルを監視する。監視時間間隔の間の周期は、ユーザーの希望によって、より長くなる
ようにすることができる。移動局がページされる所定の各時間スロットの前に、移動局は
ウエイクアップし（アクティブになり）、その基地局との同期を再同期するか改善する。
次に、移動局はページ又はスロット中の他のメッセージを監視する。いくらかの時間間隔
の後、移動局は非アクティブになり、次の割り当てられたスロットの直前までページング
・チャンネルを監視しない。
【００１７】
　移動局がアクティブになって移動通信システムとトラフィック情報を通信する時点の前
、及び移動局が通信システムとタイミング同期を達成した時点の後では、移動局はアイド
ルステートと呼ばれる状態にある。アイドルステートでは、移動局はメッセージの受信、
到来するコールの受信、コールの開始、登録の開始、又はメッセージ伝送の開始を行うこ
とができる。移動局アイドルステートでは、ＩＳ－９５－Ａは、移動局がその割り当てら
れたスロットを監視する必要がある時間間隔を除いて、任意の時点でアイドル・ハンドオ
フを実行することを移動局に許している。
【００１８】
　しかし、移動局がコールを発信するかページを受信するとき、移動局は発信メッセージ
（origination message）又はページ応答メッセージを送信するためのシステム・アクセ
スステートに入る。システム・アクセスステートでは、ＩＳ－９５－Ａの移動局はスロッ
ト・モードで動作しない。これは非スロット動作と呼ばれる。具体的には、基地局によっ
て異なった状態へ指揮されるか、誤り状態が起こって移動局がシステム・アクセスステー
トの終了を許されるまで、移動局はページング・チャンネルを継続的に監視する。実施態
様では、発呼動作及び発信メッセージの場合を説明するが、概念は移動局終了コールプロ
セス及びページ応答メッセージへ直接に適用することができる。移動局が発信メッセージ
を送信し受信通知(acknowledgement)を受信した後、移動局はチャンネル割り当てメッセ
ージを待機する。チャンネル割り当てメッセージは、基地局から移動局へのトラフィック
通信が、どのチャンネルで実行されるかを示す。
【００１９】
　チャンネル割り当てメッセージを受信すると、直ちに移動局は割り振られたトラフィッ
ク・チャンネルへ同調し、順方向トラフィック・チャンネル上で情報を受信し、逆方向ト
ラフィック・チャンネルで送信を開始する。順方向トラフィック・チャンネルは、基地局
から移動局への情報が送信されるチャンネルであり、逆方向トラフィック・チャンネルは
、移動局から基地局への情報が送信されるトラフィック・チャンネルである。
【００２０】
　移動局が発信メッセージを送信する時間と、移動局がチャンネル割り当てメッセージを
受信する時間との間の間隔は、個々の基幹施設ベンダの実施形態に依存する。その範囲は
１秒の半分よりも少ない時間から数秒までにわたる。移動局がチャンネル割り当てメッセ
ージを受信する時間までは、移動局はシステム・アクセスステートにある。
【００２１】
　典型的には、ページング・チャンネルはソフト・ハンドオフをサポートしない。従って
、前述したフェージングの問題が起こる。これらの問題は、典型的にはページング・チャ
ンネルの放射パワーをトラフィック・チャンネルよりも高くすることによって影響を減ら
すことができる。１つのページング・チャンネルは多くのトラフィック・チャンネルの発
呼及び終了を処理することができるから、この高パワーによる能力の損失は小さい。ペー
ジング・チャンネル上でソフト・ハンドオフをサポートするために、システムは本質的に
すべてのセルのページング・チャンネルで同じ情報を送信する必要があり、従ってページ
ング・チャンネルの全体の能力を劇的に低減する。
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【００２２】
　アイドルステートの間、移動局はハンドオフの実行を許される。典型的には、移動局は
、１つのセルからの受信信号レベルが他のセルよりも十分に上になったとき、常にハンド
オフを実行する。典型的には、このアイドル・ハンドオフは、移動局がスロットの監視を
開始する前になされる。しかし、スロットが始まる前に移動局が正しいコールを選択する
ことができず、移動局が既存のセルを監視し続けなければならない場合があり得る。シス
テム・アクセスステートの間、移動局はアイドル・ハンドオフの実行を許されない。
【００２３】
　しかし、移動局がシステム・アクセステートにあるとき、信号対雑音比（Ｅｃ／Ｉｏｒ

）１が非常に速く変化するので、メッセージ誤り率が非常に高くなり、移動局がページン
グ・チャンネル上を送信される信号メッセージを正しく受信することができない場合があ
り得る。その結果、移動局はチャンネル割り当てメッセージを受信しない。これは、発呼
が成功しなかったことを意味する。ＩＳ－９５－Ａは、移動局が１秒間にページング・チ
ャンネル・メッセージを受信しなかった場合、移動局がシステム・アクセスステートを終
了して、移動局アイドルステートへ戻ることを許している。これは、移動局がチャンネル
割り当てメッセージを受信しないで、発呼が成功しなかったことを意味する。
【００２４】
　移動局が最初にトラフィック・チャンネルへ割当たられたとき、同様な問題が生じる。
ＩＳ－９５－Ａは、１つだけの基地局が移動局へ割り当てられることを許している。もし
他のセルが強力であるか、より強力になると、移動局は順方向トラフィック・チャンネル
を成功裏に受信することができない。その結果、呼はドロップする。問題は、移動局が単
一のアクティブなセット・メンバーを有するトラフィック・チャンネルへ割り当てられ、
ソフト・ハンドオフステートにないことである。
【００２５】
　ＩＳ－９５－Ａのもとでは、移動局がソフト・ハンドオフへ入るために、次のステップ
が起こらねばならない。第１に、移動局は、他の基地局のパイロットが所定のエネルギー
しきい値より上にあることを検出する。第２に、移動局はパイロット強度測定メッセージ
を送信する。第３に、基幹施設がハンドオフをセットアップし、基幹施設がハンドオフ指
揮メッセージを移動局へ送信する。状況と実施形態に依存して、これは数百ミリ秒から１
秒をかなり超える時間までを取るであろう。
【００２６】
　従って、ソフト・ハンドオフはＩＳ－９５－Ａシステムで一般的にサポートされている
が、移動局がシステム・アクセスステートにあるときはサポートされない。従って、移動
局がシステム・アクセスステートにある間にソフト・ハンドオフを許すことによって、シ
ステム・アクセス・プロセスの信頼性を増大させると共に他の利点を提供するシステムの
必要性が存在する。
【発明の開示】
【００２７】
　［発明の概要］
　本発明はページング・チャンネル及びアクセス・チャンネルの動作を改善することので
きるいくつかの変更を説明する。本発明の第１の特徴は、移動局がシステム・アクセスス
テートにある間に、ハンドオフを許すことである。これは、メッセージ誤り率が低くなる
ように信号対雑音比が高い基地局を移動局が受信することを許す。これは、ページング・
チャンネルの受信不能に起因するドロップコールのセットアップを不要にする。ハンドオ
フを許すことによって、基地局は、複数の基地局を介して、ページング・チャンネルでチ
ャンネル割り当てメッセージを送信する必要がある。
【００２８】
　本発明の第２の特徴は、どの基地局がチャンネル割り当てメッセージを移動局へ送信す
べきかを、基幹施設が知ることを許すことである。さらに、これは、移動局が異なった基
地局へハンドオフすることを可能にし、移動局が新しい基地局で遅滞なくトラフィック・
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チャンネルを割り振られることを保証する。
【００２９】
　本発明の第３の特徴は、移動局がトラフィック・チャンネルへ割り当てられる前に、ど
の基地局が移動局のアクティブ・セットの中にあるべきかを、基幹施設が知ることを許す
ことである。アクティブ・セットとは、与えられた時点で最強の信号を移動局へ提供して
いる基地局の集合(set of base stations)である。これは、移動局がトラフィック・チャ
ンネルへ割り当てられる前に、移動局をソフト・ハンドオフへ置く十分のリソースが存在
するかどうかを基幹施設が決定することを許す。これは、セル境界に近い移動局がトラフ
ィック・チャンネルへ割り当てられた後に、それがソフト・ハンドオフへ置かれることを
直ちに要求するかも知れないので有用である。さらに、これは、前述した信号対雑音比の
急速な変化に起因するコールのドロップを最小にする。
【００３０】
　さらに、本発明の第３の特徴と結合して、チャンネル割り当てメッセージ中に複数のア
クティブ・セット・メンバーが含まれ、移動局がソフト・ハンドオフステートでトラフィ
ック・チャンネルへ割り当てられることを許す。
【００３１】
　最後に、前記の特徴は、ユーザーが所定のユーザー優先順位に従って制限された通信リ
ソースへアクセスできるようにする優先順位アクセス・チャンネル割り振り（ＰＡＣＡ）
動作で、特別の有用性を提供する。
【００３２】
　本発明はＣＤＭＡシステムとの関連で説明されるが、本発明は任意のセルラ又は衛星通
信システムに応用可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　本発明の特徴、目的、及び利点は、以下に述べる詳細な説明と共に図面を参照すること
によって、さらに明らかになるであろう。図面において、類似の参照文字は図面を通して
対応的に識別される。
【００３４】
　［好ましい実施態様の詳細な説明］
　ここで図１を参照すると、電源が投入されると、移動局２はシステム決定サブステート
(substate)に入る。システム決定プロセッサ（図示されていない）は、捕捉試行を実行す
るシステムを選択し、必要な周波数情報を受信器（ＲＣＶＲ）８へ与える。別個に示され
ていないが、システム決定プロセッサは制御プロセッサ１８の内部で実現することができ
る。制御プロセッサ１８は、メモリに記憶されたプログラム制御のもとで動作するマイク
ロプロセッサ又はマイクロコントローラの中で実現することができる。
【００３５】
　実施態様では、システム決定用のシステムを選択した後で、移動局２はパイロット捕捉
サブステートへ移行する。パイロット捕捉サブステートで、移動局２はシステム決定サブ
ステートで検索された捕捉パラメータに基づいてパイロット信号を復調しようと試みる。
【００３６】
　実施態様では、移動局２は捕捉パラメータに従ってＣＤＭＡパイロット信号を捕捉しよ
うと試みる。信号（もし存在すれば）は、アンテナ４で受信され、デュプレクサ(duplexe
r)６を介して受信器８へ渡される。受信器８は受信信号をダウン・コンバートし、増幅し
、アナログ信号をデジタル表現へ変換し、その信号を探索器１０へ渡す。探索器１０はＰ
Ｎオフセットをテストすることによってパイロット信号を捕捉しようと試みる。ＰＮオフ
セットは、ＰＮオフセット仮説に従って信号を復調すると共に復調された信号の信号エネ
ルギーを測定することによって、テストされる。ＣＤＭＡ捕捉用の探索器ハードウェアの
設計及び実施形態は当技術分野で知られており、その詳細は前記の米国特許第５,１０９,
３９０号に説明されている。
【００３７】
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　探索器１０が所定のしきい値よりも大きいエネルギーを有するパイロット信号を検出す
ると、移動局２は同期チャンネル捕捉サブステートへ入り、同期チャンネルの捕捉を試み
る。典型的には、基地局によって報知された同期チャンネルは、システム識別名（ＳＩＤ
）及びネットワーク識別名（ＮＩＤ）のような基本システム情報を含むが、最も重要なこ
とは、タイミング情報を移動局２へ与えることである。移動局２はそのタイミングを同期
チャンネル情報に従って調整し、次に移動局アイドルステートに入る。
【００３８】
　同期チャンネルを成功裏に捕捉すると、移動局２はページング・チャンネルを所定のペ
ージング形式に従ってモニターし始める。移動局２は、ページング・チャンネル伝送用に
保存された所定のウォルシュ・シーケンス(Walsh sequence)に基づいて信号を復調する。
例えば、捕捉されたパイロット信号が基地局２６ａによって送信されたものとすると、移
動局２は、同期チャンネルによって与えられたタイミング情報に従って、また、所定のウ
ォルシュ・シーケンスを使用して、ページング・チャンネルをモニターする。基地局２６
ａはページング・チャンネル上でオーバーヘッド情報を間欠的に送信する。
【００３９】
　実施態様では、オーバーヘッド情報は近隣リストとして知られるリストを含む。ＩＳ－
９５－Ａでは、このリストは基地局２６ａ～２６ｎによって近隣リスト・メッセージ内で
移動局２へ与えられる。このリストは、ここではＮＧＨＢＲリスト・ベース（ＮＧＨＢＲ
＿ＬＩＳＴ＿ＢＡＳＥ）と呼ばれる。ＮＧＨＢＲリスト・ベース（ＮＧＨＢＲ＿ＬＩＳＴ
＿ＢＡＳＥ）は、基地局２６ａの近隣に存在して強力な信号を移動局２へ与える基地局の
リストであり、従って、これら基地局はアイドル・ハンドオフの候補である。実施態様で
は、図１の基地局２６ａ～２６ｋは、それぞれ図２のセル３６ａ～３６ｋに対応する。従
って、基地局２６ａはセル３６ａへ有効範囲を与える。
【００４０】
　図１を参照すると、実施態様では、基地局２６ｂ～２６ｋは移動局２へ送信されたＮＧ
ＨＢＲリスト・ベース（ＮＧＨＢＲ＿ＬＩＳＴ＿ＢＡＳＥ）の中にある。注意すべきは、
近隣リストにある基地局のいくつかが、同じ基地局コントローラ（ＢＳＣ）３２によって
制御されない場合に、本発明を等しく応用できることである。基地局コントローラ３２は
、主電話交換局（ＭＴＳＯ）（図示されていない）からの情報を基地局２６ａ～２６０へ
選択的に与えると共に基地局２６ａ～２６ｏへ内部発生メッセージを与えるために、基地
局２６ａ～２６ｏとの間で情報を与える責任を有する。
【００４１】
　もし捕捉されたパイロット信号が基地局２６ａによって送信されたものであれば、オー
バーヘッド情報を受信した後で、移動局２は、その移動識別番号（ＭＩＮ）を基地局２６
ａへ送信することによって基地局２６ａを登録してよい。次に、移動局２はアイドルステ
ートへ入り、基地局２６ａの登録が成功した後で、その割り振られたページング・チャン
ネルをスロット・ページング・モードでモニターする。登録が実行されない場合、移動局
は更にアイドルステートに入り、基地局２６ａによって送信された割り振り済みのページ
ング・チャンネルをスロット・ページング・モードでモニターする。
【００４２】
　スロット・ページング・モードでは、基地局２６ａはタイム・スロットと呼ばれる所定
の時間間隔中に移動局２へ指揮されたページング又は信号情報を送信する。実施態様では
、タイム・スロット及びページング・チャンネルは移動局識別番号（ＭＩＮ）のハッシン
グ関数に従って決定される。ＭＩＮは登録時に基地局２６ａ及び移動局２へ知らされる。
【００４３】
　本発明では、基地局２６ａは、移動局２がシステム・アクセスステートにある間にアイ
ドル・ハンドオフの実行を許される基地局のリストを移動局２へ送信する。_このリスト
は、ここではリスト・ベース（ＬＩＳＴ＿ＢＡＳＥ）と呼ばれる。リスト・ベース（ＬＩ
ＳＴ＿ＢＡＳＥ）内の基地局は典型的にはＮＧＨＢＲリスト・ベース（ＮＧＨＢＲ＿ＬＩ
ＳＴ＿ＢＡＳＥ）内の基地局の部分集合であり、典型的には同じ基地局コントローラ（Ｂ
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ＳＣ）を使用している。従って、例えば図１では、ＮＧＨＢＲリスト・ベース（ＮＧＨＢ
Ｒ＿ＬＩＳＴ＿ＢＡＳＥ）は基地局２６ｂ～２６ｋのすべてから構成されるが、リスト・
ベース（ＬＩＳＴ＿ＢＡＳＥ）は基地局２６ｂ、２６ｃ（図示されていない）、２６ｇ（
図示されていない）、及び２６ｈ（図示されていない）の部分集合(subset of base stat
ions)から構成されてよい。
【００４４】
　以下の説明は発呼に関連しており、発信メッセージを中心に説明される。ページ応答メ
ッセージを発信メッセージに置換して、同じ手順をコールの終了に応用することができる
。
【００４５】
　移動局２がコールを発生するとき、メッセージ発生器２０は発信メッセージを発生し、
そのメッセージをアクセス・チャンネルで送信する。メッセージ発生器２０は、説明した
機能を実行するようにプログラムされたマイクロプロセッサで実現することができる。別
個の要素として示されているが、メッセージ発生器２０は制御プロセッサ１８内で実現す
ることができる。そのメッセージは、移動局が現在モニターしている基地局２６ａによっ
て受信され復調される。発信メッセージの受信に応答して、リスト・ベース（ＬＩＳＴ＿
ＢＡＳＥ）内の基地局２６ａ～２６ｉの各々は、通信が実行されるトラフィック・チャン
ネルを示すチャンネル割り当てメッセージを送信する。注意すべきは、典型的にリスト・
ベース（ＬＩＳＴ＿ＢＡＳＥ）内の第１の基地局との通信に使用されるウォルシュ・チャ
ンネルは、リスト・ベース（ＬＩＳＴ＿ＢＡＳＥ）内の第２の基地局との通信に使用され
るウォルシュ・チャンネルと同じではないことである。複数の基地局がチャンネル割り当
てメッセージを送信しているから、移動局２は、システム・アクセスステートにある間、
また、リスト・ベース（ＬＩＳＴ＿ＢＡＳＥ）内にある基地局へ発信メッセージを送信し
た後で、アイドル・ハンドオフを自由に実行し、チャンネル割り当てメッセージを依然と
して受信することができる。
【００４６】
　代替の実施形態では、移動局２は発信メッセージを基地局２６ａへ送信し、その発信メ
ッセージの受信通知を待機する。移動局が受信通知を受け取るまで、その移動局はハンド
オフの実行を許されない。しかし、移動局が受信通知を受け取った後では、移動局はリス
ト・ベース（ＬＩＳＴ＿ＢＡＳＥ）内の基地局へのアイドル・ハンドオフを自由に実行す
ることができる。
【００４７】
　他の実施形態では、移動局２は、１９９４年３月１２日に出願された「ランダム・アク
セス・チャンネル」（RANDOM ACCESS CHANNEL）と題する関連米国特許出願第０８／４１
２,６４８号に詳細に説明されているように、ＩＳ－９５－Ａの手順を使用して発信メッ
セージを送信する。この出願は、本発明の譲受人へ譲渡されており、参照してここに組み
込まれる。もし受信通知が所定のタイムアウト期間内に基地局２６ａから受け取られない
と、移動局はその送信パワーを増大させ、そのメッセージを再び送信するように試みる。
移動局２が或る回数の試行の後に基地局２６ａから受信通知を受け取ることができず、ま
た他の基地局（例えば、基地局２６ｂ）がより強力である場合、移動局２は基地局２６ｂ
へのアイドル・ハンドオフを実行し発信メッセージの送信を再開始することを許される。
【００４８】
　１つの実施形態では、リスト・ベース（ＬＩＳＴ＿ＢＡＳＥ）内の基地局の各々が、そ
の特定の基地局と通信するためのトラフィック・チャンネルのみを指示するチャンネル割
り当てメッセージを送信する。代替の実施形態では、リスト・ベース（ＬＩＳＴ＿ＢＡＳ
Ｅ）内の基地局２６ａ～２６ｉの各々が、その特定の基地局との通信に使用されるトラフ
ィック・チャンネルのみでなくリスト・ベース（ＬＩＳＴ＿ＢＡＳＥ）内のすべての基地
局との通信に使用されるトラフィック・チャンネルをも指示する同一のチャンネル割り当
てメッセージを送信する。これは、リスト・ベース（ＬＩＳＴ＿ＢＡＳＥ）内の基地局２
６ａ～２６ｉが基地局コントローラ３２を介して利用可能なトラフィック・チャンネルを
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通知することを必要とする。複数の基地局からチャンネル割り当てメッセージを与えるこ
とによって、チャンネル割り当てプロセスの成功率は著しく向上する。
【００４９】
　前記のプロセスは、基幹施設がソフト・ハンドオフをセットアップしチャンネル割り当
てメッセージ中にアクティブ・セットの複数のメンバーを含めることを許す。従って、最
初に１つの基地局と通信し、次にソフト・ハンドオフへ移行する代わりに、移動局２が直
ちにソフト・ハンドオフステートへ進み、また直ちに２つ以上の基地局からトラフィック
通信を受信することが可能である。これは移動局２をソフト・ハンドオフへ進めるプロセ
スをスピード・アップし、それによってシステムのパフォーマンスは改善され、低い順方
向トラフィック・チャンネル信号対雑音比に起因するコールドロップが最小にされる。
【００５０】
　このプロセスの１つの実施形態では、基地局がリスト・ベース（ＬＩＳＴ＿ＢＡＳＥ）
内のすべての基地局とのソフト・ハンドオフをセットアップする。このプロセスの代替の
実施形態では、基地局は、リスト・ベース（ＬＩＳＴ＿ＢＡＳＥ）内の基地局の部分集合
とのソフト・ハンドオフをセットアップし、移動局２がソフト・ハンドオフへ入るのに必
要な情報をチャンネル割り当てメッセージで送信する。この情報は基地局のこの部分集合
の識別子を含む。ＩＳ－９５－Ａでは、パイロットＰＮオフセットが基地局を識別する。
【００５１】
　基地局２６ａ～２６ｉによって送信されたページング・メッセージは、移動局２のアン
テナ４で受信される。受信メッセージは次にデュプレクサ６を介して受信器８へ与えられ
、そこで受信信号はダウン・コンバートされて増幅される。ダウン・コンバートされたメ
ッセージは、受信メッセージを復調する復調器１２ａ～１２ｊへ与えられる。制御プロセ
ッサ１８は、探索器１０からの情報に従って、移動局２が到着ページング・チャンネル・
データを復調するページング・チャンネルを選択する。１つの実施形態では、復調器１２
ａ～１２ｊは１つの基地局のみをモニターする。
【００５２】
　探索器１０は、制御プロセッサ１８と結合して、他の基地局がベターであることを決定
する。次に、制御プロセッサ１８は、他の基地局からの受信信号の復調を復調器に開始さ
せる。移動局２は複数の基地局から割り当てメッセージを受信するので、移動局２はシス
テム・アクセスステートの間に自由にアイドル・ハンドオフを実行する。他の実施形態で
は、移動局２はリスト・ベース（ＬＩＳＴ＿ＢＡＳＥ）内のすべての基地局をモニターし
、リスト・ベース（ＬＩＳＴ＿ＢＡＳＥ）内で識別された信号を復調する。
【００５３】
　好ましい実施態様では、リスト・ベース（ＬＩＳＴ＿ＢＡＳＥ）は近隣リスト・メッセ
ージから別個に与えられず、近隣リスト（ＮＧＨＢＲリスト・ベース（ＮＧＨＢＲ＿ＬＩ
ＳＴ＿ＢＡＳＥ））のどのメンバーがリスト・ベース（ＬＩＳＴ＿ＢＡＳＥ）のメンバー
であるかを示す表示が、近隣リスト・メッセージと共に与えられる。実施態様では、近隣
リスト・メッセージ内で指定されたシステムのどれがリスト・ベース（ＬＩＳＴ＿ＢＡＳ
Ｅ）に存在するかを示すために、オーバーヘッド.メッセージ内の予約値の１つが使用さ
れる。ＩＳ－９５－Ａ基地局の実施態様では、リスト・ベース（ＬＩＳＴ＿ＢＡＳＥ）の
メンバーを指定するために使用されるオーバーヘッド・メッセージ内の予約値は、近隣リ
スト・メッセージ内のＮＧＨＢＲ・コンフィグ（ＮＧＨＢＲ＿ＣＯＮＦＩＧ）値である。
【００５４】
　実施態様では、ＩＳ－９５－Ａ近隣リスト・メッセージは、ＮＧＨＢＲリスト・ベース
（ＮＧＨＢＲ＿ＬＩＳＴ＿ＢＡＳＥ）内の基地局のパイロットＰＮオフセット、及び近隣
リスト・メッセージ内のどの基地局がリスト・ベース（ＬＩＳＴ＿ＢＡＳＥ）内に存在す
るかを示す表示を含む。現在の基地局のパイロットＰＮシーケンスは、移動局２の参照を
与えるために送信され、移動局２はその参照を使用して他の基地局ＰＮオフセットを識別
することができる。
【００５５】
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　前述したように、リスト・ベース（ＬＩＳＴ＿ＢＡＳＥ）内のすべての基地局は、移動
局２へチャンネル割り当てメッセージを送信することが必要である。これは、移動局２が
ハンドオフし、従ってチャンネル割り当てプロセスの成功率を増大させることを許すが、
すべてのコールセットアップに追加のページング・チャンネル能力を必要とする。
【００５６】
　ページング・チャンネル能力へのインパクトを低減する、この手順への変更は、所定の
パワーしきい値より上にあるパイロットのリストを、移動局２に送信させることである。
このリストは、ここではリスト・モバイル（リスト・モービル（ＬＩＳＴ＿ＭＯＢＩＬＥ
））と呼ばれる。１つの実施形態では、探索器１０は、パイロット信号を復調するとき、
リスト・ベース（ＬＩＳＴ＿ＢＡＳＥ）内の基地局のＰＮオフセットを最優先し、次にＮ
ＧＨＢＲリスト・ベース（ＮＧＨＢＲ＿ＬＩＳＴ＿ＢＡＳＥ）内の基地局のＰＮオフセッ
トを優先し、次に残りのＰＮオフセットに従って復調する。最適化された探索優先順位を
与える方法は、前記の米国特許第５,２６７,２６１号に記載されている。
【００５７】
　実施態様では、探索器１０がパイロットＰＮオフセットに従って受信信号を復調し、復
調されたパイロットのエネルギーを測定する。エネルギー値は制御プロセッサ１８へ与え
られる。制御プロセッサ１８は復調信号のエネルギーをしきい値と比較し、そのしきい値
よりも上にあるＰＮオフセットのリストを作成する。このリストはリスト・モービル（Ｌ
ＩＳＴ＿ＭＯＢＩＬＥ）と呼ばれる。一度リスト・モービル（ＬＩＳＴ＿ＭＯＢＩＬＥ）
が作成されると、それはアクセス・チャンネル上を送信され、移動局２がモニターしてい
る基地局２６ａによって受信される。実施態様では、リスト・モービル（ＬＩＳＴ＿ＭＯ
ＢＩＬＥ）は発信メッセージに含まれる。
【００５８】
　他の実施形態では、リスト・モービル（ＬＩＳＴ＿ＭＯＢＩＬＥ）は複数の基地局２６
ａ～２６ｏによって受信される。リスト・モービル（ＬＩＳＴ＿ＭＯＢＩＬＥ）は基地局
コントローラ３２へ与えられる。実施態様では、基地局をリスト・モービル（ＬＩＳＴ＿
ＭＯＢＩＬＥ）に入れるべきかどうかを決定するために移動局２によって使用されたしき
い値は、基地局２６ａ～２６ｏによってオーバーヘッド・メッセージの一部として送信さ
れる。実施態様では、このしきい値はＩＳ－９５－Ａシステム・パラメータ・メッセージ
内で送信されるＴ－アド(Ｔ＿ＡＤＤ)値であってよい。このＴ－アド（Ｔ＿ＡＤＤ）値は
、現在、移動局がＴ－アド（Ｔ＿ＡＤＤ）を超えるパイロットを検出したことを示すＩＳ
－９５－Ａパイロット強度測定メッセージをトラフィック・チャンネル上で基地局へ送信
するかどうかを決定するために、ＩＳ－９５－Ａ移動局によって使用されている。
【００５９】
　図３は、移動局２が基地局２６ａから基地局２６ｂへ向かって移動しているときの、基
地局２６ａ及び２６ｂによって報知されたＩＳ－９５－Ａパイロット・チャンネルのＥｃ
／Ｉ０を示す。移動局２が、領域３８で示されるような基地局２６ａの有効範囲に完全に
入っているとき、基地局２６ｂのパイロット・チャンネルはＴ－アド（Ｔ＿ＡＤＤ）レベ
ルの下にある。同様に、移動局２が領域４１によって示されるような基地局２６ｂの有効
範囲に完全に入っているとき、基地局２６ａのパイロット・チャンネルはＴ－アド（Ｔ＿
ＡＤＤ）レベルの下にある。移動局２が領域３８の中にあるとき、それは発信メッセージ
の中で基地局２６ｂを報告しない。同様に、移動局２が領域４１の中にあるとき、それは
発信メッセージの中で基地局２６ａを報告しない。
【００６０】
　移動局２が領域３９の中にあるとき、基地局２６ｂのパイロットＥｃ／Ｉ０はＴ－アド
（Ｔ＿ＡＤＤ）の上にあり、移動局は発信メッセージの中で２６ｂを報告する。同様に、
移動局２が領域４０の中にあるとき、基地局２６ａのパイロットＥｃ／Ｉ０はＴ－アド（
Ｔ＿ＡＤＤ）の上にあり、移動局は発信メッセージの中で２６ａを報告する。実施態様は
これらの尺度についてＩＳ－９５－Ａで与えられるようなＥｃ／Ｉ０を使用する。しかし
、当技術分野で周知の信号強度又は信号対雑音比の代替尺度を等しく適用することができ
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る。
【００６１】
　好ましい実施態様では、移動局２はリスト・モービル（ＬＩＳＴ＿ＭＯＢＩＬＥ）及び
リスト・ベース（ＬＩＳＴ＿ＢＡＳＥ）の双方にある基地局に対してのみアイドル・ハン
ドオフの実行を許される。双方のリストにある基地局の集合をリスト・ボス（ＬＩＳＴ＿
ＢＯＴＨ）と呼ぶ。これは２つの利点を有する。第１に、基幹施設は、移動局によってア
イドル・ハンドオフの可能な候補として識別され移動局がハンドオフすることを許された
基地局の中でチャンネル割り当てメッセージを送信するだけでよい。これはリスト・ボス
（ＬＩＳＴ＿ＢＯＴＨ）内に与えられた基地局の集合である。これは、必要とされる追加
のメッセージングを著しく低減する。第２に、リスト・モービル（ＬＩＳＴ＿ＭＯＢＩＬ
Ｅ）はＴ－アド（Ｔ＿ＡＤＤ）よりも上のパイロットのリストを基地局コントローラ３２
へ与え、それによって、基幹施設は、どの基地局が移動局アクティブ・セットのメンバー
になるべきかを識別することを許される。従って、移動局がトラフィック・チャンネルへ
割り当てられたとき、もし基地局コントローラ３２がソフト・ハンドオフをセットアップ
することを望むならば、それはリスト・モービル（ＬＩＳＴ＿ＭＯＢＩＬＥ）内の基地局
とのソフト・ハンドオフをセットアップするだけでよい。
【００６２】
　代替の実施形態では、移動局２はリスト・ボス（ＬＩＳＴ＿ＢＯＴＨ）内の基地局をそ
の発生メッセージ中で基地局へ送信する。これは移動局２から送信しなければならない情
報量を低減する。
【００６３】
　さらに、それは、基幹施設がソフト・ハンドオフをセットアップし、アクティブ・セッ
トの複数のメンバーをチャンネル割り当てメッセージに入れることを許す。チャンネル割
り当てメッセージは、アクティブ・セットの中にある基地局のパイロットＰＮオフセット
を含む。移動局２は、まず１つの基地局と通信し、次に能力又は他の制約のために不可能
であるかも知れないソフト・ハンドオフへ移行する代わりに、直ちにソフト・ハンドオフ
ステートへ進み、また直ちに２つ以上の基地局からトラフィック通信を受信することがで
きる。
【００６４】
　例えば、移動局２が、図２に示されるようにセル３６ｂとの境界に近いセル３６ａの位
置３７にある場合、リスト・モービル（ＬＩＳＴ＿ＭＯＢＩＬＥ）は基地局２６ｂのパイ
ロットＰＮオフセットを識別する。基地局２６ａ及び２６ｂの双方によって送信されるチ
ャンネル割り当てメッセージは、基地局２６ａ及び２６ｂと移動局２の間で通信を供する
ために移動局２によって使用されるトラフィック・チャンネルを識別する。復調器１２ａ
～１２ｊの少なくとも１つが基地局２６ａからトラフィック・チャンネル情報を受信する
ために同調され、復調器１２ａ～１２ｊの他の１つが基地局２６ｂからトラフィック・チ
ャンネル情報を受信するため同調される。複数の復調器１２ａ～１２ｊが、基地局２６ａ
及び２６ｂによって送信されたトラフィック・チャンネル信号を復調し始める。復調され
た信号はダイバシティ結合器３４へ与えられ、ダイバシティ結合器３４は受信信号を結合
して、送信されたデータの改善された推定を与える。
【００６５】
　本発明にとって重要な他の項目がいくつか存在する。第１に、移動局２は、送信メッセ
ージへの受信通知を受け取るか受信通知を受け取るタイムアウトが経過するまで、アイド
ル・ハンドオフの実行を許されないことである。これは、移動局２がそのアクセス・チャ
ンネル・プローブへの受信通知を受け取るのを許すためである。さらに、それは、受信通
知が基地局コントローラ３２によって発生されるのではなく、移動局がそのアクセス・チ
ャンネル・プローブを送信している基地局２６ａが受信通知を発生することを許す。これ
は遅延を減少させ、従ってコールセットアップ・プロセスをより速くする利点を有する。
さらに、移動局２がシステム・アクセスステートにあり、受信通知タイムアウトが経過し
た後にアイドル・ハンドオフを実行すると、移動局２はアクセス・チャンネル・プローブ
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送信手順を再開始しなければならない。これは、移動局２が新しい発信メッセージを送信
する場合と同じである。
【００６６】
　代替の実施形態では、移動局２は、受信通知を受け取る前にリスト・ベース（ＬＩＳＴ
＿ＢＡＳＥ）内の基地局へアイドル・ハンドオフを実行してよい。しかし、これは、リス
ト・ベース（ＬＩＳＴ＿ＢＡＳＥ）内のすべての基地局が受信通知を送ることが必要であ
り、従って基地局コントローラ３２が受信通知の発生に関与する必要があることを意味す
る。この代替実施形態の１つの変更において、移動局２は受信通知を受け取る前にリスト
・モービル（ＬＩＳＴ＿ＭＯＢＩＬＥ）内の基地局へアイドル・ハンドオフを実行してよ
い。同様に、これは、リスト・モービル（ＬＩＳＴ＿ＭＯＢＩＬＥ）内のすべての基地局
が受信通知を送る必要があり、従って基地局コントローラ３２が受信通知の発生に関与す
る必要があることを意味する。
【００６７】
　好ましい実施態様では、本発明は、チャンネル割り当てメッセージが基地局２６ａによ
って送信されたが、移動局２によって受信されなかった場合の備えを有する。基地局２６
ａは移動局２から発信メッセージを受信したかも知れないが、移動局２は発信メッセージ
の受け取りを通知するチャンネル割り当てメッセージを基地局２６ａから受け取らなかっ
たかも知れない。受信通知メッセージを受け取らなくても、移動局２は例えば基地局２６
ｂへアイドル・ハンドオフを実行してよい。
【００６８】
　基地局２６ｂはチャンネル割り当てメッセージを移動局２へ送信しているかも知れず、
その間、移動局２は発信メッセージを再送信している。実施態様では、受信通知メッセー
ジが送られるとき、どのメッセージが受信を通知されているかを示す表示がそれに随伴し
ている。移動局２は、そのインディケータが最も近時に送信された発信メッセージに対応
していない限り、チャンネル割り当てメッセージを無視する。本発明はこの問題を補正す
るいくつかの方法を提供する。明白な１つの方法は、基地局２６ａによって受信された発
信メッセージに存在していた同じ受信通知インディケータを基地局２６ｂに使用させるこ
とである。これは、受信通知インディケータ値を、基地局２６ａから基地局２６bへ基地
局コントローラ３２を介して渡すことによって達成できる。代替の実施形態では、移動局
２は、チャンネル割り当てメッセージを受信する場合はアクセス・プローブの送信を停止
し、チャンネル割り当てメッセージによって指定されたチャンネルへ同調することができ
る。
【００６９】
　改善された実施形態では、移動局２がハンドオフする（リスト・ベース（ＬＩＳＴ＿Ｂ
ＡＳＥ）内の基地局を）ことを許されるすべての基地局のページング・チャンネル構成は
同じである。これらの能力をサポートしない基地局はリスト・ベース（ＬＩＳＴ＿ＢＡＳ
Ｅ）に含まれない。
【００７０】
　前記の方法は、優先順位アクセス・チャンネル割り振り（ＰＡＣＡ）をサポートするた
めにも使用できる。ＰＡＣＡ機能は当技術分野で周知であり、「ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－
５３－Ａセルラ機能の説明」（TIA/EIA/IS-53-A Cellular Features Description）に詳
細に説明されている。ＰＡＣＡが呼び出されると、移動局２は、トラフィック・チャンネ
ルが利用できないとき、トラフィック・チャンネルを獲得する上で他の移動局よりも高い
優先順位を与えられる。具体的には、移動局２はＰＡＣＡ機能コード及びダイアル・ナン
バーを含む発信メッセージを送信する。もしトラフィック・チャンネルが即時に利用可能
であれば、移動局２はトラフィック・チャンネルへ割り当てられる。もしトラフィック・
チャンネルが即時に利用可能でなく、移動局２がＰＡＣＡの使用許可を得ている場合、移
動局２をモニターしている基地局（例えば、基地局２６ａ）は、移動局２の要求をＰＡＣ
Ａ待ち行列に置く。代替的に、このＰＡＣＡ待ち行列は基地局コントローラ３２によって
管理することができる。待ち行列内の位置はＰＡＣＡ要求の優先順位及び要求の存在期間
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頭にある要求がトラフィック・チャンネルへ割り当てられる。
【００７１】
　移動局２の要求がＰＡＣＡ待ち行列にあるとき、移動局２は、移動局２のユーザーへ待
ち行列状況を知らせる周期的メッセージを送信されてよい。ＰＡＣＡの１つの問題は、チ
ャンネルが解放されているかどうかを移動局２が決定するために、それが現在使用してい
るセルを基幹施設が知る必要があることである。大部分のシステムでは、これは、移動局
２がアイドル・ハンドオフを実行する度に、移動局２が発信メッセージを登録又は再送信
しなければならないことを意味する。ＣＤＭＡ基地局間の遷移は急激であるから、移動局
２は基地局間の境界を横切るとき発信メッセージを登録するか数回再送信してよい。ＣＤ
ＭＡの第２の考慮点は、移動局２がトラフィック・チャンネルへ割り当てられた後、直ち
にソフト・ハンドオへ置かれる必要があるかも知れないことである。コールをサポートす
る複数の基地局でリソースが利用可能でない限り、割り当ては成功しない。
【００７２】
　前記の変更された発信メッセージでは、移動局２は、移動局アクティブ・セット（移動
局２が強力なパイロット信号を検出した基地局の集合）に存在しなければならない他の基
地局を表示する。１つの実施形態では、移動局２はリスト・モービル（ＬＩＳＴ＿ＭＯＢ
ＩＬＥ）を送信し、基地局はリスト・ボス（ＬＩＳＴ＿ＢＯＴＨ）を決定する。他の実施
形態では、移動局２がリスト・ボス（ＬＩＳＴ＿ＢＯＴＨ）を送信する。これは、基幹施
設が、ＰＡＣＡコールに必要なすべての基地局のリソースが解放されているかどうかを決
定することを許す。発信メッセージを送信する割合を低減するために、リスト・ボス（Ｌ
ＩＳＴ＿ＢＯＴＨ）内の基地局は、移動局が発信メッセージを再送信する必要無しに移動
できる基地局である。この機能が呼び出されたとき、基幹施設はリスト・ボス（ＬＩＳＴ
＿ＢＯＴＨ）内のすべての基地局の待ち行列状況情報を送信する必要がある。もし移動局
２がリスト・ボス（ＬＩＳＴ＿ＢＯＴＨ）内の基地局の有効範囲外へ移動すると、移動局
２は発信メッセージを再送信する。
【００７３】
　実施態様の前記の説明は、当業者が本発明を製造又は使用することができるように提供
される。これらの実施形態に対する各種の変更は当業者に容易に知られ、ここで定義され
た一般的原理は、発明能力を使用することなく他の実施形態に応用してよい。従って、本
発明はここに示された実施形態に制限されることを意図するものではなく、ここに開示さ
れた原理及び新規な特徴に一致した最も広い権利範囲を授与されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】基地局グループの１つの基地局と通信している移動局のブロック図である。
【図２】基地局に対応するセルのレイアウトを示す。
【図３】２つの基地局の間を移動している移動局のパイロットＥｃ／Ｉｏを示す。
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【手続補正書】
【提出日】平成20年10月10日(2008.10.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局をアイドルステートからソフト・ハンドオフに遷移するための方法であって、
　アイドルステートにある移動局において、複数の基地局から受信された信号エネルギー
を測定し、
　移動局において、所定のしきい値を超える受信された信号エネルギーを有する基地局の
識別子を含む第１のリストを収集し、
　第１のリストに従って移動局がアイドル・ハンドオフを実行することが許される基地局
の識別子を含む第２のリストを決定し、
　第２のリストによって識別される基地局の部分集合により、移動局をアイドルステート
からソフトハンドオフに遷移し、そして
　第２のリストによって識別される各基地局によって割当てられたトラフィック・チャン
ネルを示すトラフィック・チャンネル割当てメッセージを送信する、
ことを含む方法。
【請求項２】
　第１のリストに従って移動局がアイドル・ハンドオフを実行することを許される基地局
の識別子を含む第２のリストを前記決定することは、
　移動局への通信を提供するのに十分なリソースを有する基地局の識別子を含む第３のリ
ストを決定し、そして、
　第１のリストおよび第３のリストに共通する基地局の識別子を含む第２のリストを形成
する、
ことを含む請求項１の方法。
【請求項３】
　第１のリストに従って移動局がアイドル・ハンドオフを実行することを許される基地局
の識別子を含む第２のリストを前記決定することは、
　移動局において第２のリストを決定する、
ことを含む請求項１の方法。
【請求項４】
　移動局において第２のリストを前記決定することは、
　移動局において、前記複数の基地局の少なくとも１つから送信された第２のリストを受
信する、
ことを含む請求項３の方法。
【請求項５】
　第１のリストに従って移動局がアイドル・ハンドオフを実行することを許される基地局
の識別子を含む第２のリストを前記決定することは、
　基地局において第２のリストを決定する、
ことを含む請求項１の方法。
【請求項６】
　第１のリストに従って移動局がアイドル・ハンドオフを実行することを許される基地局
の識別子を含む第２のリストを前記決定することは、基地局コントローラにおいて第２の
リストを決定することを含む請求項１の方法。
【請求項７】
　第２のリストによって識別される各基地局によって割当てられたトラフィック・チャン
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ネルを示すトラフィック・チャンネル割当てメッセージを前記送信することは、第２のリ
スト内で識別された基地局の各々からトラフィック・チャンネル割当てメッセージを送信
することを含む請求項１の方法。
【請求項８】
　複数の基地局の部分集合から第２のリストによって識別される各基地局によって割当て
られたトラフィック・チャンネルを示すトラフィック・チャンネル割当てメッセージを前
記送信することは、トラフィック・チャンネル割当てメッセージをページング・チャンネ
ルを介して送信することを含む請求項１の方法。
【請求項９】
　第２のリストによって識別される基地局の部分集合により移動局をアイドルステートか
らソフト・ハンドオフに前記遷移することは、
　第２のリスト内で識別される全ての基地局により移動局をアイドルステートからソフト
・ハンドオフに遷移し、
ことを含む請求項１の方法。
【請求項１０】
　アイドルステートからソフト・ハンドオフに移動局を遷移するための装置であって、
　アイドルステートにある移動局がアイドル・ハンドオフを実行することを許される基地
局の識別子を含むリストを送信するように構成された複数の基地局と、そして
　リスト内で識別された基地局の部分集合により、アイドルステートからソフト・ハンド
オフに遷移するように構成された移動局とを含み、
　前記複数の基地局はさらにリスト内で識別された基地局の部分集合の各基地局によって
割当てられたトラフィック・チャンネルを示すトラフィック・チャンネル割当てメッセー
ジを送信するように構成されている装置。
【請求項１１】
　前記複数の基地局は、前記複数の基地局からの基地局がリスト内で識別される場合に、
トラフィック・チャンネル割当てメッセージを送信するように構成されている請求項１０
の装置。
【請求項１２】
　前記複数の基地局はさらにトラフィック・チャンネル割当てメッセージをページング・
チャンネルを介して送信するように構成されている請求項１０の装置。
【請求項１３】
　リスト内で識別される基地局の部分集合はリスト内で識別される全ての基地局を含む請
求項１０の装置。
【請求項１４】
　アイドルステートからソフト・ハンドオフに移動局を遷移するための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサに結合され、そして移動局に対する通信を提供するリソースを有する基
地局の識別子を含む第１のリストを決定するため、第１のリストに従って移動局がアイド
ル・ハンドオフを実行することが許される基地局の識別子を含む第２のリストを決定する
ため、そして第２のリストにより識別される基地局の部分集合によりアイドルステートか
らソフトハンドオフに移動局の遷移を生じさせるため、前記プロセッサによって実行可能
な命令の集合を含む記憶媒体とを含み、
　ここで、前記プロセッサは、命令の集合を実行することにより第２のリストによって識
別される基地局の部分集合によりアイドルステートからソフトハンドオフに移動局の遷移
を生じさせ、第２のリストにおいて識別される各基地局により割当てられるトラフィック
・チャンネルを示すトラフィック・チャンネル割当てメッセージの送信を生じさせる
装置。
【請求項１５】
　前記プロセッサおよび前記記憶媒体は基地局コントローラ内に配置されている請求項１
４の装置。
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【請求項１６】
　前記プロセッサおよび前記記憶媒体は基地局内に配置されている請求項１４の装置。
【請求項１７】
　前記プロセッサは、アイドルステートにある移動局において受信される信号エネルギー
が所定のしきい値を超える基地局の識別子を含む第３のリストを受入れる命令の集合を実
行し、そして第１のリストおよび第３のリストに共通する基地局の識別子を含む第２のリ
ストを形成することにより、移動局が第１のリストに従ってアイドル・ハンドオフを実行
することが許される基地局の識別子を含む第２のリストを決定する、
請求項１４の装置。
【請求項１８】
前記プロセッサは、第２のリストにおいて識別される各基地局からトラフィック・チャン
ネル割当てメッセージの送信を生じさせる命令の集合を実行することにより、第２のリス
トによって識別される各基地局により割当てられるトラフィック・チャンネルを示すトラ
フィック・チャンネル割当てメッセージの送信を生じさせる請求項１４の装置。
【請求項１９】
　前記プロセッサは、ページングチャンネルを介してトラフィック・チャンネル割当てメ
ッセージの送信を生じさせる命令の集合を実行することにより、複数の基地局の部分集合
からの第２のリストによって識別される各基地局により割当てられるトラフィック・チャ
ンネルを示すトラフィック・チャンネル割当てメッセージの送信を生じさせる請求項１４
の装置。
【請求項２０】
　前記プロセッサは、第２のリストによって識別される全ての基地局によりアイドルステ
ートからソフトハンドオフへ移動局の遷移を生じさせる請求項１４の装置。
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