
JP 5078954 B2 2012.11.21

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハンドオーバーにより通信する基地局装置を切り替える移動局装置であって、
　ハンドオーバー元の基地局装置から、スケジューリングされた上りリンク送信情報を含
むハンドオーバーコマンドメッセージを受信し、
　前記スケジューリングされた上りリンク送信情報をもとにハンドオーバー先の基地局装
置へ上りリンク送信を行い、
　前記上りリンク送信の送信回数が前記上りリンク送信情報で指定された送信回数に達し
ても前記ハンドオーバー先の基地局装置から応答を受信しない場合には、前記ハンドオー
バー先の基地局装置にランダムアクセス手順によるハンドオーバーを実行することを特徴
とする移動局装置。
【請求項２】
　前記ハンドオーバー元の基地局装置から、上りリンク制御チャネル送信情報を含むハン
ドオーバーコマンドメッセージを受信し、
　前記上りリンク制御チャネル送信情報をもとに前記ハンドオーバー先の基地局装置へ上
りリンク制御チャネルへの制御信号を送信し、
　前記上りリンク制御チャネルへの制御信号の送信回数が前記上りリンク制御チャネル送
信情報で指定された送信回数に達しても前記ハンドオーバー先の基地局装置から応答を受
信しない場合には、前記ハンドオーバー先の基地局装置にランダムアクセス手順によるハ
ンドオーバーを実行することを特徴とする請求項１記載の移動局装置。
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【請求項３】
　前記ハンドオーバー元の基地局装置から、ハンドオーバー先の基地局装置の上りリンク
制御チャネル割り当て情報およびスケジューリングリクエスト送信情報を含むハンドオー
バーコマンドメッセージを受信し、
　前記ハンドオーバー先の基地局装置の上りリンク制御チャネル割り当て情報およびスケ
ジューリングリクエスト送信情報をもとに、前記上りリンク制御チャネル割り当て情報に
より割り当てられた上りリンク制御チャネルにスケジューリングリクエストを送信し、
　前記スケジューリングリクエストの送信回数が前記スケジューリングリクエスト送信情
報で指定された最大送信回数に達しても前記ハンドオーバー先の基地局装置から応答を受
信しない場合には、前記ハンドオーバー先の基地局装置にランダムアクセス手順によるハ
ンドオーバーを実行することを特徴とする請求項２記載の移動局装置。
【請求項４】
　前記ハンドオーバー元の基地局装置から、参照信号送信情報を含むハンドオーバーコマ
ンドメッセージを受信し、
　前記参照信号送信情報をもとに、前記ハンドオーバー先の基地局装置へ参照信号を送信
し、
　前記参照信号の送信回数が前記参照信号送信情報で指定された送信回数に達しても前記
ハンドオーバー先の基地局装置から応答を受信しない場合には、前記ハンドオーバー先の
基地局装置にランダムアクセス手順によるハンドオーバーを実行することを特徴とする請
求項１記載の移動局装置。
【請求項５】
　前記ハンドオーバー元の基地局装置から、上りリンク共用チャネル送信情報を含むハン
ドオーバーコマンドメッセージを受信し、
　前記上りリンク共用チャネル送信情報をもとに、前記ハンドオーバー先の基地局装置の
上りリンク共用チャネルへデータを送信し、
　前記上りリンク共用チャネルへのデータの送信回数が前記上りリンク共用チャネル送信
情報により指定されたハイブリッドＡＲＱ再送回数に達しても前記ハンドオーバー先の基
地局装置から応答を受信しない場合には、前記ハンドオーバー先の基地局装置にランダム
アクセス手順によるハンドオーバーを実行することを特徴とする請求項１記載の移動局装
置。
【請求項６】
　ハンドオーバーにより通信する基地局装置を切り替える移動局装置であって、
ハンドオーバー元の基地局装置から、スケジューリングされた上りリンク送信情報および
ハンドオーバー先の基地局装置の設定情報を含むハンドオーバーコマンドメッセージを受
信し、
　前記ハンドオーバー元の基地局装置の設定情報を保存し、
　前記ハンドオーバーコマンドメッセージに含まれるハンドオーバー先の基地局装置の設
定情報を設定し、
　前記スケジューリングされた上りリンク送信情報をもとにハンドオーバー先の基地局装
置へ上りリンク送信を行い、
　前記上りリンク送信の送信回数が前記上りリンク送信情報で指定された送信回数に達し
ても前記ハンドオーバー先の基地局装置から応答を受信しない場合には、前記保存してい
たハンドオーバー元の基地局装置の設定情報を再設定し、前記ハンドオーバー元の基地局
装置に上りリンク送信を行うことを特徴とする移動局装置。
【請求項７】
　前記ハンドオーバー元の基地局装置から、ハンドオーバー先の基地局装置の上りリンク
制御チャネル割り当て情報、スケジューリングリクエスト送信情報およびハンドオーバー
先の基地局装置の設定情報を含む前記ハンドオーバーコマンドメッセージを受信し、
　前記ハンドオーバー元の基地局装置の設定情報を保存し、
　前記ハンドオーバーコマンドメッセージに含まれるハンドオーバー先の基地局装置の設
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定情報を設定し、
　前記ハンドオーバー先の基地局装置の上りリンク制御チャネル割り当て情報およびスケ
ジューリングリクエスト送信情報をもとに、前記上りリンク制御チャネル割り当て情報に
より割り当てられた上りリンク制御チャネルへスケジューリングリクエストを送信し、
　前記スケジューリングリクエストの送信回数が前記スケジューリングリクエスト送信情
報で指定された最大送信回数に達しても、前記ハンドオーバー先の基地局装置から応答を
受信しない場合には、前記保存していたハンドオーバー元の基地局装置の設定情報を再設
定し、前記ハンドオーバー元の基地局装置にスケジューリングリクエストを送信すること
を特徴とする請求項６記載の移動局装置。
【請求項８】
　前記ハンドオーバー元の基地局装置から参照信号送信情報およびハンドオーバー先の基
地局装置の設定情報を含むハンドオーバーコマンドメッセージを受信し、
　前記ハンドオーバー元の基地局装置の設定情報を保存し、
　前記ハンドオーバーコマンドメッセージに含まれるハンドオーバー先の基地局装置の設
定情報を設定し、
　前記参照信号送信情報をもとに、ハンドオーバー先の基地局装置に参照信号を送信し、
　前記参照信号の送信回数が、前記参照信号送信情報で指定された送信回数に達しても、
前記ハンドオーバー先の基地局装置からの応答を受信しない場合には、前記保存していた
ハンドオーバー元の基地局装置の設定情報を再設定し、前記ハンドオーバー元の基地局装
置に参照信号を送信することを特徴とする請求項６記載の移動局装置。
【請求項９】
　前記受信したハンドオーバーコマンドメッセージに基づくハンドオーバーの実行中に、
前記ハンドオーバーコマンドメッセージに含まれるタイマーが満了した場合には、ハンド
オーバー失敗と判断することを特徴とする請求項１から請求項８のいずれかに記載の移動
局装置。
【請求項１０】
　移動局装置が通信する基地局装置をハンドオーバーにより切り替える無線通信システム
であって、
　ハンドオーバー元の基地局装置は、通信中の移動局装置から受信した測定レポートによ
りハンドオーバーの実行を決定し、
　ハンドオーバー先の基地局装置への上りリンク送信情報およびランダムアクセスに関す
る情報を含んだハンドオーバーコマンドメッセージを前記移動局装置に送信し、
　前記ハンドオーバーコマンドメッセージを受信した移動局装置は、前記ハンドオーバー
コマンドメッセージに含まれるスケジューリングされた上りリンク送信情報をもとに前記
ハンドオーバー先の基地局装置へ上りリンク送信を行い、
　前記上りリンク送信の送信回数が前記上りリンク送信情報で指定された送信回数に達し
ても、前記上りリンク送信に対して前記ハンドオーバー先の基地局装置からの応答を受信
しない場合には、前記ハンドオーバー先の基地局装置にランダムアクセス手順を実行する
ことを特徴とする無線通信システム。
【請求項１１】
　移動局装置が通信する基地局装置をハンドオーバーにより切り替える無線通信方法であ
って、
　ハンドオーバー元の基地局装置は、通信中の移動局装置から受信した測定レポートによ
りハンドオーバーの実行を決定し、
　ハンドオーバー先の基地局装置への上りリンク送信情報およびランダムアクセスに関す
る情報を含んだハンドオーバーコマンドメッセージを前記通信中の移動局装置に送信し、
　前記ハンドオーバーコマンドメッセージを受信した移動局装置は、前記ハンドオーバー
コマンドメッセージに含まれるスケジューリングされた上りリンク送信情報をもとに前記
ハンドオーバー先の基地局装置へ上りリンク送信を行い、
　前記上りリンク送信の送信回数が前記上りリンク送信情報で指定された送信回数に達し
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ても、前記上りリンク送信に対して前記ハンドオーバー先の基地局装置からの応答を受信
しない場合には、前記ハンドオーバー先の基地局装置にランダムアクセス手順を実行する
ことを特徴とする無線通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動局装置、基地局装置、無線通信システムおよび無線通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ（３ｒｄ ＧｅｎｅｒａｔｉｏｎＰａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ Ｐｒｏｊｅｃｔ）で
は、Ｗ－ＣＤＭＡ方式が第三世代セルラー移動通信方式として標準化され、順次サービス
が開始されている。また、通信速度をさらに上げたＨＳＤＰＡも標準化され、サービスが
開始されている。
【０００３】
　一方、３ＧＰＰでは、第三世代無線アクセスの進化（Ｅｖｏｌｖｅｄ Ｕｎｉｖｅｒｓ
ａｌ Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ Ｒａｄｉｏ Ａｃｃｅｓｓ；以下、「ＥＵＴＲＡ」と呼称
する。）の標準化が進められている。ＥＵＴＲＡの下りリンクの通信方式として、マルチ
パス干渉に強く、高速伝送に適したＯＦＤＭ（ＯｒｔｈｏｇｏｎａｌＦｒｅｑｕｅｎｃｙ
 Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）方式が採用されている。
【０００４】
　また、上りリンクの通信方式として、移動局装置（ＭＳ１～ＭＳ３）のコストと消費電
力を考慮し、送信信号のピーク対平均電力比ＰＡＰＲ（Ｐｅａｋｔｏ Ａｖｅｒａｇｅ Ｐ
ｏｗｅｒ Ｒａｔｉｏ）を低減できるシングルキャリア周波数分割多重方式ＳＣ－ＦＤＭ
Ａ（ＳｉｎｇｌｅＣａｒｒｉｅｒ－Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ＤｉｖｉｓｉｏｎＭｕｌｔｉｐ
ｌｅ Ａｃｃｅｓｓ）のＤＦＴ（ＤｉｓｃｒｅｔｅＦｏｕｒｉｅｒ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）
－ｓｐｒｅａｄＯＦＤＭ方式が採用されている。
【０００５】
　ＥＵＴＲＡの下りリンクとしては、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ Ｆｒｅｑｕｅｎ
ｃｙ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）方式が提案されている。また、ＥＵ
ＴＲＡの上りリンクとして、ＤＦＴ（ＤｉｓｃｒｅｔｅＦｏｕｒｉｅｒ Ｔｒａｎｓｆｏ
ｒｍ）－ｓｐｒｅａｄＯＦＤＭ方式のシングルキャリア通信方式が提案されている。
【０００６】
　ＥＵＴＲＡの下りリンクは、下りリンクパイロットチャネルＤＰｉＣＨ（Ｄｏｗｎｌｉ
ｎｋＰｉｌｏｔ Ｃｈａｎｎｅｌ）、下りリンク同期チャネルＤＳＣＨ（Ｄｏｗｎｌｉｎ
ｋＳｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ Ｃｈａｎｎｅｌ）、下りリンク共用チャネルＰＤＳ
ＣＨ（ＰｈｙｓｉｃａｌＤｏｗｎｌｉｎｋ Ｓｈａｒｅｄ Ｃｈａｎｎｅｌ）、下りリンク
制御チャネルＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ ＤｏｗｎｌｉｎｋＣｏｎｔｒｏｌ Ｃｈａｎ
ｎｅｌ）、共通制御チャネルＣＣＰＣＨ（ＣｏｍｍｏｎＣｏｎｔｒｏｌ Ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ Ｃｈａｎｎｅｌ）により構成されている。
【０００７】
　図１６に示すように、ＥＵＴＲＡの上りリンクは、上りリンクパイロットチャネルＵＰ
ｉＣＨ（ＵｐｌｉｎｋＰｉｌｏｔ Ｃｈａｎｎｅｌ）、ランダムアクセスチャネルＲＡＣ
Ｈ（ＲａｎｄｏｍＡｃｃｅｓｓ Ｃｈａｎｎｅｌ）、上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨ
（ＰｈｙｓｉｃａｌＵｐｌｉｎｋ Ｓｈａｒｅｄ Ｃｈａｎｎｅｌ）、上りリンク制御チャ
ネルＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ ＵｐｌｉｎｋＣｏｎｔｒｏｌ Ｃｈａｎｎｅｌ）によ
り構成されている。（たとえば非特許文献１参照）。
【０００８】
　上りリンクの構成例を図１７に示す。１ブロックは、１２本のサブキャリアと７つのＯ
ＦＤＭシンボルから構成される。そして、２つのブロックを使用して、１リソースブロッ
クを構成する。上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨおよび上りリンク制御チャネルＰＵＣ



(5) JP 5078954 B2 2012.11.21

10

20

30

40

50

ＣＨは１リソースブロックを最小単位として各移動局装置に割り当てられる。ランダムア
クセスチャネルＲＡＣＨは、１サブフレーム内に、１個のランダムアクセスチャネルを用
意され、多数の移動局装置からのアクセスに対応することになっている。このランダムア
クセスチャネルＲＡＣＨの構成は、基地局装置ＢＳから報知情報として、移動局装置に通
知される。ランダムアクセスチャネルは、定期的に配置され、ランダムアクセスチャネル
ＲＡＣＨと、上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨの領域と上りリンク制御チャネルＰＵＣ
ＣＨの領域とが図示するように分けられている。なお、ランダムアクセスチャネルＲＡＣ
Ｈは、６個分のリソースブロックを使用して構成される（たとえば非特許文献１参照）。
【０００９】
　上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨは、移動局装置のデータ送信に利用される。上りリ
ンク制御チャネルＰＵＣＣＨは、下りリンク共用チャネルＰＤＳＣＨに対する応答（Ａｃ
ｋ／Ｎａｃｋ）、下りリンクの無線品質情報（ＣＱＩ：ＣｈａｎｎｅｌＱｕａｌｉｔｙ 
Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）や上りリンクの無線リソース（上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨ
）要求（スケジューリングリクエスト）の送信に使用される。下りリンクの無線品質情報
やスケジューリングリクエストの送信のための上りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨの位置
は、予め、基地局装置から上りリンクの同期が取れている移動局装置に割り当てられ、下
りリンク共用チャネルＰＤＳＣＨに対する応答は、下りリンク共用チャネルＰＤＳＣＨの
スケジューリング情報で通知される。
【００１０】
　ランダムアクセスチャネルの使用目的は、上りリンクにおいて移動局装置－基地局装置
間を同期させること（移動局装置から基地局装置への上りリンクの送信タイミングを調整
すること）を目的としている。ランダムアクセス手順には、図１８に示すような競合ラン
ダムアクセス（Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎｂａｓｅｄ Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ）と図１９
に示すような非競合ランダムアクセス（Ｎｏｎ－ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ ｂａｓｅｄ Ｒａ
ｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ）の２つがある。Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎｂａｓｅｄ Ｒａｎｄｏｍ
 Ａｃｃｅｓｓは、移動局装置間で衝突する可能性があり、通常行われるランダムアクセ
スである。Ｎｏｎ－ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ ｂａｓｅｄ Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓは、
移動局装置間で衝突が発生しないランダムアクセスであり、迅速に移動局装置－基地局装
置間の同期をとるためにハンドオーバー等の特別な場合に基地局装置から指示されて行わ
れる（たとえば特許文献２参照）。
【００１１】
　移動局装置は、ランダムアクセスチャネルＲＡＣＨにアクセスする場合、ランダムプリ
アンブルのみ送信する。ランダムアクセスプリアンブルは、プリアンブル部とＣＰ（Ｃｙ
ｃｌｉｃｐｒｅｆｉｘ）部から構成される。プリアンブル部には、情報を表す信号パター
ンであるＣＡＺＡＣ（ＣｏｎｓｔａｎｔＡｍｐｌｉｔｕｄｅ Ｚｅｒｏ Ａｕｔｏ－Ｃｏｒ
ｒｅｌａｔｉｏｎ Ｚｏｎｅ Ｃｏｄｅ）シーケンスを用い、６４種類のシーケンスを用意
して６ビットの情報を表現するようにしている。
【００１２】
　Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ ｂａｓｅｄ Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ手順を簡単に説明する
。まず、移動局装置がランダムアクセスプリアンブルを基地局装置に送信する（メッセー
ジ１：Ｍ１）。そして、ランダムアクセスプリアンブルを受信した基地局装置が、ランダ
ムアクセスプリアンブルに対する応答（ランダムアクセスレスポンス）を移動局装置に送
信する（メッセージ２：Ｍ２）。移動局装置がランダムアクセスレスポンスに含まれてい
るスケジューリング情報を元に上位レイヤ（Ｌａｙｅｒ２／Ｌａｙｒｅ３）のメッセージ
を送信する（メッセージ３：Ｍ３）。基地局装置は、Ｍ３の上位レイヤメッセージを受信
できた移動局装置に衝突確認メッセージを送信する（メッセージ４：Ｍ４）。
【００１３】
　次に、Ｎｏｎ－ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ ｂａｓｅｄ Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ手順を
簡単に説明する。まず、基地局装置は、プリアンブル番号（または、シーケンス番号）と
使用するランダムアクセスチャネル番号を移動局装置に通知する（メッセージ０：Ｎ１）
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。移動局装置は、指定されたプリアンブル番号のランダムアクセスプリアンブルを指定さ
れたランダムアクセスチャネルＲＡＣＨに送信する（メッセージ１：Ｎ２）。そして、ラ
ンダムアクセスプリアンブルを受信した基地局装置が、ランダムアクセスプリアンブルに
対する応答（ランダムアクセスレスポンス）を移動局装置に送信する（メッセージ２：Ｎ
３）。
【００１４】
　具体的にＣｏｎｔｅｎｔｉｏｎ ｂａｓｅｄ Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ手順を説明す
る。まず、移動局装置が、下りリンクのパスロスやメッセージ３のサイズに基づいて、シ
ーケンスグループを選択する。次に、選択したシーケンスグループの中から１つのＣＡＺ
ＡＣシーケンスをランダムに選択し、選択したＣＡＺＡＣシーケンスを元にランダムアク
セスプリアンブルを生成する。そして、ランダムアクセスチャネルＲＡＣＨでランダムア
クセスプリアンブルを送信する（メッセージ１（Ｍ１））。
【００１５】
　基地局装置は、移動局装置からのランダムアクセスプリアンブルを検出すると、ランダ
ムアクセスプリアンブルから移動局装置－基地局装置間の送信タイミングずれ量を算出す
る。そして、Ｌ２／Ｌ３（Ｌａｙｅｒ２／Ｌａｙｅｒ３）メッセージを送信するためスケ
ジューリング（上りリンクの無線リソース位置、送信フォーマット（メッセージサイズ）
等の指定）を行い、ＴｅｍｐｏｒａｒｙＣ－ＲＮＴＩ（Ｃｅｌｌ－Ｒａｄｉｏ Ｎｅｔｗ
ｏｒｋＴｅｍｐｏｒａｒｙ Ｉｄｅｎｔｉｔｙ：移動局装置識別情報）を割り当てる。そ
して、下りリンク制御チャネルＰＤＣＣＨにランダムアクセスチャネルＲＡＣＨのランダ
ムアクセスプリアンブルを送信した移動局装置宛の応答（ランダムアクセスレスポンス）
を示すＲＡ－ＲＮＴＩ（ＲａｎｄｏｍＡｃｃｅｓｓ－Ｒａｄｉｏ ＮｅｔｗｏｒｋＴｅｍ
ｐｏｒａｒｙ Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）を配置する。そして、下りリンク共用チャネルＰＤＳ
ＣＨに送信タイミングずれ情報、スケジューリング情報、ＴｅｍｐｏｒａｒｙＣ－ＲＮＴ
Ｉおよび受信したプリアンブルのプリアンブル番号（シーケンス番号）を含んだランダム
アクセスレスポンスメッセージを送信する（メッセージ２（Ｍ２））。なお、このランダ
ムアクセスレスポンスで移動局装置に割り当てられる無線リソースは、１リソースブロッ
ク（１サブフレーム）分だけである。
【００１６】
　移動局装置は、下りリンク制御チャネルＰＤＣＣＨにＲＡ－ＲＮＴＩがあることを検出
すると、下りリンク共用チャネルＰＤＳＣＨに配置されたランダムアクセスレスポンスメ
ッセージの中身を確認する。確認の結果、送信したランダムアクセスプリアンブルに対応
するプリアンブル番号が含まれている場合、メッセージ情報を抽出し、送信タイミングず
れを補正し、スケジューリングされた無線リソースと送信フォーマットでＣ－ＲＮＴＩ（
またはＴｅｍｐｏｒａｒｙＣ－ＲＮＴＩ）または、ＩＭＳＩ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａ
ｌ Ｍｏｂｉｌｅ Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）等の移動局装置を識別する
情報を含むＬ２／Ｌ３メッセージを送信する（メッセージ３（Ｍ３））。なお、移動局装
置は、基地局装置からのランダムアクセスレスポンスメッセージを一定期間待ち続け、送
信したランダムアクセスプリアンブルのプリアンブル番号を含んだランダムアクセスレス
ポンスメッセージを受信しない場合は、再度、ランダムアクセスプリアンブルを送信する
。
【００１７】
　基地局装置は、移動局装置からのＬ２／Ｌ３メッセージを受信すると、受信したＬ２／
Ｌ３メッセージに含まれるＣ－ＲＮＴＩ（またはＴｅｍｐｏｒａｒｙＣ－ＲＮＴＩ）また
はＩＭＳＩを使用して移動局装置間で衝突が起こっているか否かを判断するための衝突確
認（コンテンションレゾリューション）メッセージを移動局装置に送信する（メッセージ
４（Ｍ４））。なお、移動局装置は、一定期間内に送信したランダムアクセスプリアンブ
ルに対応するプリアンブル番号を含むランダムアクセスレスポンスメッセージを検出しな
かった場合、メッセージ３の送信に失敗した場合、または、一定期間内に衝突確認メッセ
ージに自移動局装置の識別情報を検出しなかった場合、ランダムアクセスプリアンブルの
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送信（メッセージ１（Ｍ１））からやり直す（たとえば非特許文献２参照）。なお、ラン
ダムアクセス手順終了後は、さらに基地局装置－移動局装置間で接続のための制御データ
のやり取りがされる。
【００１８】
　図２０に、ＥＵＴＲＡシステムでのハンドオーバー手順を示す。ハンドオーバー手順で
は、上記に示したランダムアクセス手順が利用される。移動局装置と基地局装置１とデー
タの通信をしている場合、移動局装置が他基地局装置の受信品質を測定した測定レポート
を基地局装置１に送信する。基地局装置１は、移動局装置からの測定リポートをもとにハ
ンドオーバーを実行するかどうか決定し、ハンドオーバーを実行する場合、ハンドオーバ
ーする基地局装置を決定する。そして、ハンドオーバーする基地局装置（基地局装置２）
にハンドオーバー要求（ＨＯＲｅｑｕｅｓｔ）メッセージを送信する。
【００１９】
　基地局装置２がハンドオーバー要求を受信すると、ハンドオーバーを許可するかどうか
決定し、ハンドオーバーを許可する場合は、ハンドオーバー要求応答（ＨＯＲｅｑｕｅｓ
ｔ Ａｃｋ）メッセージを基地局装置１に送信する。このハンドオーバー要求応答メッセ
ージには、基地局装置２に関する情報やランダムアクセスするための情報等が含まれてい
る。基地局装置１は、ハンドオーバー要求応答メッセージを受信すると、ハンドオーバー
要求応答に含まれている情報をハンドオーバーコマンド（ＨＯＣｏｍｍａｎｄ）メッセー
ジに含めて移動局装置に送信する。
【００２０】
　移動局装置は、ハンドオーバーコマンドメッセージを受信するとハンドオーバーを実行
するために、まず、基地局装置２の下りリンクに同期するための同期処理を行い、その後
、ハンドオーバーコマンドメッセージに含まれているランダムアクセスに関する情報をも
とに基地局装置２に対してランダムアクセスを行う。この時、ハンドオーバーコマンドに
ランダムアクセスプリアンブル番号と使用するランダムアクセスチャネル番号が含まれて
いる場合は、非競合ランダムアクセス（Ｎｏｎ－ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎｂａｓｅｄ Ｒａ
ｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ）手順を行い、含まれていない場合は、競合ランダムアクセス（
Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ ｂａｓｅｄ Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ）手順を実行する。
【００２１】
　移動局装置は、ランダムアクセスプリアンブルを送信後、ランダムアクセスレスポンス
を受信し、ランダムアクセスレスポンスに含まれている上りリンクの無線リソース割り当
て情報をもとにハンドオーバー完了メッセージを基地局装置２に送信し、ハンドオーバー
が完了する。なお、ハンドオーバーコマンドには、ハンドオーバーで使用するタイマーが
含まれており、基地局装置２からのランダムアクセスレスポンスが受信できない場合は、
タイマーが満了するまでランダムアクセスプリアンブル送信処理、ランダムアクセスレス
ポンス受信処理を繰り返す。タイマーが満了してもランダムアクセスレスポンスが受信で
きない場合、ハンドオーバーが失敗したとして、基地局装置の検索から始める。
【００２２】
　また、３ＧＰＰでは、ＥＵＴＲＡがさらに進化したＡｄｖａｎｃｅｄ－ＥＵＴＲＡの議
論も始まっている。Ａｄｖａｎｃｅｄ－ＥＵＴＲＡでは、上りリンクおよび下りリンクで
それぞれ最大１００ＭＨｚ帯域幅までの帯域を使用して、最大で下りリンク１Ｇｂｐｓ以
上、上りリンク５００Ｍｂｐｓ以上の伝送レートで通信することを想定している。
【００２３】
そして、Ａｄｖａｎｃｅｄ－ＥＵＴＲＡでは、１００ＭＨｚの帯域をＥＵＴＲＡの移動局
装置も収容できるようにＥＵＴＲＡの２０ＭＨｚの帯域を複数個束ねることで、１００Ｍ
Ｈｚ帯域を実現することを考えている（たとえば非特許文献３参照）。なお、Ａｄｖａｎ
ｃｅｄ－ＥＵＴＲＡでは、ＥＵＴＲＡの１つの２０ＭＨｚの帯域をコンポーネントキャリ
ア（ＣｏｍｐｏｒｎｅｎｔＣａｒｒｉｅｒ：ＣＣ）と呼んでいる。図２１、図２２は、コ
ンポーネントキャリアを示す図である。
【００２４】
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　また、Ａｄｖａｎｃｅｄ－ＥＵＴＲＡでは、基地局装置から遠い位置にいるセルエッジ
の移動局装置の通信効率を上げるために、隣接基地局装置間で同じ時間・周波数で同じ信
号を送出する協調送信を行い、セルエッジ近傍にいる移動局装置のスループットを上げる
ことで、システム全体のスループットを向上させることも考えられている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００２５】
【非特許文献１】３ＧＰＰ ＴＳ（Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｙｉｏｎ）３
６．２１１、Ｖ８．６０（２００９－０３）、ＴｅｃｈｎｉｃａｌＳｐｅｃｉｆｉｃａｔ
ｉｏｎ ＧｒｏｕｐＲａｄｉｏ Ａｃｃｅｓｓ Ｎｅｔｗｏｒｋ、Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｃｈａ
ｎｎｅｌ ａｎｄ Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ（Ｒｅｌｅａｓｅ ８）
【非特許文献２】３ＧＰＰ ＴＳ（Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｙｉｏｎ）３
６．３００、Ｖ８．８０（２００９－０３）、Ｅｖｏｌｖｅｄ Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｔｅ
ｒｒｅｓｔｒｉａｌ Ｒａｄｉｏ Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ－ＵＴＲＡ） ａｎｄ Ｅｖｏｌｖｅｄ
Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ ＴｅｒｒｅｓｔｒｉａｌＲａｄｉｏ Ａｃｃｅｓｓ Ｎｅｔｗｏｒｋ
（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）、Ｏｖｅｒａｌｌ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎＳｔａｇｅ２
【非特許文献３】３ＧＰＰ ＴＲ（Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｙｉｏｎ）３
６．８１４、Ｖ０．４１（２００９－０２）、Ｅｖｏｌｖｅｄ Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｔｅ
ｒｒｅｓｔｒｉａｌＲａｄｉｏ Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ－ＵＴＲＡ）Ｒａｄｉｏ Ｒｅｓｏｕｒ
ｃｅ Ｃｏｎｔｒｏｌ（ＲＲＣ） Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２６】
　ＥＵＴＲＡのシステムは、基地局装置間において非同期システムを前提として設計され
ている。そのため、移動局装置が基地局装置間をハンドオーバーするために非同期システ
ムを考慮したハンドオーバー手順が採用されている。つまり、ハンドオーバーの実行時は
ランダムアクセス手順を実行することになっている。
【００２７】
　しかしながら、Ａｄｖａｎｃｅｄ－ＥＵＴＲＡでは、１台の移動局装置に対して複数の
基地局装置を用いた協調送信等を行う場合に同期状態になる場合がある。このため、特に
協調送信中の移動局装置に対して、複数の基地局装置間で上りリンクの同期が取れている
場合（移動局装置から基地局装置への送信タイミング調整が必要ない場合）があり、ＥＵ
ＴＲＡで使用した非同期システムを想定したハンドオーバー方法では効率が悪い場合があ
る。
【００２８】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、効率の良く早期にハンドオー
バーを完了させる一方で、ハンドオーバーの信頼性を向上させることのできる移動局装置
、基地局装置、無線通信システムおよび無線通信方法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】
【００２９】
　（１）上記の目的を達成するため、本発明の移動局装置は、ハンドオーバーにより通信
する基地局装置を切り替える移動局装置であって、ハンドオーバー元の基地局装置から、
スケジューリングされた上りリンク送信情報を含むハンドオーバーコマンドメッセージを
受信し、前記スケジューリングされた上りリンク送信情報をもとにハンドオーバー先の基
地局装置へ上りリンク送信を行い、１または複数回の前記上りリンク送信に対して前記ハ
ンドオーバー先の基地局装置から応答を受信しない場合には、前記ハンドオーバー先の基
地局装置にランダムアクセス手順によるハンドオーバーを実行することを特徴としている
。
【００３０】
　このように、スケジューリングされた上りリンク送信情報をもとに上りリンク送信を行



(9) JP 5078954 B2 2012.11.21

10

20

30

40

50

うことにより、上りリンク同期が取られている移動局装置は、早期にハンドオーバーを完
了できる。また、上りリンク送信に失敗した場合でも再度、ランダムアクセスを行えるの
で、ハンドオーバーの失敗が少なくなりハンドオーバーの信頼性が向上する。
【００３１】
　（２）また、本発明の移動局装置は、前記ハンドオーバー元の基地局装置から、上りリ
ンク制御チャネル送信情報を含むハンドオーバーコマンドメッセージを受信し、前記上り
リンク制御チャネル送信情報をもとに前記ハンドオーバー先の基地局装置へ上りリンク制
御チャネルへの制御信号を送信し、１または複数回の前記上りリンク制御チャネルへの制
御信号の送信に対して前記基地局装置から応答を受信しない場合には、前記ハンドオーバ
ー先の基地局装置にランダムアクセス手順によるハンドオーバーを実行することを特徴と
している。
【００３２】
　このように上りリンク制御チャネルへの制御信号の送信により、上りリンク同期が取ら
れている移動局装置は早期にハンドオーバーを完了できる。また、同期ハンドオーバーに
失敗した場合でも、ランダムアクセスを行えるのでハンドオーバーの信頼性が向上する。
【００３３】
　（３）また、本発明の移動局装置は、前記ハンドオーバー元の基地局装置から、ハンド
オーバー先の基地局装置の上りリンク制御チャネル割り当て情報およびスケジューリング
リクエスト送信情報を含むハンドオーバーコマンドメッセージを受信し、前記ハンドオー
バー先の基地局装置の上りリンク制御チャネル割り当て情報およびスケジューリングリク
エスト送信情報をもとに、前記上りリンク制御チャネル割り当て情報により割り当てられ
た上りリンク制御チャネルにスケジューリングリクエストを送信し、１または複数回の前
記スケジューリングリクエストの送信に対して前記ハンドオーバー先の基地局装置から応
答を受信しない場合には、前記ハンドオーバー先の基地局装置にランダムアクセス手順に
よるハンドオーバーを実行することを特徴としている。
【００３４】
　このようにスケジューリングリクエストの送信により、上りリンク同期が取られている
移動局装置は早期にハンドオーバーを完了できる。また、同期ハンドオーバーに失敗した
場合でも、ランダムアクセスを行えるのでハンドオーバーの信頼性が向上する。
【００３５】
　（４）また、本発明の移動局装置は、前記ハンドオーバー元の基地局装置から、ハンド
オーバー先の基地局装置の上りリンク制御チャネル割り当て情報および下りリンク無線品
質送信情報を含むハンドオーバーコマンドメッセージを受信し、前記ハンドオーバー先の
基地局装置の上りリンク制御チャネル割り当て情報および下りリンク無線品質送信情報を
もとに、前記上りリンク制御チャネル割り当て情報により割り当てられた上りリンク制御
チャネルに下りリンク無線品質情報を送信し、１または複数回の前記下りリンク無線品質
情報の送信に対して前記ハンドオーバー先の基地局装置から応答を受信しない場合には、
前記ハンドオーバー先の基地局装置にランダムアクセス手順によるハンドオーバーを実行
することを特徴としている。
【００３６】
　このように下りリンク無線品質情報の送信により、上りリンク同期が取られている移動
局装置は早期にハンドオーバーを完了できる。また、同期ハンドオーバーに失敗した場合
でも、ランダムアクセスを行えるのでハンドオーバーの信頼性が向上する。
【００３７】
　（５）また、本発明の移動局装置は、前記ハンドオーバー元の基地局装置から、参照信
号送信情報を含むハンドオーバーコマンドメッセージを受信し、前記参照信号送信情報を
もとに、前記ハンドオーバー先の基地局装置へ参照信号を送信し、１または複数回の前記
参照信号の送信に対して前記ハンドオーバー先の基地局装置から応答を受信しない場合に
は、前記ハンドオーバー先の基地局装置にランダムアクセス手順によるハンドオーバーを
実行することを特徴としている。
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【００３８】
　このように下りリンク参照信号の送信により、上りリンク同期が取られている移動局装
置は早期にハンドオーバーを完了できる。また、同期ハンドオーバーに失敗した場合でも
、ランダムアクセスを行えるのでハンドオーバーの信頼性が向上する。
【００３９】
　（６）また、本発明の移動局装置は、前記ハンドオーバー元の基地局装置から、上りリ
ンク共用チャネル送信情報を含むハンドオーバーコマンドメッセージを受信し、前記上り
リンク共用チャネル送信情報をもとに、前記ハンドオーバー先の基地局装置の上りリンク
共用チャネルへデータを送信し、前記上りリンク共用チャネル送信情報により指定された
ハイブリッドＡＲＱ再送回数の前記上りリンク共用チャネルへのデータの送信に対して前
記ハンドオーバー先の基地局装置から応答を受信しない場合には、前記ハンドオーバー先
の基地局装置にランダムアクセス手順によるハンドオーバーを実行することを特徴として
いる。
【００４０】
　このようにハイブリッドＡＲＱを利用し、ハンドオーバー完了メッセージの送信に対し
てＡＣＫを受信した場合、ハンドオーバーが完了したと判断できる。ＮＡＣＫを受信、ま
たは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫのどちらも受信しない場合は、ハイブリッドＡＲＱ再送情報を基
にハンドオーバー完了メッセージを再送し、ハイブリッドＡＲＱ再送回数を超えるとラン
ダムアクセスを実行する。これにより、同期ハンドオーバーに失敗した場合でも、ランダ
ムアクセスを行えるのでハンドオーバーの信頼性が向上する。
【００４１】
　（７）また、本発明の移動局装置は、ハンドオーバーにより通信する基地局装置を切り
替える移動局装置であって、ハンドオーバー元の基地局装置から、スケジューリングされ
た上りリンク送信情報を含むハンドオーバーコマンドメッセージを受信し、前記スケジュ
ーリングされた上りリンク送信情報をもとにハンドオーバー先の基地局装置へ上りリンク
送信を行い、１または複数回の前記上りリンク送信に対して前記ハンドオーバー先の基地
局装置から応答を受信しない場合には、前記ハンドオーバー元の基地局装置に上りリンク
送信を行うことを特徴としている。
【００４２】
　このように、スケジューリングされた上りリンク送信情報をもとに上りリンク送信を行
うことにより、上りリンク同期が取られている移動局装置は、早期にハンドオーバーを完
了できる。また、上りリンク送信に失敗した場合でも再度、ハンドオーバー元の基地局装
置へ上りリンク送信を行うため、ハンドオーバーの失敗が少なくなりハンドオーバーの信
頼性が向上する。
【００４３】
　（８）また、本発明の移動局装置は、前記ハンドオーバー元の基地局装置から、ハンド
オーバー先の基地局装置の上りリンク制御チャネル割り当て情報およびスケジューリング
リクエスト送信情報を含むハンドオーバーコマンドメッセージを受信し、前記ハンドオー
バー先の基地局装置の上りリンク制御チャネル割り当て情報およびスケジューリングリク
エスト送信情報をもとに、前記上りリンク制御チャネル割り当て情報により割り当てられ
た上りリンク制御チャネルへスケジューリングリクエストを送信し、１または複数回の前
記スケジューリングリクエストの送信に対して、前記ハンドオーバー先の基地局装置から
応答を受信しない場合には、前記ハンドオーバー元の基地局装置にスケジューリングリク
エストを送信することを特徴としている。
【００４４】
　このように、スケジューリングリクエスト送信情報をもとに割り当てられた上りリンク
制御チャネルへスケジューリングリクエストを送信するため、上りリンク同期が取られて
いる移動局装置は、早期にハンドオーバーを完了できる。また、上りリンク送信に失敗し
た場合でも、ハンドオーバー元の基地局装置へハンドオーバー手順を行えるので、ハンド
オーバーの失敗が少なくなりハンドオーバーの信頼性が向上する。
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【００４５】
　特にＡｄｖａｎｃｅｄ－ＥＵＴＲＡでは、１台の移動局装置に対して複数の基地局装置
を用いた協調送信等を行う場合には同期状態になる場合があるため、この状態を利用して
効率のよいハンドオーバーが可能となる。
【００４６】
　（９）また、本発明の移動局装置は、前記受信したハンドオーバーコマンドメッセージ
に基づくハンドオーバーが完了するまで、前記ハンドオーバー元の基地局装置の上りリン
ク制御チャネル割り当て情報およびスケジューリングリクエスト送信情報を保持すること
を特徴としている。
【００４７】
　これにより、ハンドオーバーが完了するまで割り当てられた上りリンク制御チャネルへ
スケジューリングリクエストを送信することができ、効率よく高い信頼性でハンドオーバ
ーを実行できる。
【００４８】
　（１０）また、本発明の移動局装置は、前記ハンドオーバー元の基地局装置から参照信
号送信情報を含むハンドオーバーコマンドメッセージを受信し、前記参照信号送信情報を
もとに、ハンドオーバー先の基地局装置に参照信号を送信し、指定された送信回数まで参
照信号を送信しても前記ハンドオーバー先の基地局装置からの応答を受信しない場合には
、前記ハンドオーバー元の基地局装置に参照信号を送信することを特徴としている。
【００４９】
　このように下りリンク参照信号の送信により、上りリンク同期が取られている移動局装
置は早期にハンドオーバーを完了できる。また、同期ハンドオーバーに失敗した場合でも
、ハンドオーバー元の基地局装置への同期ハンドオーバー手順を行えるのでハンドオーバ
ーの信頼性が向上する。
【００５０】
　（１１）また、本発明の移動局装置は、前記受信したハンドオーバーコマンドメッセー
ジに基づくハンドオーバーが完了するまで、前記ハンドオーバーコマンドメッセージに含
まれる参照信号送信情報を保持することを特徴としている。これにより、ハンドオーバー
が完了するまで保持されている参照信号送信情報をもとに参照信号を送信することができ
、効率よく高い信頼性でハンドオーバーを実行できる。
【００５１】
　（１２）また、本発明の移動局装置は、前記受信したハンドオーバーコマンドメッセー
ジに基づくハンドオーバーの実行中に、前記ハンドオーバーコマンドメッセージに含まれ
るタイマーが満了した場合には、ハンドオーバー失敗と判断することを特徴としている。
これにより、タイマーの管理によりハンドオーバーの失敗を検知でき、再び接続を確立す
る処理を開始できる。
【００５２】
　（１３）また、本発明の基地局装置は、ハンドオーバーにより通信先を切り替える移動
局装置と通信する基地局装置であって、通信中の移動局装置から受信した測定レポートに
よりハンドオーバーの実行を決定し、前記実行が決定されたハンドオーバーが同期ハンド
オーバーである場合には、ハンドオーバー先の基地局装置への上りリンク送信情報および
ランダムアクセスに関する情報を含んだハンドオーバーコマンドメッセージを前記通信中
の移動局装置に送信することを特徴としている。
【００５３】
　これにより、通信中の移動局装置は、基地局装置から提供した上りリンク送信情報をも
とにハンドオーバー先の基地局装置へ上りリンク送信を行い、早期にハンドオーバーを完
了できる。また、上りリンク送信に失敗した場合でも再度、ランダムアクセスを行えるの
で、ハンドオーバーの失敗が少なくなりハンドオーバーの信頼性が向上する。
【００５４】
　（１４）また、本発明の基地局装置は、ハンドオーバーにより通信先を切り替える移動
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局装置と通信する基地局装置であって、他の基地局装置からハンドオーバーの実行の決定
を受信し、前記実行が決定されたハンドオーバーが同期ハンドオーバーである場合には、
ハンドオーバー先の基地局装置として、自機への上りリンク送信情報およびランダムアク
セスに関する情報を含んだハンドオーバーコマンドメッセージを前記他の基地局装置から
通信を切り替えようとする移動局装置に送信することを特徴としている。
【００５５】
　これにより、他の基地局装置から通信を切り替えようとする移動局装置は、基地局装置
から提供した上りリンク送信情報をもとにハンドオーバー先の基地局装置へ上りリンク送
信を行い、早期にハンドオーバーを完了できる。また、上りリンク送信に失敗した場合で
も再度、ランダムアクセスを行えるので、ハンドオーバーの失敗が少なくなりハンドオー
バーの信頼性が向上する。
【００５６】
　（１５）また、本発明の無線通信システムは、移動局装置が通信する基地局装置をハン
ドオーバーにより切り替える無線通信システムであって、ハンドオーバー元の基地局装置
は、通信中の移動局装置から受信した測定レポートによりハンドオーバーの実行を決定し
、前記ハンドオーバーの実行によるハンドオーバー元の基地局装置またはハンドオーバー
先の基地局装置は、同期ハンドオーバーまたは非同期ハンドオーバーを実行するか否かを
決定し、前記同期ハンドオーバーの実行を決定した場合には、前記ハンドオーバー先の基
地局装置への上りリンク送信情報およびランダムアクセスに関する情報を含んだハンドオ
ーバーコマンドメッセージを前記通信中の移動局装置に送信し、前記ハンドオーバーコマ
ンドメッセージを受信した移動局装置は、前記ハンドオーバーコマンドメッセージに含ま
れるスケジューリングされた上りリンク送信情報をもとに前記ハンドオーバー先の基地局
装置へ上りリンク送信を行い、所定の送信回数まで前記上りリンク送信を行っても、前記
上りリンク送信に対して前記ハンドオーバー先の基地局装置からの応答を受信しない場合
には、前記ハンドオーバー先の基地局装置にランダムアクセス手順を実行することを特徴
としている。
【００５７】
　これにより、上りリンク同期が取られている移動局装置は、早期にハンドオーバーを完
了できる。また、上りリンク送信に失敗した場合でも再度、ランダムアクセスを行えるの
で、ハンドオーバーの失敗が少なくなりハンドオーバーの信頼性が向上する。
【００５８】
　（１６）また、本発明の無線通信システムは、複数の基地局装置が１つの移動局装置に
対して協調送信によるハンドオーバーを行う無線通信システムであって、ハンドオーバー
元の基地局装置は、通信中の移動局装置から受信した測定レポートによりハンドオーバー
の実行を決定し、前記ハンドオーバー元の基地局装置は、協調送信している基地局装置の
上りリンク送信情報を含んだハンドオーバーコマンドメッセージを前記通信中の移動局装
置に送信し、前記ハンドオーバーコマンドメッセージを受信した移動局装置は、前記ハン
ドオーバーコマンドメッセージに含まれるスケジューリングされた上りリンク送信情報を
もとに、前記ハンドオーバー先の基地局装置へ上りリンク送信を行い、所定の送信回数ま
で前記上りリンク送信を行っても、前記上りリンク送信に対して前記ハンドオーバー先の
基地局装置からの応答を受信しない場合には、他の協調送信を行っている基地局装置へ上
りリンク送信を行うことを特徴としている。
【００５９】
　これにより、上りリンク同期が取られている移動局装置は、早期にハンドオーバーを完
了できる。また、上りリンク送信に失敗した場合でも再度、ハンドオーバー元の基地局装
置へ上りリンク送信を行うため、ハンドオーバーの失敗が少なくなりハンドオーバーの信
頼性が向上する。
【００６０】
　（１７）また、本発明の無線通信方法は、移動局装置が通信する基地局装置をハンドオ
ーバーにより切り替える無線通信方法であって、ハンドオーバー元の基地局装置は、通信
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中の移動局装置から受信した測定レポートによりハンドオーバーの実行を決定し、前記ハ
ンドオーバーの実行によるハンドオーバー元の基地局装置またはハンドオーバー先の基地
局装置は、同期ハンドオーバーまたは非同期ハンドオーバーを実行するか否かを決定し、
前記同期ハンドオーバーの実行を決定した場合には、前記ハンドオーバー先の基地局装置
への上りリンク送信情報およびランダムアクセスに関する情報を含んだハンドオーバーコ
マンドメッセージを前記通信中の移動局装置に送信し、前記ハンドオーバーコマンドメッ
セージを受信した移動局装置は、前記ハンドオーバーコマンドメッセージに含まれるスケ
ジューリングされた上りリンク送信情報をもとに前記ハンドオーバー先の基地局装置へ上
りリンク送信を行い、所定の送信回数まで前記上りリンク送信を行っても、前記上りリン
ク送信に対して前記ハンドオーバー先の基地局装置からの応答を受信しない場合には、前
記ハンドオーバー先の基地局装置にランダムアクセス手順を実行することを特徴としてい
る。
【００６１】
　これにより、上りリンク同期が取られている移動局装置は、早期にハンドオーバーを完
了できる。また、上りリンク送信に失敗した場合でも再度、ランダムアクセスを行えるの
で、ハンドオーバーの失敗が少なくなりハンドオーバーの信頼性が向上する。
【００６２】
　（１８）また、本発明の無線通信方法は、複数の基地局装置が１つの移動局装置に対し
て協調送信によるハンドオーバーを行う無線通信方法であって、ハンドオーバー元の基地
局装置は、通信中の移動局装置から受信した測定レポートによりハンドオーバーの実行を
決定し、前記ハンドオーバー元の基地局装置は、協調送信している基地局装置の上りリン
ク送信情報を含んだハンドオーバーコマンドメッセージを前記通信中の移動局装置に送信
し、前記ハンドオーバーコマンドメッセージを受信した移動局装置は、前記ハンドオーバ
ーコマンドメッセージに含まれるスケジューリングされた上りリンク送信情報をもとに、
前記ハンドオーバー先の基地局装置へ上りリンク送信を行い、所定の送信回数まで前記上
りリンク送信を行っても、前記上りリンク送信に対して前記ハンドオーバー先の基地局装
置からの応答を受信しない場合には、他の協調送信を行っている基地局装置へ上りリンク
送信を行うことを特徴としている。
【００６３】
　これにより、上りリンク同期が取られている移動局装置は、早期にハンドオーバーを完
了できる。また、上りリンク送信に失敗した場合でも再度、ハンドオーバー元の基地局装
置へ上りリンク送信を行うため、ハンドオーバーの失敗が少なくなりハンドオーバーの信
頼性が向上する。
【発明の効果】
【００６４】
　本発明によれば、上りリンク同期がされている移動局装置に対しては、早期にハンドオ
ーバーが完了でき、上りリンク送信に失敗した移動局装置にも再度、ランダムアクセスが
行えるのでハンドオーバーの信頼性は向上する。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】第１の実施形態の無線通信システムの構成を示す概略図である。
【図２】第１の実施形態の移動局装置の構成を示すブロック図である。
【図３】第１の実施形態の基地局装置の構成を示すブロック図である。
【図４】ハンドオーバーの動作例を示すシーケンスチャートである。
【図５】ハンドオーバーの動作例を示すシーケンスチャートである。
【図６】ハンドオーバーの動作例を示すシーケンスチャートである。
【図７】ハンドオーバーの動作例を示すシーケンスチャートである。
【図８】第２の実施形態の無線通信システムの構成を示す概略図である。
【図９】第２の実施形態の移動局装置の構成を示すブロック図である。
【図１０】第２の実施形態の基地局装置の構成を示すブロック図である。
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【図１１】ハンドオーバーの動作例を示すシーケンスチャートである。
【図１２】ハンドオーバーの動作例を示すシーケンスチャートである。
【図１３】３つ以上の基地局装置間で協調送信を行う無線通信システムの構成を示す概略
図である。
【図１４】ハンドオーバーの動作例を示すシーケンスチャートである。
【図１５】ハンドオーバーの動作例を示すシーケンスチャートである。
【図１６】チャネル構成を示す概略図である。
【図１７】上りリンクの構成を示す図である。
【図１８】ランダムアクセス手順を示すシーケンスチャートである。
【図１９】ランダムアクセス手順を示すシーケンスチャートである。
【図２０】ハンドオーバー手順例を示すシーケンスチャートである。
【図２１】コンポーネントキャリアを示す図である。
【図２２】コンポーネントキャリアを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００６６】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。
【００６７】
　［第１の実施形態］
　図１は、無線通信システム５０の一例を示す概略図である。図１に示すように、無線通
信システム５０は、移動局装置１００、基地局装置２００ａ、２００ｂを備えている。基
地局装置２００ａは、ハンドオーバーの実行におけるハンドオーバー元の基地局装置であ
り、基地局装置２００ｂは、ハンドオーバーの実行におけるハンドオーバー先の基地局装
置である。なお、基地局装置２００はいずれかを特定しない場合の基地局装置である。図
１に示す場合では、ハンドオーバー元の基地局装置２００ａからハンドオーバー先の基地
局装置２００ｂへハンドオーバー手順が行われている。
【００６８】
　無線通信システム５０は、Ａｄｖａｎｃｅｄ－ＥＵＴＲＡを採用するシステムである。
ＥＵＴＲＡのシステムでは、基地局装置２００ａ、２００ｂ間は非同期システムを前提と
して設計されている。そのため、移動局装置１００が基地局装置２００ａ、２００ｂ間を
ハンドオーバーする際には、非同期システムを考慮した手順がとられる。つまり、ハンド
オーバー先の基地局装置２００ｂと通信を開始するためには、移動局装置１００は、基地
局装置２００ｂと上りリンクの同期を取らなくてはならず（つまり、移動局装置１００は
、基地局装置２００ｂへの送信タイミングの調整を行なわなくてはならず）、ランダムア
クセス手順を実行する必要がある。
【００６９】
　しかし、Ａｄｖａｎｃｅｄ－ＥＵＴＲＡでは、協調送信中の移動局装置１００に対して
、複数の基地局装置２００ａ、２００ｂ間で上りリンクの同期が取れている場合がある。
そのような場合には、上りリンクの同期が取れていても、ランダムアクセス手順を用いた
ハンドオーバー手順を行うので基地局装置のランダムアクセスチャネルＲＡＣＨの配置状
況やランダムアクセス手順の遅延等によりハンドオーバー処理に時間がかかってしまう。
【００７０】
　そこで、協調送信等を行っていて上りリンク同期が取れている（送信タイミング調整の
必要ない）移動局装置１００のハンドオーバー先の基地局装置への最初のアクセスとして
、基地局装置２００ａから指定された位置でランダムアクセス以外の上りリンク送信を行
い、上りリンク送信に対する基地局装置２００ｂからの応答を受信した場合にハンドオー
バーを完了させる。ランダムアクセス以外の上りリンク送信には、上りリンク制御チャネ
ルＰＵＣＣＨ、または、上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨ、上りリンクパイロットチャ
ネルＵＰｉＣＨが挙げられる。そして、この上りリンク送信に対して、基地局装置２００
ｂからの応答がない場合に基地局装置２００ｂへランダムアクセスを実行させる。これに
より、応答があったときには、早期にハンドオーバー先の基地局装置２００ｂと接続でき
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る。また、上りリンク送信に失敗した移動局装置１００に対してはランダムアクセスが行
えるのでハンドオーバー処理に対して信頼性が向上する。なお、以下では従来のハンドオ
ーバーを非同期ハンドオーバー手順と呼び、本発明のハンドオーバーを同期ハンドオーバ
ー手順と呼ぶ。
【００７１】
　図２は、移動局装置１００の構成を示すブロック図である。移動局装置１００は、デー
タ制御部１１０、送信処理部１２０、送信タイミング調整部１３０、無線部１４０、受信
処理部１５０、制御データ抽出部１６０、スケジューリング部１７０およびランダムアク
セスプリアンブル生成部１８０を備えている。
【００７２】
　上位層からのユーザーデータやスケジューリング部１７０からの制御データは、データ
制御部１１０に入力される。データ制御部１１０は、スケジューリング部１７０の指示に
より、各データを各チャネルに割り当てて、送信処理部１２０に送る。送信処理部１２０
は、データ制御部１１０からのデータを、符号化し、変調する。
【００７３】
　変調された信号は、ＤＦＴ（Ｄｉｓｃｒｅｔｅ Ｆｏｕｒｉｅｒ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ（
離散フーリエ変換））－ＩＦＦＴ（ＩｎｖｅｒｓｅＦａｓｔ Ｆｏｕｒｉｅｒ Ｔｒａｎｓ
ｆｏｒｍ（逆高速フーリエ変換））処理され、ＣＰ（Ｃｙｃｌｉｃ Ｐｒｅｆｉｘ（サイ
クリックプリフィックス））を挿入される。送信タイミング調整部１３０は、スケジュー
リング部１７０から渡される送信タイミングずれ情報からデータの送信タイミングを調整
する。データは、送信タイミングを調整された後、無線部１４０により無線周波数にアッ
プコンバートされ、送信アンテナから送信される。
【００７４】
　一方、無線部１４０は、アンテナより受信した無線信号をダウンコンバートし、受信処
理部１５０に渡す。受信処理部１５０は、無線部１４０から渡された信号にＦＦＴ（Ｆａ
ｓｔＦｏｕｒｉｅｒ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ（高速フーリエ変換））処理、復号化、復調処
理等を行い、復調したデータを制御データ抽出部１６０に渡す。また、下りリンクの無線
品質を測定して、測定結果をスケジューリング部１７０に渡す。
【００７５】
　制御データ抽出部１６０は、下りリンク制御チャネルＰＤＣＣＨに配置されているＣ－
ＲＮＴＩ（移動局装置識別情報）により、渡されたデータが自移動局装置宛のデータかど
うか判別し、自移動局装置宛のデータである場合、受信処理部１５０で復調された下りリ
ンク共用チャネルＰＤＳＣＨのデータを制御データとユーザーデータとに分ける。また、
上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨで送信したデータの応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を検出
する。そして、制御データをスケジューリング部１７０に渡し、ユーザーデータを上位層
に渡す。また、ランダムアクセスプリアンブルを送信した後にＲＡ－ＲＮＴＩ（Ｒａｎｄ
ｏｍＡｃｃｅｓｓ－Ｒａｄｉｏ ＮｅｔｗｏｒｋＴｅｍｐｏｒａｒｙ Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）
を検出した場合には、ランダムアクセスレスポンスメッセージをスケジューリング部１７
０に渡す。その他に、受信したデータに対する応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を返すようにス
ケジューリング部１７０に指示する。
【００７６】
　スケジューリング部１７０は、制御データ作成部１７１、制御データ解析部１７２、Ｕ
Ｌスケジューリング部１７３、上りリンク制御チャネル管理部１７４、ランダムアクセス
管理部１７５およびハンドオーバー管理部１７６を備えている。
【００７７】
　制御データ作成部１７１は、測定レポートメッセージやハンドオーバー完了メッセージ
等の制御データを作成する。制御データ解析部１７２は、制御データ抽出部１６０からの
ハンドオーバーコマンドメッセージやランダムアクセスレスポンス、コンテンションレゾ
リューション等の制御データを解析する。そして、上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨで
送信するデータのスケジューリング情報（割り当て情報）をＵＬスケジューリング部１７



(16) JP 5078954 B2 2012.11.21

10

20

30

40

50

３に渡し、ランダムアクセスに関する情報やランダムアクセス手順に関する情報をランダ
ムアクセス管理部１７５およびランダムアクセスプリアンブル生成部１８０に渡し、スケ
ジューリングリクエストに関する情報、上りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨの位置情報を
上りリンク制御チャネル管理部１７４に渡す。また、ハンドオーバーコマンドメッセージ
に含まれているハンドオーバー処理タイマーをハンドオーバー管理部１７６に渡す。
【００７８】
　ＵＬスケジューリング部１７３は、スケジューリング情報をもとにデータ制御部１１０
を制御する。上りリンク制御チャネル管理部１７４は、上りリンク制御チャネルＰＵＣＣ
Ｈを管理し、スケジューリングリクエストを生成する。そして、制御データ抽出部１６０
が受信した下りリンクのデータの応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を作成し、データ制御部１１
０に渡す。また、スケジューリングリクエストを送信後に上りリンク共用チャネルの割り
当てがあった場合、スケジューリングリクエストの送信を取り止め、スケジューリングリ
クエスト最大送信回数までにスケジューリングリクエストを送信しても上りリンク共用チ
ャネルの割り当てがない場合、ランダムアクセス管理部１７５にランダムアクセスを指示
する。
【００７９】
　ランダムアクセス管理部１７５は、ランダムアクセスの指示があった場合にランダムア
クセスに関する情報からプリアンブル番号とランダムアクセスチャネルＲＡＣＨ位置を選
択する。そして、ランダムアクセスプリアンブル生成部１８０に選択したプリアンブル番
号とランダムアクセスチャネルＲＡＣＨ位置を通知する。そして、制御データ解析部１７
２から渡されたランダムアクセスレスポンスの内容を確認し、送信したランダムアクセス
プリアンブルのプリアンブル番号を検出した場合、送信タイミングずれ情報を送信タイミ
ング調整部１３０に渡す。そして、コンテンションレゾリューションメッセージを確認す
るとランダムアクセスを終了する。
【００８０】
　このとき、ランダムアクセスプリアンブル生成部１８０は、スケジューリング部１７０
から指定されたプリアンブル番号のランダムアクセスプリアンブルを生成する。そして、
指定されたランダムアクセスチャネルＲＡＣＨ位置にランダムアクセスプリアンブルを割
り当てて、送信処理部１２０に送る。
【００８１】
　ハンドオーバー管理部１７６は、制御データ解析部１７２からハンドオーバー処理タイ
マーが渡されるとタイマーを開始し、タイマーが満了するまでにハンドオーバー完了メッ
セージを送信し終えた場合、タイマーを停止する。ハンドオーバー完了メッセージを送信
するまでにタイマーが完了した場合、ハンドオーバーが失敗したと判断し、スケジューリ
ングリクエスト送信処理、または、ランダムアクセス手順を中止する。
【００８２】
　図３は、基地局装置２００の構成を示すブロック図である。基地局装置２００は、デー
タ制御部２１０、送信処理部２２０、スケジューリング部２６０、受信処理部２４０、制
御データ抽出部２５０、プリアンブル検出部２７０、および無線部２３０を備えている。
【００８３】
　データ制御部２１０は、スケジューリング部２６０からの指示により制御データを下り
リンク制御チャネルＰＤＣＣＨ、下りリンク同期チャネルＤＳＣＨ、下りリンクパイロッ
トチャネルＤＰｉＣＨ、共通制御チャネルＣＣＰＣＨ、および下りリンク共用チャネルＰ
ＤＳＣＨにマッピングし、各移動局装置１００に対する送信データを下りリンク共用チャ
ネルＰＤＳＣＨにマッピングする。
【００８４】
　送信処理部２２０は、データ変調、入力信号の直列／並列変換を行い、ＩＦＦＴ（Ｉｎ
ｖｅｒｓｅＦａｓｔ Ｆｏｕｒｉｅｒ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）変換、ＣＰ（Ｃｙｃｌｉｃ 
Ｐｒｅｆｉｘ）挿入、フィルタリング等ＯＦＤＭ信号処理を行い、ＯＦＤＭ信号を生成す
る。無線部２３０は、ＯＦＤＭ変調されたデータを無線周波数にアップコンバートして、
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移動局装置１００に送信する。
【００８５】
　無線部２３０は、移動局装置１００からの上りリンクのデータを受信し、ベースバンド
信号にダウンコンバートして、受信データを受信処理部２４０、プリアンブル検出部２７
０に渡す。受信処理部２４０は、スケジューリング部２６０の上りリンクのスケジューリ
ング情報から移動局装置１００で行った送信処理を考慮して復調処理を行い、データを復
調する。また、受信処理部２４０は、上りリンクパイロットチャネルＵＰｉＣＨから上り
リンクの無線品質を測定し、結果をスケジューリング部２６０に渡す。なお、上りリンク
の通信方式は、ＤＦＴ－ｓｐｒｅａｄＯＦＤＭ等のようなシングルキャリア方式を想定し
ているが、ＯＦＤＭ方式のようなマルチキャリア方式でもかまわない。
【００８６】
　制御データ抽出部２５０では、受信データの正否を確認し、確認結果をスケジューリン
グ部２６０に通知する。受信データが正しい場合、受信データをユーザーデータと制御デ
ータに分離し、制御データをスケジューリング部２６０にユーザーデータを上位層に渡す
。また、上りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨのスケジューリングリクエスト情報、下りリ
ンク共用チャネルＰＤＳＣＨのデータに対する応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）、および下りリ
ンクの無線品質情報もスケジューリング部２６０に渡す。
【００８７】
　スケジューリング部２６０は、ＤＬスケジューリング部２６１、ＵＬスケジューリング
部２６２、制御データ解析部２６３、制御データ作成部２６４、基地局間通信部２６５、
および上りリンク制御チャネル管理部２６６を備えている。
【００８８】
　ＤＬスケジューリング部２６１は、下りリンクのスケジューリングを行う。ＤＬスケジ
ューリング部２６１は、移動局装置１００から通知される下りリンクの無線品質情報や上
位層から通知される各ユーザーのデータ情報や制御データ作成部２６４で作成される制御
データから下りリンクの各チャネルにユーザーデータおよび制御データをマッピングする
ためのスケジューリングを行う。
【００８９】
　ＵＬスケジューリング部２６２は、上りリンクのスケジューリングを行う。ＵＬスケジ
ューリング部２６２は、受信処理部２４０からの上りリンクの無線品質測定結果および移
動局装置１００からのスケジューリングリクエストをもとに上りリンク共用チャネルＰＵ
ＳＣＨにユーザーデータをマッピングするためのスケジューリング（リソースブロックの
割り当てやデータの変調・符号化方式の決定）を行い、スケジューリング結果を制御デー
タ作成部２６４と受信処理部２４０に渡す。また、プリアンブル検出部２７０からランダ
ムアクセスプリアンブルを検出したことが通知された場合には、上りリンク共用チャネル
ＰＵＳＣＨを割り当てて、スケジューリング情報を制御データ作成部２６４に通知する。
【００９０】
　制御データ解析部２６３は、移動局装置１００からの測定レポートメッセージやハンド
オーバー完了メッセージの制御データを解析する。そして、測定レポートからハンドオー
バーを決定した場合、ハンドオーバー先の基地局装置２００ｂを選択し、基地局間通信部
２６５に選択した基地局装置２００ｂへハンドオーバー要求を行うように指示する。そし
て、ハンドオーバーが完了した移動局装置１００に対して、データスケジューリングおよ
びデータの送受信を開始するようにＤＬスケジューリング部２６１およびＵＬスケジュー
リング部２６２に指示する。
【００９１】
　制御データ作成部２６４は、制御データを作成し、作成した制御データをデータ制御部
２１０に渡す。制御データには、上りリンク、または、下りリンクのスケジューリング情
報（割り当て情報）を含んだ制御メッセージ、上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨで送ら
れたデータの応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）、上りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨの割り当て
情報や信号生成の情報やランダムアクセスに関する情報を含んだハンドオーバーコマンド
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メッセージ、プリアンブル番号や送信タイミングずれ情報やスケジューリング情報を含ん
だランダムアクセスレスポンスメッセージ、コンテンションレゾリューションメッセージ
等が挙げられる。
【００９２】
　基地局間通信部２６５は、ハンドオーバー要求の指示があった場合、ハンドオーバー要
求メッセージを作成して、ハンドオーバーを要求する基地局装置２００ｂへハンドオーバ
ー要求メッセージを送信する。ハンドオーバー先の基地局装置２００ｂからのハンドオー
バー要求応答メッセージを受信すると制御データ作成部２６４にハンドオーバーコマンド
メッセージを作成するように指示する。
【００９３】
　上りリンク制御チャネル管理部２６６は、スケジューリングリクエスト用、下りリンク
共用チャネルＰＤＳＣＨの応答用および下りリンク無線品質情報送信用の上りリンク制御
チャネルＰＵＣＣＨをそれぞれ、移動局装置１００に割り当てる。そして、割り当て情報
や各用途の信号の生成情報を制御データ作成部２６４に渡す。また、ハンドオーバーコマ
ンドメッセージを送信後にハンドオーバーする移動局装置１００に割り当てた各上りリン
ク制御チャネルＰＵＣＣＨの割り当てを解放する。
【００９４】
　プリアンブル検出部２７０は、ランダムアクセスチャネルＲＡＣＨでランダムアクセス
プリアンブルを検出した場合、送信タイミングずれ量を算出する。そして、検出したプリ
アンブル番号と送信タイミングずれ量をスケジューリング部２６０に報告する。
【００９５】
　図４は、ハンドオーバーの動作例を示すシーケンスチャートである。図４は、上りリン
ク制御チャネルＰＵＣＣＨ（ＰｈｙｓｉｃａｌＵｐｌｉｎｋ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｃｈａｎｎ
ｅｌ）のスケジューリングリクエスト送信を使用した場合の同期ハンドオーバー手順の概
要を示している。
【００９６】
　ハンドオーバー元の基地局装置２００ａは、ハンドオーバーコマンドメッセージでハン
ドオーバー先の基地局装置２００ｂに関する情報とハンドオーバー先の基地局装置２００
ｂの上りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨの位置情報とスケジューリングリクエストに関す
る情報とランダムアクセスに関する情報とＣ－ＲＮＴＩとハンドオーバー処理タイマーと
を移動局装置１００に通知する（ステップＳＴ１０１）。
【００９７】
　ハンドオーバー先の基地局装置２００ｂに関する情報は、基地局装置２００内の移動局
装置１００に対して共通の情報で、基地局装置固有の情報である。これには、たとえば基
地局装置識別情報等が含まれる。スケジューリングリクエストに関する情報には、スケジ
ューリングリクエスト生成に関する情報、スケジューリングリクエストの最大送信回数が
含まれる。また、ランダムアクセスに関する情報には、ランダムアクセスチャネルＲＡＣ
Ｈの位置、ランダムアクセスプリアンブル生成情報等が含まれる。また、Ｃ－ＲＮＴＩは
、移動局装置１００識別情報である。
【００９８】
　移動局装置１００はハンドオーバーコマンドメッセージを受信すると、ハンドオーバー
コマンドメッセージの情報をもとにハンドオーバー元の基地局装置２００ａの設定からハ
ンドオーバー先の基地局装置２００ｂに設定を切替える（ステップＳＴ１０２）。そして
、スケジューリングリクエストを生成して、割り当てられた上りリンク制御チャネルＰＵ
ＣＣＨでスケジューリングリクエストを送信する（ステップＳＴ１０３）。移動局装置１
００はハンドオーバー先の基地局装置２００ｂからスケジューリングリクエストに対する
応答である上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨの割り当て情報（スケジューリング情報）
を受信した場合、割り当てられた上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨにハンドオーバー完
了メッセージを送信する。割り当て情報を受信しない場合は（ステップＳＴ１０４）、再
度、スケジューリングリクエストを割り当てられている上りリンク制御チャネルＰＵＣＣ
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Ｈで送信する（ステップＳＴ１０５）。尚、ハンドオーバー完了メッセージは、移動局装
置の送信バッファの情報でも良い。
【００９９】
　ハンドオーバーコマンドで指定されたスケジューリングリクエストの最大送信回数まで
スケジューリングリクエストを送信しても（ステップＳＴ１０６～ＳＴ１０８）、ハンド
オーバー先の基地局装置２００ｂから割り当て情報を受信できない場合は、ランダムアク
セス手順を実行する。すなわち、ハンドオーバーコマンドで通知されたランダムアクセス
に関する情報を用いて、ランダムアクセスプリアンブルを生成し、ハンドオーバー先の基
地局装置２００ｂのランダムアクセスチャネルＲＡＣＨにランダムアクセスプリアンブル
を送信する（ステップＳＴ１０９）。そして、送信したランダムアクセスプリアンブルに
対するランダムアクセスレスポンスを受信した場合には、ランダムアクセスレスポンスに
含まれる上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨの割り当て情報をもとにハンドオーバー完了
メッセージを割り当てられた上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨに送信する。
【０１００】
　送信したランダムアクセスプリアンブルに対するランダムアクセスレスポンスを受信で
きない場合は（ステップＳＴ１１０）、再度、ランダムアクセスプリアンブルを送信し続
ける（ステップＳＴ１１１、ＳＴ１１２）。ハンドオーバー処理タイマーが満了しても、
ランダムアクセス処理が完了しない場合は、ハンドオーバーが失敗したと判断する（ステ
ップＳＴ１１３）。なお、ランダムアクセス手順は、競合ランダムアクセスまたは非競合
ランダムアクセスどちらを使用してもよいが、非競合ランダムアクセスを実行する場合、
基地局装置２００ａは、ハンドオーバーコマンドメッセージで使用するプリアンブル番号
とランダムアクセスチャネル位置を指定する。
【０１０１】
　次に、上りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨのスケジューリングリクエスト送信を使用し
た場合の同期ハンドオーバー手順の詳細を説明する。図５は、ハンドオーバーの動作例を
示すシーケンスチャートである。
【０１０２】
　図５に示すように、移動局装置１００は、基地局装置２００ａとの間でユーザーデータ
を送受信しているものとする（ステップＳＴ２０１）。次に、基地局装置２００ａからの
指示により他基地局装置２００の無線品質を測定する。そして、測定結果を測定レポート
メッセージに含めて基地局装置２００ａに送信する（ステップＳＴ２０２）。基地局装置
２００ａは、移動局装置１００からの測定レポートをもとに移動局装置１００にハンドオ
ーバーさせるか否かを判断する（ステップＳＴ２０３）。基地局装置２００ｂに移動局装
置１００をハンドオーバーさせることを決定した場合、基地局装置２００ａは、基地局装
置２００ｂにハンドオーバー要求メッセージを送信する（ステップＳＴ２０４）。この時
、移動局装置１００に対して協調送信等をしていて、基地局装置２００ｂと移動局装置１
００が上りリンク同期が確立していると想定される場合には、ハンドオーバー要求メッセ
ージに同期ハンドオーバーの要求も含める。基地局装置２００ｂはハンドオーバー要求メ
ッセージを受信すると移動局装置１００を収容できるか否かを判断する。
【０１０３】
　基地局装置２００ｂは、移動局装置１００を収容可能であり、基地局装置２００ａに同
期ハンドオーバーを要求されている場合には、基地局装置２００ｂに関する情報や基地局
装置２００ｂの上りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨの位置情報、スケジューリングリクエ
ストに関する情報、ランダムアクセスに関する情報、Ｃ－ＲＮＴＩ、およびハンドオーバ
ー処理タイマーを含んだハンドオーバー要求応答メッセージを基地局装置２００ａに送信
する（ステップＳＴ２０５）。
【０１０４】
　なお、基地局装置２００ｂに関する情報には、基地局装置識別情報等が含まれる。基地
局装置２００ｂの上りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨの位置情報には、上りリンク制御チ
ャネルＰＵＣＣＨの範囲情報やスケジューリングリクエスト送信のための移動局装置１０
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０への割り当て情報が含まれる。また、スケジューリングリクエストに関する情報には、
スケジューリングリクエスト生成に関する情報やスケジューリングリクエストの最大送信
回数が含まれる。ランダムアクセスに関する情報には、ランダムアクセスチャネルＲＡＣ
Ｈの位置、ランダムアクセスプリアンブル生成情報等が含まれる。また、Ｃ－ＲＮＴＩは
、移動局装置１００識別情報である。
【０１０５】
　また、非同期ハンドオーバーの場合には、基地局装置２００ｂに関する情報、ランダム
アクセスに関する情報、Ｃ－ＲＮＴＩ、およびハンドオーバー処理タイマーを含んだハン
ドオーバー要求応答メッセージを基地局装置２００ａに送信する。なお、基地局装置２０
０ｂに関する情報には、基地局装置識別情報等が含まれ、ランダムアクセスに関する情報
には、ランダムアクセスチャネルＲＡＣＨの位置、ランダムアクセスプリアンブル生成情
報等が含まれる。また、Ｃ－ＲＮＴＩは、移動局装置１００識別情報である。
【０１０６】
　なお、移動局装置１００に同期ハンドオーバーを実行させるか、非同期ハンドオーバー
を実行させるかは、ハンドオーバー先の基地局装置２００ｂが判断してもよい。ハンドオ
ーバー先の基地局装置２００ｂは、移動局装置１００の上りリンクの信号をモニタリング
できるので、予め、移動局装置１００の送信タイミングがずれているか否かを判断できる
。
【０１０７】
　基地局装置２００ａは基地局装置２００ｂからのハンドオーバー要求応答メッセージを
受信するとハンドオーバー要求応答メッセージの内容をハンドオーバーコマンドメッセー
ジに含めて移動局装置１００に送信する（ステップＳＴ２０６）。
【０１０８】
　移動局装置１００はハンドオーバーコマンドメッセージを受信すると、ハンドオーバー
コマンドメッセージの情報をもとに基地局装置２００ａの設定から基地局装置２００ｂに
設定を切替える。そして、ハンドオーバーコマンドメッセージで同期ハンドオーバーが指
示されていた場合、ハンドオーバーコマンドに含まれているスケジューリングリクエスト
に関する情報からスケジューリングリクエストを生成して、割り当てられた上りリンク制
御チャネルＰＵＣＣＨでスケジューリングリクエストを基地局装置２００ｂに送信する（
ステップＳＴ２０７）。移動局装置１００は、下りリンク制御チャネルＰＤＣＣＨをモニ
タリングし、基地局装置２００ｂからスケジューリングリクエストに対する応答である上
りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨの割り当て情報を受信した場合には、割り当てられた上
りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨにハンドオーバー完了メッセージを送信する。
【０１０９】
　割り当て情報を受信しない場合は、再度、割り当てられている上りリンク制御チャネル
ＰＵＣＣＨでスケジューリングリクエストを基地局装置２００ｂに送信する（ステップＳ
Ｔ２０８）。ハンドオーバーコマンドメッセージで指定されたスケジューリングリクエス
トの最大送信回数までスケジューリングリクエストを送信しても基地局装置２００ｂから
割り当て情報を受信しない場合は、ランダムアクセスを実行する。ここでは、競合ランダ
ムアクセスを実行する場合を説明する。
【０１１０】
　移動局装置１００は、ハンドオーバーコマンドメッセージで通知されたランダムアクセ
スに関する情報を用いて、ランダムアクセスプリアンブルを生成し、基地局装置２００ｂ
のランダムアクセスチャネルＲＡＣＨにランダムアクセスプリアンブルを送信する（ステ
ップＳＴ２０９）。そして、基地局装置２００ｂから送信したランダムアクセスプリアン
ブルに対するランダムアクセスレスポンスを受信した場合（ステップＳＴ２１０）、ラン
ダムアクセスレスポンスに含まれる送信タイミングずれ情報を利用して送信タイミングを
変更する。そして、ランダムアクセスレスポンスに含まれる上りリンク共用チャネルＰＵ
ＳＣＨの割り当て情報をもとにハンドオーバーコマンドに含まれていたＣ－ＲＮＴＩを含
んだハンドオーバー完了メッセージを割り当てられた上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨ
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に送信する（ステップＳＴ２１１）。
【０１１１】
　そして、移動局装置１００は、基地局装置２００ｂからのコンテンションレゾリューシ
ョンメッセージを受信した場合に（ステップＳＴ２１２）、ハンドオーバーを完了したと
判断する。そして、移動局装置１００と基地局装置２００ｂとは、ユーザーデータを送受
信する（ステップＳＴ２１３）。送信したランダムアクセスプリアンブルに対するランダ
ムアクセスレスポンスを受信できない場合は、再度、ランダムアクセスプリアンブルを送
信し続ける。そして、ハンドオーバー処理タイマーが満了しても、ランダムアクセス処理
が完了しない場合は、移動局装置１００は、ハンドオーバーが失敗したと判断する。
【０１１２】
　なお、この時に割り当てるスケジューリングリクエスト用の上りリンク制御チャネルＰ
ＵＣＣＨの位置はなるべく短い間隔で割り当てるようにする。このようにすることで、少
ない無線リソースを使用して早期にハンドオーバー先の基地局装置２００ｂと接続でき、
また、上りリンク同期が不確定な移動局装置１００や無線品質が急激に変動した移動局装
置１００に対してもランダムアクセスが行えるのでハンドオーバー処理に対して信頼性が
向上する。
【０１１３】
　また、この例では上りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨのスケジューリング送信について
説明しているが、上りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨの下りリンク無線品質情報の送信を
利用した場合も同様である。その場合、基地局装置２００はスケジューリングリクエスト
用に割り当てる上りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨの代わりに下りリンク無線品質情報送
信用に上りリンク制御チャネルのＰＵＣＣＨを割り当てる。移動局装置１００は、割り当
てられた上りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨで下りリンク無線品質情報を送信する。そし
て、基地局装置２００からの下りリンク共用チャネルＰＤＳＣＨのデータの割り当てがな
され、下りリンク共用チャネルＰＤＳＣＨのデータを受信した場合、もしくは、受信した
データの応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を送信した場合、移動局装置１００は、ハンドオーバ
ーの完了と判断する。
【０１１４】
　一方、ある一定の回数まで下りリンク無線品質情報を送信しても下りリンクデータの割
り当てがない場合には、ランダムアクセス処理を実行する。ランダムアクセス処理におい
て、ハンドオーバー処理タイマーが満了してもハンドオーバー処理が成功しない場合は、
ハンドオーバーが失敗したと判断する。
【０１１５】
　図６は、ハンドオーバーの動作例を示すシーケンスチャートである。図６は、上りリン
クパイロットチャネルＵＰｉＣＨ（ＵｐｌｉｎｋＰｉｌｏｔ Ｃｈａｎｎｅｌ）を使用し
た場合のハンドオーバー手順の一例について概要を示している。上りリンクパイロットチ
ャネルＵＰｉＣＨには、上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨを復調するための復調用参照
信号と上りリンクの無線品質を測定するための測定用参照信号の２つの参照信号がある。
ここでは、測定用参照信号を用いた場合の例を説明する。
【０１１６】
　まず、ハンドオーバー元の基地局装置２００ａは、ハンドオーバーコマンドメッセージ
でハンドオーバー先の基地局装置２００ｂに関する情報とハンドオーバー先の基地局装置
２００ｂの測定用参照信号に関する設定情報とランダムアクセスに関する情報とＣ－ＲＮ
ＴＩとハンドオーバー処理タイマーを移動局装置１００に通知する（ステップＳＴ３０１
）。移動局装置１００はハンドオーバーコマンドメッセージを受信すると、ハンドオーバ
ーコマンドメッセージの情報をもとにハンドオーバー元の基地局装置２００ａの設定から
ハンドオーバー先の基地局装置２００ｂに設定を切替える（ステップＳＴ３０２）。そし
て、測定用参照信号を生成して、割り当てられた送信位置で参照信号を送信する（ステッ
プＳＴ３０３）。
【０１１７】
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　ハンドオーバー先の基地局装置２００ｂの測定用参照信号に関する設定情報には、測定
用参照信号を生成するための情報、測定用参照信号送信位置・送信周期情報、測定用参照
信号送信帯域情報、および測定用参照信号送信回数情報等が含まれる。ランダムアクセス
に関する情報には、ランダムアクセスチャネルＲＡＣＨの位置、およびランダムアクセス
プリアンブル生成情報等が含まれる。Ｃ－ＲＮＴＩは、移動局装置識別情報である。
【０１１８】
　移動局装置１００はハンドオーバー先の基地局装置２００ｂから参照信号に対する応答
である上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨの割り当て情報を受信した場合（ステップＳＴ
３０４）、割り当てられた上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨにハンドオーバー完了メッ
セージを送信する。割り当て情報を受信しない場合は、再度、測定用参照信号を割り当て
られている送信位置で送信する（ステップＳＴ３０５～ＳＴ３０６）。ハンドオーバーコ
マンドで指定された測定用参照信号の送信回数まで測定用参照信号を送信してもハンドオ
ーバー先の基地局装置２００ｂから割り当て情報を受信できない場合は、ランダムアクセ
ス手順を実行する。すなわち、ハンドオーバーコマンドで通知されたランダムアクセスに
関する情報を用いて、ランダムアクセスプリアンブルを生成し、ハンドオーバー先の基地
局装置２００ｂのランダムアクセスチャネルＲＡＣＨにランダムアクセスプリアンブルを
送信する（ステップＳＴ３０７）。そして、送信したランダムアクセスプリアンブルに対
するランダムアクセスレスポンスを受信した場合、ランダムアクセスレスポンスに含まれ
る上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨの割り当て情報をもとにハンドオーバー完了メッセ
ージを割り当てられた上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨに送信する（ステップＳＴ３０
８）。
【０１１９】
　送信したランダムアクセスプリアンブルに対するランダムアクセスレスポンスを受信で
きない場合、移動局装置１００は、再度、ランダムアクセスプリアンブルを送信し続ける
（ステップＳＴ３０９～ＳＴ３１０）。そして、ハンドオーバー処理タイマーが満了して
も、ランダムアクセス処理が完了しない場合は、ハンドオーバーが失敗したと判断する（
ステップＳＴ３１１）。なお、ランダムアクセス手順は、競合ランダムアクセスまたは非
競合ランダムアクセスのどちらを使用してもよいが、非競合ランダムアクセスを実行する
場合は、基地局装置２００は、ハンドオーバーコマンドメッセージで使用するプリアンブ
ル番号とランダムアクセスチャネル位置を指定する。
【０１２０】
　図７は、ハンドオーバーの動作例を示すシーケンスチャートである。図７は、上りリン
ク共用チャネルＰＵＳＣＨ（ＰｈｙｓｉｃａｌＵｐｌｉｎｋ Ｓｈａｒｅｄ Ｃｈａｎｎｅ
ｌ）を使用した場合のハンドオーバー手順の一例について概要を示している。
【０１２１】
　ハンドオーバー元の基地局装置２００ａは、ハンドオーバーコマンドメッセージでハン
ドオーバー先の基地局装置２００ｂに関する情報とハンドオーバー先の基地局装置２００
ｂでの上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨの割り当て情報とランダムアクセスに関する情
報とＣ－ＲＮＴＩとハンドオーバー処理タイマーを移動局装置１００に通知する（ステッ
プＳＴ４０１）。移動局装置１００はハンドオーバーコマンドメッセージを受信すると、
ハンドオーバーコマンドメッセージの情報をもとにハンドオーバー元の基地局装置２００
ａの設定からハンドオーバー先の基地局装置２００ｂに設定を切替える（ステップＳＴ４
０２）。
【０１２２】
　上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨの割り当て情報には、時間・周波数位置に関する情
報、送信データの変調・符号化方式、ＨＡＲＱ（ＨｙｂｒｉｄＡｕｔｏｍａｔｉｃ Ｒｅ
ｐｅａｔ Ｒｅｑｕｅｓｔ）再送情報、再送回数情報、および復調用参照信号の生成情報
が含まれる。ランダムアクセスに関する情報は、ランダムアクセスチャネルＲＡＣＨの位
置、ランダムアクセスプリアンブル生成情報等である。Ｃ－ＲＮＴＩは、移動局装置識別
情報である。
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【０１２３】
　そして、ハンドオーバー完了メッセージを作成して、割り当てられた上りリンク共用チ
ャネルＰＵＳＣＨでハンドオーバー完了メッセージを送信する（ステップＳＴ４０３）。
移動局装置１００はハンドオーバー先の基地局装置２００ｂからハンドオーバー完了メッ
セージに対するＡＣＫ（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ：肯定応答）を受信した場合に
は、ハンドオーバーが完了したと判断する。ＮＡＣＫ（ＮｅｇａｔｉｖｅＡｃｋｎｏｗｌ
ｅｄｇｅｍｅｎｔ：否定応答）を受信、または、ＡＣＫ／ＮＡＣＫのどちらも受信しない
場合は（ステップＳＴ４０４）、ＨＡＲＱ再送情報をもとにハンドオーバー完了メッセー
ジを再送する（ステップＳＴ４０５～ＳＴ４０６）。
【０１２４】
　再送回数まで上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨでハンドオーバー完了メッセージを送
信してもＡＣＫを受信できない場合は、ランダムアクセス手順を実行する。すなわち、ハ
ンドオーバーコマンドで通知されたランダムアクセスに関する情報を用いて、ランダムア
クセスプリアンブルを生成し、ハンドオーバー先の基地局装置２００ｂのランダムアクセ
スチャネルＲＡＣＨにランダムアクセスプリアンブルを送信する（ステップＳＴ４０７）
。そして、送信したランダムアクセスプリアンブルに対するランダムアクセスレスポンス
を受信した場合には、ランダムアクセスレスポンスに含まれる上りリンク共用チャネルＰ
ＵＳＣＨの割り当て情報をもとにハンドオーバー完了メッセージを割り当てられた上りリ
ンク共用チャネルＰＵＳＣＨに送信する。
【０１２５】
　送信したランダムアクセスプリアンブルに対するランダムアクセスレスポンスを受信で
きない場合（ステップＳＴ４０８）は、再度、ランダムアクセスプリアンブルを送信し続
ける（ステップＳＴ４０９～ＳＴ４１０）。そして、ハンドオーバー処理タイマーが満了
しても、ランダムアクセス処理が完了しない場合は、ハンドオーバーが失敗したと判断す
る（ステップＳＴ４１１）。なお、ランダムアクセス手順は、競合ランダムアクセスまた
は非競合ランダムアクセスどちらを使用してもよいが、非競合ランダムアクセスを実行す
る場合は、基地局装置２００は、ハンドオーバーコマンドメッセージで使用するプリアン
ブル番号とランダムアクセスチャネル位置を指定する。
【０１２６】
　この様に最初にランダムアクセス以外のスケジューリングされた場所での上りリンク送
信を行うことで、早期にハンドオーバーが完了できる。また、上りリンク送信に失敗した
場合でもランダムアクセス手順を実行するので、ハンドオーバーを失敗することが少なく
なる。
【０１２７】
　なお、本発明の同期ハンドオーバー方法と非同期ハンドオーバー方法のどちらを用いて
ハンドオーバーするかは、移動局装置１００がスケジューリングリクエストや参照信号や
上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨの割り当て情報の有無で判断してもよい。また、ハン
ドオーバーメッセージ内に１ビットのフラグ情報でどちらのハンドオーバー手順を使用す
るかを示してもよい。移動局装置１００は、基地局装置２００が協調送信中であることを
認識することによって、同期ハンドオーバーを実行するようにしてもよい。
【０１２８】
　［第２の実施形態］
　第１の実施形態のハンドオーバー手順では、最初に上りリンク送信を行い、上りリンク
送信が失敗した場合にランダムアクセスを行うが、上りリンク送信が失敗した場合に元の
基地局装置２００ａに通信先を戻してもよい。
【０１２９】
　図８は、無線通信システム６０の一例を示す概略図である。図８に示すように、無線通
信システム６０は、移動局装置３００、基地局装置４００ａ、４００ｂを備えている。基
地局装置４００ａは、ハンドオーバー元の基地局装置であり、基地局装置４００ｂは、ハ
ンドオーバー先の基地局装置である。なお、後述の基地局装置４００はいずれかを特定し
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ない場合の基地局装置である。図８は、ハンドオーバー元の基地局装置４００ａからハン
ドオーバー先の基地局装置４００ｂへハンドオーバー手順が行われる場面を示している。
【０１３０】
　図９は、移動局装置の構成を示すブロック図である。図９に示すように、移動局装置３
００の構成は、データ制御部３１０、送信処理部３２０、送信タイミング調整部３３０、
無線部３４０、受信処理部３５０、制御データ抽出部３６０、スケジューリング部３７０
、ランダムアクセスプリアンブル生成部３８０、および記憶部３９０を備えている。
【０１３１】
　上位層からのユーザーデータやスケジューリング部３７０からの制御データは、データ
制御部３１０に入力される。データ制御部３１０は、スケジューリング部３７０の指示に
より、各データを各チャネルに割り当てて、送信処理部３２０に送る。送信処理部３２０
では、データ制御部３１０からのデータを、符号化し、変調する。変調された信号は、Ｄ
ＦＴ（ＤｉｓｃｒｅｔｅＦｏｕｒｉｅｒ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ（離散フーリエ変換））－
ＩＦＦＴ（ＩｎｖｅｒｓｅＦａｓｔ Ｆｏｕｒｉｅｒ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ（逆高速フーリ
エ変換））処理され、ＣＰ（Ｃｙｃｌｉｃ Ｐｒｅｆｉｘ（サイクリックプリフィックス
））を挿入される。送信タイミング調整部３３０は、スケジューリング部３７０から渡さ
れる送信タイミングずれ情報からデータの送信タイミングを調整する。データは、送信タ
イミングを調整された後、無線部３４０により無線周波数にアップコンバートされ、送信
アンテナから送信される。
【０１３２】
　一方、無線部３４０は、アンテナより受信した無線信号をダウンコンバートし、受信処
理部３５０に渡す。受信処理部３５０は、無線部３４０から渡された信号にＦＦＴ（Ｆａ
ｓｔＦｏｕｒｉｅｒ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ（高速フーリエ変換））処理、復号化、復調処
理等を行い、復調したデータを制御データ抽出部３６０に渡す。また、下りリンクの無線
品質を測定して、測定結果をスケジューリング部３７０に渡す。
【０１３３】
　制御データ抽出部３６０は、下りリンク制御チャネルＰＤＣＣＨに配置されているＣ－
ＲＮＴＩ（移動局装置識別情報）により、渡されたデータが自移動局装置宛のデータかど
うか判別し、自移動局装置宛のデータである場合、受信処理部３５０で復調された下りリ
ンク共用チャネルＰＤＳＣＨのデータを制御データとユーザーデータとに分ける。また、
上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨで送信したデータの応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を検出
する。そして、制御データをスケジューリング部３７０に渡し、ユーザーデータを上位層
に渡す。また、ランダムアクセスプリアンブルを送信した後にＲＡ－ＲＮＴＩ（Ｒａｎｄ
ｏｍＡｃｃｅｓｓ－Ｒａｄｉｏ ＮｅｔｗｏｒｋＴｅｍｐｏｒａｒｙ Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）
を検出した場合には、ランダムアクセスレスポンスメッセージをスケジューリング部３７
０に渡す。その他に、受信したデータに対する応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を返すようにス
ケジューリング部３７０に指示する。
【０１３４】
　スケジューリング部３７０は、制御データ作成部３７１、制御データ解析部３７２、ラ
ンダムアクセス管理部３７３、上りリンク制御チャネル管理部３７４、ハンドオーバー管
理部３７５、およびＵＬスケジューリング部３７６を備えている。
【０１３５】
　制御データ作成部３７１は、測定レポートメッセージやハンドオーバー完了メッセージ
等の制御データを作成する。制御データ解析部３７２は、制御データ抽出部３６０からの
ハンドオーバーコマンドメッセージやランダムアクセスレスポンス、コンテンションレゾ
リューション等の制御データを解析する。そして、上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨで
送信するデータのスケジューリング情報（割り当て情報）をＵＬスケジューリング部３７
６に渡し、ランダムアクセスに関する情報やランダムアクセス手順に関する情報をランダ
ムアクセス管理部３７３およびランダムアクセスプリアンブル生成部３８０に渡し、スケ
ジューリングリクエストに関する情報、上りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨの位置情報を
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上りリンク制御チャネル管理部３７４に渡す。
【０１３６】
　また、ハンドオーバーコマンドメッセージに含まれているハンドオーバー処理タイマー
をハンドオーバー管理部３７５に渡す。なお、ハンドオーバーコマンドメッセージを受信
した場合に現在の上りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨの設定情報やスケジューリングリク
エストの生成情報等のハンドオーバー元の基地局装置４００ａの設定情報を記憶部３９０
に渡す。ＵＬスケジューリング部３７６は、スケジューリング情報をもとにデータ制御部
３１０を制御する。
【０１３７】
　上りリンク制御チャネル管理部３７４は、上りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨを管理し
、スケジューリングリクエストを生成し、制御データ抽出部３６０が受信した下りリンク
のデータの応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を作成し、データ制御部３１０に渡す。そして、ス
ケジューリングリクエストを送信後に上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨの割り当てがあ
った場合、スケジューリングリクエストの送信を取り止め、スケジューリングリクエスト
最大送信回数までにスケジューリングリクエストを送信しても上りリンク共用チャネルの
割り当てがない場合、記憶部３９０からハンドオーバー元の基地局装置４００ａの設定情
報を読み出し、ハンドオーバー元の基地局装置４００ａへのスケジューリングリクエスト
送信処理を行う。
【０１３８】
　ランダムアクセス管理部３７３は、ランダムアクセスの指示があった場合にランダムア
クセスに関する情報からプリアンブル番号とランダムアクセスチャネルＲＡＣＨ位置を選
択する。そして、ランダムアクセスプリアンブル生成部３８０に選択したプリアンブル番
号とランダムアクセスチャネルＲＡＣＨ位置を通知する。また、制御データ解析部３７２
から渡されたランダムアクセスレスポンスの内容を確認し、送信したランダムアクセスプ
リアンブルのプリアンブル番号を検出した場合、送信タイミングずれ情報を送信タイミン
グ調整部３３０に渡す。そして、コンテンションレゾリューションメッセージを確認する
とランダムアクセスを終了する。
【０１３９】
　ランダムアクセスプリアンブル生成部３８０は、スケジューリング部３７０から指定さ
れたプリアンブル番号のランダムアクセスプリアンブルを生成する。そして、指定された
ランダムアクセスチャネルＲＡＣＨ位置にランダムアクセスプリアンブルを割り当てて、
送信処理部３２０に送る。
【０１４０】
　ハンドオーバー管理部３７５は、制御データ解析部３７２からハンドオーバー処理タイ
マーが渡されるとタイマーを開始し、タイマーが満了するまでにハンドオーバー完了メッ
セージを送信し終えた場合、タイマーを停止する。ハンドオーバー完了メッセージを送信
するまでにタイマーが完了した場合、ハンドオーバーが失敗したと判断し、スケジューリ
ングリクエスト送信処理を中止する。
【０１４１】
　記憶部３９０は、基地局装置４００の設定情報を記憶し、スケジューリング部３７０か
らの指示があった場合に記憶した情報の提供を行う。基地局装置４００の設定情報には、
基地局装置識別情報、上りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨの割り当て情報、およびスケジ
ューリングリクエスト生成情報等が含まれる。
【０１４２】
　図１０は、基地局装置の構成を示すブロック図である。図１０に示すように、基地局装
置４００は、データ制御部４１０、送信処理部４２０、無線部４３０、受信処理部４４０
、プリアンブル検出部４５０、制御データ抽出部４６０、スケジューリング部４７０を備
えている。
【０１４３】
　データ制御部４１０は、スケジューリング部４７０からの指示により制御データを下り
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リンク制御チャネルＰＤＣＣＨ、下りリンク同期チャネルＤＳＣＨ、下りリンクパイロッ
トチャネルＤＰｉＣＨ、共通制御チャネルＣＣＰＣＨ、および下りリンク共用チャネルＰ
ＤＳＣＨにマッピングし、各移動局装置３００に対する送信データを下りリンク共用チャ
ネルＰＤＳＣＨにマッピングする。
【０１４４】
　送信処理部４２０は、データ変調、入力信号の直列／並列変換し、ＩＦＦＴ（Ｉｎｖｅ
ｒｓｅ Ｆａｓｔ Ｆｏｕｒｉｅｒ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）変換、ＣＰ（Ｃｙｃｌｉｃ Ｐｒ
ｅｆｉｘ）挿入、フィルタリング等ＯＦＤＭ信号処理を行い、ＯＦＤＭ信号を生成する。
【０１４５】
　無線部４３０は、ＯＦＤＭ変調されたデータを無線周波数にアップコンバートして、移
動局装置３００に送信する。また、無線部４３０は、移動局装置３００からの上りリンク
のデータを受信し、ベースバンド信号にダウンコンバートして、受信データを受信処理部
４４０、プリアンブル検出部４５０に渡す。受信処理部４４０は、スケジューリング部４
７０の上りリンクのスケジューリング情報から移動局装置３００で行った送信処理を考慮
して復調処理を行い、データの復調をする。また、受信処理部４４０は、上りリンクパイ
ロットチャネルＵＰｉＣＨから上りリンクの無線品質を測定し、結果をスケジューリング
部４７０に渡す。なお、上りリンクの通信方式は、ＤＦＴ－ｓｐｒｅａｄＯＦＤＭ等のよ
うなシングルキャリア方式を想定しているが、ＯＦＤＭ方式のようなマルチキャリア方式
でもかまわない。
【０１４６】
　制御データ抽出部４６０では、受信データの正否を確認し、確認結果をスケジューリン
グ部４７０に通知する。受信データが正しい場合、受信データをユーザーデータと制御デ
ータに分離し、制御データをスケジューリング部４７０にユーザーデータを上位層に渡す
。また、上りリンク制御チャネルのスケジューリングリクエスト情報、下りリンク共用チ
ャネルＰＤＳＣＨのデータに対する応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）、および下りリンクの無線
品質情報もスケジューリング部４７０に渡す。
【０１４７】
　スケジューリング部４７０は、ＤＬスケジューリング部４７１、ＵＬスケジューリング
部４７２、制御データ解析部４７３、制御データ作成部４７４、基地局間通信部４７５、
および上りリンク制御チャネル管理部４７６を備えている。
【０１４８】
　ＤＬスケジューリング部４７１は、下りリンクのスケジューリングを行う。ＤＬスケジ
ューリング部４７１は、移動局装置３００から通知される下りリンクの無線品質情報や上
位層からの通知される各ユーザーのデータ情報や制御データ作成部４７４で作成される制
御データから下りリンクの各チャネルにユーザーデータおよび制御データをマッピングす
るためのスケジューリングを行う。
【０１４９】
　ＵＬスケジューリング部４７２は、上りリンクのスケジューリングを行う。ＵＬスケジ
ューリング部４７２は、受信処理部４４０からの上りリンクの無線品質測定結果および移
動局装置３００からのスケジューリングリクエストをもとに上りリンク共用チャネルＰＵ
ＳＣＨにユーザーデータをマッピングするためのスケジューリングを行い、スケジューリ
ング結果を制御データ作成部４７４と受信処理部４４０に渡す。スケジューリングにより
、リソースブロックの割り当てやデータの変調・符号化方式の決定が行われる。また、プ
リアンブル検出部４５０からランダムアクセスプリアンブルを検出したことが通知された
場合には、上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨを割り当てて、スケジューリング情報を制
御データ作成部４７４に通知する。
【０１５０】
　制御データ解析部４７３は、移動局装置３００からの測定レポートメッセージやハンド
オーバー完了メッセージの制御データを解析する。そして測定レポートからハンドオーバ
ーを決定した場合、ハンドオーバー先の基地局装置４００ｂを選択し、基地局間通信部４
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７５に選択した基地局装置４００へハンドオーバー要求を行うように指示する。そして、
ハンドオーバーが完了した移動局装置３００に対して、データスケジューリングおよびデ
ータの送受信を開始するようにＤＬスケジューリング部４７１およびＵＬスケジューリン
グ部４７２に指示する。
【０１５１】
　制御データ作成部４７４は、上りリンク、または、下りリンクのスケジューリング情報
を含んだ制御メッセージ、上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨで送られたデータの応答（
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）、上りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨの割り当て情報や信号生成の情
報を含んだハンドオーバーコマンドメッセージ、プリアンブル番号や送信タイミングずれ
情報やスケジューリング情報を含んだランダムアクセスレスポンスメッセージ、コンテン
ションレゾリューションメッセージ等の制御データを作成し、作成した制御データをデー
タ制御部４１０に渡す。
【０１５２】
　基地局間通信部４７５は、ハンドオーバー要求の指示があった場合、ハンドオーバー要
求メッセージを作成して、ハンドオーバーを要求する基地局装置４００へハンドオーバー
要求メッセージを送信する。そして、ハンドオーバー先の基地局装置４００ｂからのハン
ドオーバー要求応答メッセージを受信すると制御データ作成部４７４にハンドオーバーコ
マンドメッセージを作成するように指示する。
【０１５３】
　上りリンク制御チャネル管理部４７６は、スケジューリングリクエスト用、下りリンク
共用チャネルＰＤＳＣＨの応答用および下りリンク無線品質情報送信用の上りリンク制御
チャネルＰＵＣＣＨをそれぞれ、移動局装置３００に割り当てる。そして、割り当て情報
や各用途の信号の生成情報を制御データ作成部４７４に渡す。また、ハンドオーバーコマ
ンドメッセージを送信後の一定期間後は、ハンドオーバーする移動局装置３００に割り当
てた各上りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨの割り当てを維持する。
【０１５４】
　プリアンブル検出部４５０は、ランダムアクセスチャネルＲＡＣＨでランダムアクセス
プリアンブルを検出した場合、送信タイミングずれ量を算出し、検出したプリアンブル番
号と送信タイミングずれ量をスケジューリング部４７０に報告する。
【０１５５】
　図１１は、ハンドオーバーの動作例を示すシーケンスチャートである。図１１は、上り
リンク制御チャネルＰＵＣＣＨ（ＰｈｙｓｉｃａｌＵｐｌｉｎｋ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｃｈａ
ｎｎｅｌ）のスケジューリングリクエストを使用した場合のハンドオーバー手順の一例に
ついて概要を示している。
【０１５６】
　ハンドオーバー元の基地局装置４００ａは、ハンドオーバーコマンドメッセージでハン
ドオーバー先の基地局装置４００ｂに関する情報とハンドオーバー先の基地局装置４００
ｂの上りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨの位置情報とスケジューリングリクエストに関す
る情報とランダムアクセスに関する情報とＣ－ＲＮＴＩとハンドオーバー処理タイマーを
移動局装置３００に通知する（ステップＳＴ５０１）。なお、スケジューリングリクエス
トに関する情報には、スケジューリングリクエスト生成に関する情報、スケジューリング
リクエストの最大送信回数が含まれる。ランダムアクセスに関する情報には、ランダムア
クセスチャネルＲＡＣＨの位置、ランダムアクセスプリアンブル生成情報等が含まれる。
【０１５７】
　移動局装置３００は、ハンドオーバーコマンドメッセージを受信すると、ハンドオーバ
ーコマンドメッセージの情報をもとにハンドオーバー元の基地局装置４００ａの設定から
ハンドオーバー先の基地局装置４００ｂに設定を切替える（ステップＳＴ５０２）。この
時、ハンドオーバー元の基地局装置４００ａの設定情報は保持しておく。ハンドオーバー
元の基地局装置４００ａの設定情報には、上りリンク制御チャネルに関する設定情報等が
含まれる。そして、スケジューリングリクエストを生成して、割り当てられた上りリンク
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制御チャネルＰＵＣＣＨでスケジューリングリクエストを送信する（ステップＳＴ５０３
）。
【０１５８】
　移動局装置３００はハンドオーバー先の基地局装置４００ｂからスケジューリングリク
エストに対する応答である上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨの割り当て情報を受信した
場合、割り当てられた上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨにハンドオーバー完了メッセー
ジを送信する。割り当て情報を受信しない場合（ステップＳＴ５０４）は、再度、スケジ
ューリングリクエストを割り当てられている上りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨで送信す
る（ステップＳＴ５０５～ＳＴ５０７）。
【０１５９】
　ハンドオーバーコマンドで指定されたスケジューリングリクエストの最大送信回数まで
スケジューリングリクエストを送信してもハンドオーバー先の基地局装置４００ｂから割
り当て情報を受信できない場合は、保持しておいた元の基地局装置４００ａの設定に戻す
（ステップＳＴ５０８）。そして、元の基地局装置４００ａのスケジューリングリクエス
トに関する情報からスケジューリングリクエストを作成し、元の基地局装置４００ａで割
り当てられていた上りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨでスケジューリングリクエストを送
信する（ステップＳＴ５０９）。
【０１６０】
　ハンドオーバー元の基地局装置４００ａから送信したスケジューリングリクエストに対
する上りリンク割り当て情報を受信できない場合は（ステップＳＴ５１０）、再度、スケ
ジューリングリクエストを送信し続ける（ステップＳＴ５１１～ＳＴ５１２）。そして、
ハンドオーバー処理タイマーが満了しても、上りリンク割り当て情報を受信しない場合は
、移動局装置３００はハンドオーバーが失敗したと判断する（ステップＳＴ５１３）。た
とえば、スケジューリングリクエストの送信回数を２回以下にすれば、例えハンドオーバ
ーに失敗しても直ぐにもとの基地局装置４００に戻れるので、ハンドオーバーが頻繁に行
われるような状況に対しては便利である。
【０１６１】
　図１２は、ハンドオーバーの動作例を示すシーケンスチャートである。図１２に示すよ
うに、移動局装置３００は、基地局装置４００ａとの間でユーザーデータを送受信してい
るものとする（ステップＳＴ６０１）。移動局装置３００は基地局装置４００ａからの指
示により他基地局装置４００の無線品質を測定し、測定結果を測定レポートメッセージに
含めて基地局装置４００ａに送信する（ステップＳＴ６０２）。基地局装置４００ａは、
移動局装置３００からの測定レポートをもとに移動局装置３００にハンドオーバーさせる
か否かを判断する（ステップＳＴ６０３）。基地局装置４００ｂに移動局装置３００をハ
ンドオーバーさせることを決定した場合、基地局装置４００ａは、基地局装置４００ｂに
ハンドオーバー要求メッセージを送信する（ステップＳＴ６０４）。この時、移動局装置
３００に対して協調送信等を行っていたりして、基地局装置４００ｂと移動局装置３００
が上りリンク同期が確立していると想定される場合、ハンドオーバー要求メッセージに同
期ハンドオーバーの要求も含める。
【０１６２】
　基地局装置４００ｂはハンドオーバー要求メッセージを受信すると移動局装置３００を
収容できるか否かを判断する。基地局装置４００ｂが移動局装置３００を収容可能であり
、基地局装置４００ａに同期ハンドオーバーを要求されている場合には、基地局装置４０
０ｂに関する情報や基地局装置４００ｂの上りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨの位置情報
とスケジューリングリクエストに関する情報、ランダムアクセスに関する情報とＣ－ＲＮ
ＴＩと、およびハンドオーバー処理タイマーを含んだハンドオーバー要求応答メッセージ
を基地局装置４００ａに送信する。
【０１６３】
　なお、基地局装置４００ｂに関する情報には、基地局装置識別情報等が含まれる。基地
局装置４００ｂの上りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨの位置情報には、上りリンク制御チ
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ャネルＰＵＣＣＨの範囲情報やスケジューリングリクエスト送信のための移動局装置３０
０への割り当て情報が含まれる。スケジューリングリクエストに関する情報には、スケジ
ューリングリクエスト生成に関する情報、スケジューリングリクエストの最大送信回数が
含まれる。ランダムアクセスに関する情報には、ランダムアクセスチャネルＲＡＣＨの位
置、ランダムアクセスプリアンブル生成情報等が含まれる。Ｃ－ＲＮＴＩは、移動局装置
識別情報である。
【０１６４】
　非同期ハンドオーバーの場合、基地局装置４００ｂに関する情報とランダムアクセスに
関する情報とＣ－ＲＮＴＩとハンドオーバー処理タイマーを含んだハンドオーバー要求応
答メッセージを基地局装置４００ａに送信する（ステップＳＴ６０５）。基地局装置４０
０ｂに関する情報には基地局装置識別情報等が含まれる。ランダムアクセスに関する情報
には、ランダムアクセスチャネルＲＡＣＨの位置、ランダムアクセスプリアンブル生成情
報等が含まれる。Ｃ－ＲＮＴＩは、移動局装置識別情報である。
【０１６５】
　なお、移動局装置３００に同期ハンドオーバーを実行させるか、非同期ハンドオーバー
を実行させるかは、ハンドオーバー先の基地局装置４００ｂが判断してもよい。ハンドオ
ーバー先の基地局装置４００ｂは、移動局装置３００の上りリンクの信号をモニタリング
できるので、予め、移動局装置３００の送信タイミングがずれているか否かを判断できる
。
【０１６６】
　基地局装置４００ａは基地局装置４００ｂからのハンドオーバー要求応答メッセージを
受信するとハンドオーバー要求応答メッセージの内容をハンドオーバーコマンドメッセー
ジに含めて移動局装置３００に送信する（ステップＳＴ６０６）。
【０１６７】
　移動局装置３００はハンドオーバーコマンドメッセージを受信すると、ハンドオーバー
コマンドメッセージの情報をもとに基地局装置４００ａの設定から基地局装置４００ｂに
設定を切替える。ただし、基地局装置４００ａの設定情報は保持しておく。ハンドオーバ
ーコマンドメッセージで同期ハンドオーバーが指示されていた場合、ハンドオーバーコマ
ンドに含まれているスケジューリングリクエストに関する情報からスケジューリングリク
エストを生成して、割り当てられた上りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨでスケジューリン
グリクエストを基地局装置４００ｂに送信する（ステップＳＴ６０７～ＳＴ６０８）。
【０１６８】
　移動局装置３００は、下りリンク制御チャネルＰＤＣＣＨをモニタリングし、基地局装
置４００ｂからスケジューリングリクエストに対する応答である上りリンク共用チャネル
ＰＵＳＣＨの割り当て情報を受信した場合、割り当てられた上りリンク共用チャネルＰＵ
ＳＣＨにハンドオーバー完了メッセージを送信する。割り当て情報を受信しない場合は、
再度、割り当てられている上りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨでスケジューリングリクエ
ストを基地局装置４００ｂに送信する。
【０１６９】
　ハンドオーバーコマンドメッセージで指定されたスケジューリングリクエストの最大送
信回数までスケジューリングリクエストを送信しても基地局装置４００ｂから割り当て情
報を受信しない場合は、保持しておいた基地局装置４００ａの設定情報を用いて基地局装
置４００ａの設定に戻す。そして、スケジューリングリクエストを生成し、基地局装置４
００ａに割り当てられていた上りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨでスケジューリングリク
エストを基地局装置４００ａに送信する（ステップＳＴ６０９～ＳＴ６１０）。基地局装
置４００から割り当て情報を受信すれば、ハンドオーバー処理を終了し（ステップＳＴ６
１１）、移動局装置３００と基地局装置４００ｂとはユーザーデータを送受信する（ステ
ップＳＴ６１２）。ハンドオーバー処理タイマーが満了しても、基地局装置４００ａから
割り当て情報を受信しない場合は、ハンドオーバーが失敗したと判断する。
【０１７０】
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　図１３は、３つ以上の基地局装置４００ａ～４００ｃ間で協調送信を行う無線通信シス
テムの構成を示す概略図である。なお、図１３に示すように、隣接する３つ以上の基地局
装置４００ａ～４００ｃ間で移動局装置３００に対して協調送信を行っている場合は、図
１４に示すように、まずハンドオーバー先の基地局装置４００ｂにスケジューリングリク
エストを送信する（ステップＳＴ７０１～ＳＴ７０６）。そして、ハンドオーバー先の基
地局装置４００ｂから応答がない場合、協調送信している基地局装置４００ｃにスケジュ
ーリングリクエストを行う（ステップＳＴ７０７～ＳＴ７１１）。さらに基地局装置４０
０３からも応答がない場合、ハンドオーバー元の基地局装置４００ａにスケジューリング
リクエストを送る（ステップＳＴ７１２～ＳＴ７１７）。このようにして、協調送信して
いる基地局装置４００ｃにハンドオーバーするようにしてもよい。
【０１７１】
　この時、ハンドオーバーコマンドメッセージに協調送信している基地局装置４００ｃの
設定情報やスケジューリングリクエストに関する情報を含めて移動局装置３００に通知し
てもよい。また、基地局装置４００ａが通信している移動局装置３００に共通の設定情報
は、予め、移動局装置３００に通知しておき、スケジューリングリクエストの設定情報や
上りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨの割り当て情報のような個々の移動局装置３００に設
定する個別情報はハンドオーバーコマンドメッセージで通知するようにしてもよい。また
、ハンドオーバーする基地局装置４００ａ～４００ｃの順番を指定して、移動局装置３０
０は指定された順番に従って、基地局装置４００ａ～４００ｃを切替えるか、指定しない
場合は、移動局装置３００が協調送信内の基地局装置を選択して、ハンドオーバーを行う
。
【０１７２】
　図１５は、ハンドオーバーの動作例を示すシーケンスチャートである。図１５は、上り
リンクパイロットチャネルＵＰｉＣＨ（ＵｐｌｉｎｋＰｉｌｏｔ Ｃｈａｎｎｅｌ）を使
用した場合のハンドオーバー手順の一例について概要を示している。上りリンクパイロッ
トチャネルＵＰｉＣＨには、上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨを復調するための復調用
参照信号と上りリンクの無線品質を測定するための測定用参照信号の２つの参照信号があ
る。ここでは、測定用参照信号を用いた場合の例を説明する。
【０１７３】
　ハンドオーバー元の基地局装置４００ａは、ハンドオーバーコマンドメッセージでハン
ドオーバー先の基地局装置４００ｂに関する情報とハンドオーバー先の基地局装置４００
ｂの測定用参照信号に関する設定情報とランダムアクセスに関する情報とＣ－ＲＮＴＩと
ハンドオーバー処理タイマーを移動局装置３００に通知する（ステップＳＴ８０１）。移
動局装置３００はハンドオーバーコマンドメッセージを受信すると、ハンドオーバーコマ
ンドメッセージの情報をもとにハンドオーバー元の基地局装置４００ａの設定からハンド
オーバー先の基地局装置４００ｂに設定を切替える（ステップＳＴ８０２）。そして、測
定用参照信号を生成して、割り当てられた送信位置で参照信号を送信する（ステップＳＴ
８０３）。
【０１７４】
　なお、ハンドオーバー先の基地局装置４００ｂの測定用参照信号に関する設定情報には
、測定用参照信号を生成するための情報、測定用参照信号送信位置・送信周期情報、測定
用参照信号送信帯域情報、測定用参照信号送信回数情報等が含まれる。また、ランダムア
クセスに関する情報にはランダムアクセスチャネルＲＡＣＨの位置、ランダムアクセスプ
リアンブル生成情報等が含まれる。Ｃ－ＲＮＴＩは、移動局装置識別情報である。
【０１７５】
　移動局装置３００はハンドオーバー先の基地局装置４００ｂから参照信号に対する応答
である上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨの割り当て情報を受信した場合（ステップＳＴ
８０４）、割り当てられた上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨにハンドオーバー完了メッ
セージを送信する。割り当て情報を受信しない場合は、再度、測定用参照信号を割り当て
られている送信位置で送信する（ステップＳＴ８０５～ＳＴ８０７）。
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【０１７６】
　ハンドオーバーコマンドで指定された測定用参照信号の送信回数まで測定用参照信号を
送信してもハンドオーバー先の基地局装置４００ｂから割り当て情報を受信できない場合
は、保持しておいたハンドオーバー元の基地局装置４００ａの設定情報を用いて基地局装
置４００の設定に戻す（ステップＳＴ８０８）。そして、測定用参照信号を生成し、ハン
ドオーバー元の基地局装置４００ａで割り当てられていた測定用参照信号位置で測定用参
照信号をハンドオーバー元の基地局装置４００ａに送信する（ステップＳＴ８０９）。
【０１７７】
　基地局装置４００から割り当て情報を受信すれば（ステップＳＴ８１０）、ハンドオー
バー処理を終了する。基地局装置４００から割り当て情報を受信しない場合には、所定回
数まで参照信号を送信する（ステップＳＴ８１１～ＳＴ８１２）。ハンドオーバー処理タ
イマーが満了しても、ハンドオーバー元の基地局装置４００ａから割り当て情報を受信し
ない場合は、ハンドオーバーが失敗したと判断する（ステップＳＴ８１３）。
【０１７８】
　なお、以上の実施形態では、所定回数の上りリンク送信に対してハンドオーバー先の基
地局から応答がないと移動局装置が判断した場合に、ランダムアクセス手順を行ったり、
ハンドオーバー元の基地局装置へ通信先を戻したりする手順を行うが、回数にかかわらず
、時間で上記判断を行ってもよい。
【符号の説明】
【０１７９】
５０　無線通信システム
６０　無線通信システム
１００　移動局装置
１１０　データ制御部
１２０　送信処理部
１３０　送信タイミング調整部
１４０　無線部
１５０　受信処理部
１６０　制御データ抽出部
１７０　スケジューリング部
１７１　制御データ作成部
１７２　制御データ解析部
１７３　ＵＬスケジューリング部
１７４　上りリンク制御チャネル管理部
１７５　ランダムアクセス管理部
１７６　ハンドオーバー管理部
１８０　ランダムアクセスプリアンブル生成部
２００　基地局装置
２００ａ　ハンドオーバー元の基地局装置
２００ｂ　ハンドオーバー先の基地局装置
２１０　データ制御部
２２０　送信処理部
２３０　無線部
２４０　受信処理部
２５０　制御データ抽出部
２６０　スケジューリング部
２６１　ＤＬスケジューリング部
２６２　ＵＬスケジューリング部
２６３　制御データ解析部
２６４　制御データ作成部
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２６５　基地局間通信部
２６６　上りリンク制御チャネル管理部
２７０　プリアンブル検出部
３００　移動局装置
３１０　データ制御部
３２０　送信処理部
３３０　送信タイミング調整部
３４０　無線部
３５０　受信処理部
３６０　制御データ抽出部
３７０　スケジューリング部
３７１　制御データ作成部
３７２　制御データ解析部
３７３　ランダムアクセス管理部
３７４　上りリンク制御チャネル管理部
３７５　ハンドオーバー管理部
３７６　ＵＬスケジューリング部
３８０　ランダムアクセスプリアンブル生成部
３９０　記憶部
４００　基地局装置
４００ａ　ハンドオーバー元の基地局装置
４００ｂ　ハンドオーバー先の基地局装置
４００ｃ　協調送信している基地局装置
４１０　データ制御部
４２０　送信処理部
４３０　無線部
４４０　受信処理部
４５０　プリアンブル検出部
４６０　制御データ抽出部
４７０　スケジューリング部
４７１　ＤＬスケジューリング部
４７２　ＵＬスケジューリング部
４７３　制御データ解析部
４７４　制御データ作成部
４７５　基地局間通信部
４７６　上りリンク制御チャネル管理部
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