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明 細 苫

無線墓地局および移動局

技術分野

０００1 本発明は無線墓地局ぉょび移動局に関し、特にハンドオーバの際にランダムアク

セス信号を送受信する無線墓地局ぉょび移動局に関する。

背景技 術

０００2 3GPP ( 3 d Gene a on a n e sh p o e c ) の次世代システムとして、現在 (

ong T e m E v o u o n ) が議論されている。3GPP の次世代システムのアップリンクで

は、スケジュールに従って行ぅデータ伝送だけでなく、現在のW

d Code D v s o n M u p e Access) の場合と同様、ランダムアクセスに某づくデータ伝

送も行われる。ランダムアクセスは、例えば、電源投入時など、端末が初めて墓地局

に接続を行ぅ初期アクセスや、端末が隣接セルにハンドオーバする際のハンドオーバ

先墓地局への最初のアクセスの際に用いられる。

０００3 隣接するセルへのハンドオーバにぉいて、ハードハンドオーバ方式を採用している

場合、端末は、元のセルの墓地局との接続を切断した後、ハンドオーバ先のセルの

墓地局と接続を行ぅ( b eak beぬ e make handove ) o

０００4 そのため、端末がデータ伝送を行っている最中にハンドオーバを開始した場合、送

信状態にあった (Down nk) データは、端末に送信されず、通信を行っていた墓

地局からハンドオーバ先の墓地局に伝送される。また、ハンドオーバ先の墓地局は、

ハンドオーバが終了するまでバッファにその端末に対する データを保持してぉく

必要がある。端末も (UP nk ) データの送信を中止し、バッファに保持してぉく必、

要がある。

０００5 従って、音声パケットにょる音声通話中にハードハンドオーバが行われると音声通

話の中断が生じ、ハンドオーバに要する時間が丘くなるのは好ましくない。電子メー

ルや画像データなどの通常データであっても、ハンドオーバ時間が丘くなると、バッフ

ァからあふれるデータが発生する可能性が生じるので、ハンドオーバ時間が丘くなる

のは好ましくない。



０００6 端末は、ハンドオーバ先の基地局から無線区間で送信される 同期チヤネルを補

足し、同期をとった後、 上の所定のスロットでランダムアクセス信号を送信する。ラ

ンダムアクセス信号には、シーケンスパターンの典なる同一の長さのブリアンブルシ

ーケンス (ブリアンブル信号) が複数用意されており、端末は、任意のブリアンブルシ

ーケンスを選択し、そのブリアンブルシーケンスを用いてランダムアクセス信号として

墓地局に送信する。

０００7 複数の端末は、上述したようにハンドオーバだけでなく、電源投入直後などにおい
てもランダムアクセス信号を送信する。そのため、墓地局は、同じブリアンブルシーケ

ンスのランダムアクセス信号を複数、同時に同じスロットで受信した場合、どの端末が

送信したものか判断できない場合があり、ランダムアクセス信号の再送を要求する場

合がある。この結果、ハンドオーバ時間が丘くなって、好ましくない状況となる。

０００8 これを解決するために、ハンドオーバ先の基地局が、ハンドオーバを行おうとする

端末に対し、ブリアンブルシーケンスを割り当てる方法がある (例えば、非特許文献

参照 ) 。例えば、ハンドオーバ先の基地局は、ハンドオーバ元の基地局に対してハン

ドオーバ許可信号を送る際、ハンドオーバ専用のブリアンブルシーケンス情報 (例え

ば、シーケンス番号) を送信する。ハンドオーバを行おうとする端末は、ハンドオーバ

元の基地局からシーケンス番号を受信し、指定されたシーケンス番号のブリアンブル

シーケンスを含むランダムアクセス信号をハンドオーバ先基地局に送信する。ハンド

オーバ先の基地局は、同じランダムアクセス信号スロットから複数のランダムアクセス

信号を受信しても、自ら指定したブリアンブルシーケンスのランダムアクセス信号を受

信することになり、さらに、そのブリアンブルシーケンスは決められた期間その端末が

独占して使用するため、ブリアンブルシーケンスの衝突が抑制される。従って、端末

は、ランダムアクセス信号の送信成功確率が高くなり、ハンドオーバ時間の短縮を図

ることができる。

０００9 なお、ハンドオーバ先の基地局が指定できるハンドオーバ専用のブリアンブルシー

ケンス数は制限されている。例えば、 R (Evo ved Un ve sa Te es a R a

o Access) では、ブリアンブルシーケンスの数は6 4個存在するが、この6 4 個のシーケ

ンスのうち、数個がハンドオーバ専用として使用される。



非特許文献 : 3 d Gene a on a ne sh p o ec Evolved Un ve sa Te es a R

a d・o Access (E一UTRA) and Evolved Un・ve ・ ・s a Te e s a Ra d o Access Ne wo k (E一

UTRAN); Ove a desc p on a ge 2 (Release 8) 3GPP T 36 3００ 2００7 ０6 V8 1・

発明の開ぅ示

発明が解決しようとする課題

００1０ このょうに、ハンドオーバ専用のブリアンブルシーケンスは限られており、ハンドオー

バする移動局が増えると、このブリアンブルシーケンスの数が不足する。そのため、限

られたブリアンブルシーケンスが移動局に有効に割り当てられることが望まれる。

００11 本発明はこのょうな点に鑑みてなされたものであり、ランダムアクセス信号として送

信する信号を有効に使用することができる無線基地局おょび移動局を提供すること

を目的とする。

課題を解決するための手段

００12 本発明では上記問題を解決するために、図 に示すょうな移動局2と無線通信を行

う無線基地局 において、配下の移動局2との間の無線環境を取得する無線環境取

得部 a と、ランダムアクセス信号の送信領城で送信される、複数の信号群の中から

選択された つの信号を通知する情報と、 つの信号を用いてランダムアクセス信号

として送信を許容する期間とを移動局2に送信する送信部 bとを備え、期間は、無線

環境取得部 a にょり取得した無線環境に応じて変化し得る可変の期間であることを

特徴とする無線基地局 が提供される。

００13 このょうな無線基地局 にょれば、移動局2の無線環境に応じて、移動局2がランダ

ムアクセス信号として送信する信号の送信を許容する期間を可変する。

また本発明では上記問題を解決するために、無線基地局と無線通信を行う移動局

において、ランダムアクセス信号の送信領城で送信される、複数の信号群の中から選

択された つの信号を通知する情報と、前記 つの信号を用いて前記ランダムアクセ

ス信号として送信を許容する期間とを前記無線基地局から受信する受信部と、前記

期間において、前記情報に基づいた前記 つの信号を用いてランダムアクセス信号

として前記無線基地局に送信する送信部と、を有することを特徴とする移動局が提供



される。

００14 このよぅな移動局によれば、無線墓地局から受信した期間の間、無線墓地局から受

信した情報に某づいた つの信号を用いてランダムアクセス信号を送信する。

発明の効果

００15 本発明では、ランダムアクセス信号で送信される、複数の信号群の中から選択され

る つの信号を有効に使用することができる。

本発明の上記および他の目的、特徴および利点は本発明の例として好ましい実施

の形態を表す添付の図面と関連した以下の説明により明らかになるであろぅ。

図面の簡単な説明

００16 図 無線墓地局の概要を示した図である。

図2 無線通信システムのネットワーク構成例を示した図である。

図3 ハンドオーバ先墓地局のブリアンブルシーケンスの割り当てを説明する図であ

る。

図4 ランダムアクセス信号の使用期間を説明する図である。

図5 端末の機能ブロック図である。

図6 ハンドオーバ元墓地局の機能ブロック図である。

図7 ハンドオーバ先墓地局の機能ブロック図である。

図8 端末のハードウェアブロック図である。

図9 ハンドオーバ元墓地局のハードウェアブロック図である。

図1０ハンドオーバ先墓地局のハードウェアブロック図である。

発明を実加 するための最良の形態

００17 以下、本発明の原理を図面を参照して詳細に説明する。

図 は、無線墓地局の概要を示した図である。図には無線墓地局 と、無線墓地局

と無線通信する移動局2が示してある。無線墓地局 は、無線環境取得部 aおよび

送信部 bを有している。

００18 無線環境取得部 aは、配下の移動局2との間の無線環境を取得する。

送信部 bは、ランダムアクセス信号の送信領城で送信される、複数の信号群の中

から選択された つの信号を通知する情報と、 つの信号を用いてランダムアクセス



信号として送信を許容する期間とを移動局2に送信する。

００19 例えば、送信部 bは、ランダムアクセス信号スロットで送信される、ハンドオーバ専

用のブリアンブルシーケンス群の中から選択された つのブリアンブルシーケンスを

通知するシーケンス番号を移動局2に送信する。また、その選択されたブリアンブル

シーケンス (ブリアンブル信号)を用いてランダムアクセス信号として送信を許容する

期間を移動局2に送信する。

００2０ 送信部 bが移動局に送信する前記期間は、無線環境取得部 aにより取得した無

線環境に応じて可変される。

例えば、移動局2の無線環境が良いほど移動局2が送信するランダムアクセス信号

の受信成功確率は高く、無線環境が悪いほどランダムアクセス信号の受信成功確率

は低くなる。従って、期間は、無線環境が悪いほど長くなるように設定し、無線環境が

良いほど短くなるように設定する。すなわち、無線環境の悪し移動局に対しては、そ

のような環境下においてもハンドオーバが成功するように長い期間を割り当て、無線

環境の良い移動局に対しては、ハンドオーバが直ちに成功する確率が高いと考えら

れるため短い期間を割り当てるようにする。これにより、有限のハンドオーバ専用のブ
リアンブルシーケンスを有効に利用することができる。

００2 1 このように、無線基地局 は、移動局2の無線環境に応じて、移動局2がランダムア

クセス信号で送信する信号の使用期間を可変するようにしたので、ランダムアクセス

信号で送信される、複数の信号群の中から選択される つの信号を有効に使用する

ことができる。

００22 次に、本発明の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。

図2は、無線通信システムのネットワーク構成例を示した図である。図には、端末

、および基地局2 22が示してある。なお、図2には示していないが、墓地局2 22

の上位にはaGW (Access Ga ewa )等およびコアネットワークが存在し、

を構成している。

００23 端末 は、現在、墓地局2 と無線接続をしているとする。端末 は、墓地局22を

含む周囲のセルの無線環境を測定し、その測定結果を基地局2 に送信する (図中

矢印 )



００24 墓地局2 は、端末 から無線環境の測定結果を受信すると、その測定結果に某

づいて、端末 のハンドオーバが必要であるか否か判断する。ここでは、ハンドオー

バの必要があると判断し、ハンドオーバ先の墓地局は、墓地局22であるとする。

００25 また、墓地局2 は、ハンドオーバ先墓地局22から端末 に割り当てられる、ハンド

オーバ専用のブリアンブルシーケンスの使用期間を決定する。ブリアンブルシーケン

スの使用期間は、端末 とハンドオーバ元の墓地局2 との無線環境に某づいて決

定する。

００26 例えば、端末 が高速で移動している場合、墓地局2 との無線回線状態は一般

的に悪い。従って、ハンドオーバ先墓地局22での端末 のランダムアクセス信号の

受信成功率は、低いと考えられる。この場合、墓地局2 は、墓地局22でのハンドオ

ーバの成功率が高くなるよぅに、端末 のブリアンブルシーケンスの使用期間を長く

なるよぅに決定する。

００27 一方、端末 が低速で移動している場合、墓地局2 との無線回線状態は一般的

に良い。従って、ハンドオーバ先墓地局22での端末 のランダムアクセス信号の受

信成功率は、高いと考えられる。この場合、墓地局2 は、端末 のブリアンブルシー

ケンスの使用期間を短くなるよぅに決定する。無線回線の状態がよい場合、ハンドオ

ーバ専用のブリアンブルシーケンスの使用期間が短くても、墓地局22とのハンドオー

バの成功率は高いと考えられるからである。

００28 墓地局2 は、ハンドオーバ先の墓地局22に対し、ハンドオーバ要求を行ぅ(図中

矢印 2)。このとき、ハンドオーバ元の墓地局2 は、決定したブリアンブルシーケン

スの使用期間を含めてハンドオーバ要求を行ぅ。

００29 ハンドオーバ先の墓地局22は、墓地局2 からハンドオーバ要求を受付けると、ハ

ンドオーバを許可するか否か判断する。例えば、墓地局22は、自局内の通信負荷状

況に応じて、ハンドオーバの許可判断を行ぅ。

００3０ また、墓地局22は、ハンドオーバ専用のブリアンブルシーケンスの割り当て状況に

某づいて、ハンドオーバ元墓地局2 から要求のあったハンドオーバ専用プリアンブ

ルシーケンスの使用期間を許可できるか否か判断する。墓地局22は、ハンドオーバ

専用プリアンブルシーケンスの使用期間を許可する場合、許可できる旨を通知する



か、あるいは、使用期間の値をハントオーハ元基地局2 に通知する。要求された使

用期間を詐可てきない場合は、要求された使用期間よりも短い使用期間を通知する

００3 1 墓地局22は、ハントオーハ時に端末に割り当てることかてきる、ハントオーハ専用

のブリアンフルシーケンスを有している。このブリアンフルシーケンスは有限てある。

従って、そのブリアンフルシーケンスの残りか少ない場合に、長期のブリアンフルシ

ーケンスの使用期間を要求された場合には、ブリアンフルシーケンスのリソース不足

か生しる恐れかある。よって、この場合、墓地局22は、ハントオーハ元基地局2 から

要求のあったブリアンフルシーケンスの使用期間を詐可しないように判断する。そし

て、要求された使用期間よりも短い使用期間を詐可するようにする。あるいは、ハント

オーハ専用のブリアンフルシーケンスの使用そのものの使用を詐可しないこともあり

得るにの場合、暗黙的あるいは明示的に通常のブリアンフルシーケンスの使用を指

示する)。

００32 墓地局22は、ハントオーハ詐可を判断した場合、その旨を基地局2 に通知する (

図中矢印 3)。このとき、墓地局22は、墓地局2 から要求されたブリアンフルシーケ

ンスの使用期間を詐可する場合、要求された使用期間を詐可することを通知し、端

末 に割り当てたブリアンフルシーケンスのブリアンフルシーケンス情報 (例えは、シ

ーケンス番号)も通知する。一方、要求されたブリアンフルシーケンスの使用期間を

詐可しない場合、要求された使用期間よりも短い使用期間を通知するか、ハントオー

ハ専用プリアンフルシーケンスの使用を詐可しないことを通知する。

００33 ハントオーハ元の基地局2 は、墓地局22からハントオーハ詐可を受信すると、端

末 に対し、ハントオーハ開始を指示する (図中矢印 4)。墓地局2 は、ハントオ

ーハ詐可の受信の際、ブリアンフルシーケンス情報も受信していた場合には、端末

に割り当てられたブリアンフルシーケンスと、ブリアンフルシーケンスの使用期間と

を端末 に通知する。

００34 端末 は、墓地局2 からハントオーハの指示を受けると、ハントオーハ先の基地

局22から送信される 同期チヤネルを補足して同期をとった後、 上の所定の送

信スロノトてランタムアクセス信号を送信する (図中矢印 5)



００35 端末 は、墓地局2 からブリアンフルシーケンス情報とブリアンフルシーケンスの

使用期間とを受信していた場合には、受信したブリアンフルシーケンス情報に某つく

ブリアンフルシーケンスのランタムアクセス信号を、受信した使用期間内にあるランタ

ムアクセス信号送信スロノトから、墓地局22に送信する。一度て送信に成功しなかっ
た場合は、その使用期間内の別のランタムアクセス信号送信スロノトから再送信を行

っ。

００36 一方、墓地局2 からブリアンフルシーケンス情報とブリアンフルシーケンスの使用

期間とを受信していなかった場合には、端末 は、ハントオーハ専用以外の通常の

ブリアンフルシーケンスをランタムに選択して、ランタムアクセス信号を基地局22に

迭信する。

００37 また、端末 は、受信したブリアンフルシーケンスの使用期間内に、墓地局22から

割り当てられたブリアンフルシーケンスてのランタムアクセス信号の送信か成功しな

かった場合、その使用期間後は、ハントオーハ専用以外のブリアンフルシーケンスを

ランタムに選択して、ランタムアクセス信号を基地局22に送信する。

００38 墓地局22は、端末 からのランタムアクセス信号の受信か成功すると、その旨を

端末 に通知する (図中矢印 6)。また、墓地局22は、墓地局2 に対し、ハントオ

ーハか成功した旨を通知する (図中矢印 7)

００39 図3は、ハントオーハ先基地局のブリアンフルシーケンスの割り当てを説明する図

てある。図には、ブリアンフルシーケンスのシーケンス番号 ～ か示してある。

ブリアンフルシーケンスは、例えは、符号生成式によって生成することかてき、次の

式 ( )て示すことかてきる。

００4０ S二 f ( ) ( )

fは、符号生成式てある。 は、ブリアンフルシーケンスのシーケンス長を決める値て

ある。 は、ブリアンフルシーケンスを選択する値てある。 は、図3の ～ か対

応する。すなわち、シーケンス番号とその長さを決めれは、一首にブリアンフルシー

ケンスか決まる。

００4 1 図3に示すようにシーケンス番号 な ～な 4は、ハントオーハ専用のシーケンス番号

とする。この場合、シーケンス番号 ～ 4は、ハントオーハ先基地局22によって、



ハンドオーバする端末 に割り当てられることになる。

００42 よって、図2の例の場合、墓地局22は、ハンドオーバする端末 に対し、シーケン

ス番号 ～ 4のブリアンブルシーケンスのいずれかを割り当てることになる。そし

て、端末 に割り当てたそのシーケンス番号を、ブリアンブルシーケンス情報として

ハンドオーバ元基地局2 に送信することになる。

００43 これに対し、シーケンス番号 5～ は、例えば、電源投入した端末など、ハンド

オーバ以外の端末に剖り当てられるシーケンス番号とする。この場合、シーケンス番

号 5～ のブリアンブルシーケンスは、端末 白身がランダムに選択して使用す

るブリアンブルシーケンスとなる。

００44 また、シーケンス番号 5～ は、ハンドオーバ先基地局22がハンドオーバする

端末 にハンドオーバ専用のブリアンブルシーケンスを割り当てなかった場合に、端

末 白身がランダムに選択して使用するブリアンブルシーケンスともなる。

００45 よって、図2の例の場合において、端末 がハンドオーバ元基地局2 からブリアン

ブルシーケンス情報とブリアンブルシーケンスの使用期間とを受信しなかった場合、

端末 は、シーケンス番号 5～ の中からブリアンブルシーケンスをランダムに

選択して、ハンドオーバ先基地局22にランダムアクセス信号を送信することになる。

００46 さらに、シーケンス番号 廿 5～ は、ハンドオーバする端末 がブリアンブルシー

ケンスの使用期間を超えても、ハンドオーバに成功しなかった場合にも使用される。

つまり、端末 は、受信したブリアンブルシーケンスの使用期間内にハンドオーバを

成功させることができなかった場合、墓地局22から割り当てられたブリアンブルシー

ケンスを開放し、シーケンス番号 5～ のブリアンブルシーケンスをランダムに選

択する。これにより、ハンドオーバ先の基地局22は、他のハンドオーバする端末に対

し、ハンドオーバ専用のブリアンブルシーケンスを割り当てることが可能となる。

００47 なお、上記では、シーケンス番号 ～ 4をハンドオーバ専用としたが、これに限

るものではない。また、ハンドオーバ専用プリアンブルシーケンスの数は、セルごとに

典なっても構わない。

００48 図4は、ランダムアクセス信号の使用期間を説明する図である。図には、ハンドオー

バする端末 からハンドオーバ先基地局22に無線送信されるフレーム ～



5が示してある。図の斜線部は、ランダムアクセス信号を送信するスロットを示している

００49 図4に示すように端末 は、フレーム において、ハンドオーバ開始指示をハンド

オーバ元基地局2 から受けたとする。また、ハンドオーバ元基地局2 から受信した

ブリアンブルシーケンスの使用期間は、図の両矢印 に示すように4フレーム分で

あったとする。この場合、端末 は、フレーム ～ 4のランダムアクセス信

号送信スロットを用いて、ハンドオーバ先基地局22から割り当てられたブリアンブル

シーケンスを含むランダムアクセス信号をハンドオーバ先基地局22に送信する。ここ

で、ハンドオーバ先基地局22は、割り当てたハンドオーバ専用プリアンブルシーケン

スの使用期間だけでなく、使用開始時間 (図4の例では、例えば、フレーム )

を指定してもよい。使用期間だけでなく使用開始時間も指定することにより、無駄なく

ハンドオーバ専用プリアンブルシーケンスの割り当てが可能になる。

００5０ 端末 は、図4の両矢印 に示すブリアンブルシーケンスの使用期間内に、ハ

ンドオーバが成功しない場合、ハンドオーバ先基地局22から割り当てられたブリアン

ブルシーケンスを開放する。つまり、端末 は、フレーム 5以降、図3で説明し

たハンドオーバ専用以外のシーケンス番号 5～ をランダムに選択して、そのブリ

アンブルシーケンスをランダムアクセス信号としてハンドオーバ先の基地局22に送信

する。

００5 1 これにより、ハンドオーバ先基地局22は、端末 に許可したランダムアクセス信号

の使用期間以後、端末 に割り当てたブリアンブルシーケンスを他の端末に割り当

てることができるようになり、ブリアンブルシーケンスを有効利用することができる。

００5 2 図5は、端末の機能ブロック図である。図に示すように端末 は、無線環境通知部

3 、ハンドオーバ指示受信部32、およびハンドオーバ制御部33を有している。

無線環境通知部3 は、周辺セルの無線環境を取得し、現在、無線接続を行ってい

る墓地局2 へ通知する。

００5 3 ハンドオーバ指示受信部32は、ハンドオーバ元の基地局2 からハンドオーバ指示

を受信する。

ハンドオーバ制御部33は、ハンドオーバ指示の受信を受けて、ハンドオーバ先の



墓地局22に対し、ハンドオーバを行う。

００54 ハンドオーバ制御部33は、ハンドオーバ指示受信部32がハンドオーバ指示の受

信とともにブリアンブルシーケンス情報とブリアンブルシーケンスの使用期間とを受信

していた場合、受信したブリアンブルシーケンス情報に含まれるシーケンス番号のブ
リアンブルシーケンスで、受信したブリアンブルシーケンスの使用期間、ランダムアク

セス信号としてハンドオーバ先墓地局22に送信する。

００5 5 なお、ブリアンブルシーケンスの使用期間内に、ハンドオーバ先墓地局22から割り

当てられたブリアンブルシーケンスでハンドオーバが成功しなかった場合、ハンドオ

ーバ制御部33は、ハンドオーバ専用以外のブリアンブルシーケンスをランダムに選

択し、ランダムアクセス信号をハンドオーバ先墓地局22に送信する。

００56 また、ハンドオーバ指示の受信とともにブリアンブルシーケンス情報とブリアンブル

シーケンスの使用期間とを受信していなかった場合、ハンドオーバ専用以外のブリア

ンブルシーケンスをランダムに選択し、ランダムアクセス信号をハンドオーバ先墓地

局22に送信する。

００5 7 図6は、ハンドオーバ元墓地局の機能ブロック図である。図に示すように、ハンドオ

ーバ元の墓地局2 は、無線環境受信部4 、ハンドオーバ判断部4 2、使用期間設

定部4 3、ハンドオーバ要求送信部44、ハンドオーバ指示受信部4 5、およびハンドオ

ーバ指示送信部4 6を有している。

００58 無線環境受信部4 は、端末 から周辺セルの無線環境を受信する。

ハンドオーバ判断部4 2は、無線環境受信部4 が受信した無線環境に某づいて、

端末 がハンドオーバすべきか否か判断する。例えば、ハンドオーバ判断部4 2は、

当該墓地局2 のセルの無線環境より、他の墓地局のセルの無線環境の方が良好な

場合、ハンドオーバをすべきと判断をする。

００59 使用期間設定部4 3は、ハンドオーバする端末 に割り当てられるブリアンブルシ

ーケンスの使用期間を判断する。使用期間設定部4 3は、端末 から通知される無

線環境、例えば、主信号レベル、雑音レベル、干渉受信信号レベル、またはドップラ

ー周波数などに某づいて、ハンドオーバの必要性の判断、ブリアンブルシーケンスの

使用期間の推定を行う。ブリアンブルシーケンスの有効期間の推定においては、端



末 が基地局2 に対し送信する信号そのものに対する無線測定結果 (特にドソプラ

ー周波数 )も利用する。より具体的には、端末 が高速移動している場合、ドップラ

ー周波数が大きく、ハンドオーバ先基地局22でのランダムアクセス信号の受信成功

率は低くなると考えられる。従って、この場合、ハンドオーバ先基地局22でランダムア

クセス信号の受信確率が高まるよぅ、ブリアンブルシーケンスの使用期間を長くなるよ

ぅに設定する。また、主信号レベルが 、さく、雑音レベルが大きい場合なども、ブリア

ンブルシーケンスの使用期間を長くなるよぅに設定する。これに対し、ドップラー周波

数が 、さい場合や、主信号レベルが大きく、雑音レベルが 、さい場合には、ランダム

アクセス信号の受信確率は高いと考えられるので、ブリアンブルシーケンスの使用期

間を短くなるよぅに設定する。

００6０ また、使用期間設定部4 3は、端末 が無線通信しているデータ種別に応じてもブ
リアンブルシーケンスの使用期間の長さを変える。例えば、端末 が音声通話をして

いる場合、音声通話が途切れないよぅ、ハンドオーバは高い確率で、かつ、最小の時

間で成功すべきである。従って、この場合、使用期間設定部4 3は、ブリアンブルシー

ケンスの使用期間を長くなるよぅに設定する。これに対し、電子メールや画像データ

などの通常データの場合、音声データよりハンドオーバに要する時間が多少かかっ
てもよいため、ブリアンブルシーケンスの使用期間を短めに設定する。

００6 1 ハンドオーバ要求送信部44は、ハンドオーバ判断部4 2がハンドオーバすべきと判

断した場合、ハンドオーバ先基地局22ヘハンドオーバ要求を行ぅ。ハンドオーバ要

求送信部44は、ハンドオーバ先基地局22ヘハンドオーバ要求を行ぅ際、使用期間

設定部4 3が設定したブリアンブルシーケンスの使用期間もハンドオーバ先基地局2

2へ送信する。

００62 ハンドオーバ指示受信部4 5は、ハンドオーバ先基地局22からハンドオーバ指示お

よびブリアンブルシーケンス情報を受信する。

ハンドオーバ指示送信部4 6は、ハンドオーバ指示受信部4 5が受信したハンドオー

バ指示およびブリアンブルシーケンス情報と、使用期間設定部4 3が設定したブリア

ンブルシーケンスの使用期間とを端末 へ無線送信する。

００63 図7は、ハンドオーバ先基地局の機能ブロック図である。図に示すよぅに、ハンドオ



一バ先の基地局22は、ハンドオーバ要求受信部 5 、ハンドオーバ判断部 52、ブリ

アンブルシーケンス選択部 53、およびハンドオーバ指示送信部 54を有している。

００64 ハンドオーバ要求受信部 5 は、ハンドオーバ元基地局2 からハンドオーバ要求を

受信する。ハンドオーバ要求には、ハンドオーバ元基地局2 が設定したブリアンブ

ルシーケンスの使用期間が含まれている。

００65 ハンドオーバ判断部 52は、当該基地局22の通信負荷状況に応じて、端末 のハ

ンドオーバを許可するか否か判断する。例えば、通信負荷に余裕があれば、ハンドオ

ーバを許可する。

００66 ブリアンブルシーケンス選択部 53は、ハンドオーバ要求受信部 5 が受信した端末

のブリアンブルシーケンスの使用期間を許可するか否か判断する。ブリアンブル

シーケンス選択部 53は、ハンドオーバ専用のブリアンブルシーケンスの割り当て状況

に応じて、ブリアンブルシーケンスの使用期間を許可するか否か判断する。

００67 例えば、ハンドオーバ専用のブリアンブルシーケンスの残りが少ないときに、長期の

ブリアンブルシーケンスの使用期間を要求してきた場合には、その使用期間を許可

しないようにする。この場合、要求された使用期間よりも短い使用期間の使用を許可

する。ハンドオーバ専用のブリアンブルシーケンスの残りが少なくても、短期のブリア

ンブルシーケンスの使用期間を要求してきた場合には、その使用期間を許可するよう

にする。または、ハンドオーバ専用プリアンブルシーケンスそのものの使用を許可し

００68 ブリアンブルシーケンス選択部 53は、ハンドオーバ専用プリアンブルシーケンスの

使用を許可する場合、ハンドオーバ専用のブリアンブルシーケンスを選択する。例え

ば、図3で説明したよぅに、ハンドオーバ専用のブリアンブルシーケンスのシーケンス

番号を選択する。

００69 ハンドオーバ指示送信部 54は、ハンドオーバ判断部 52が端末 のハンドオーバ

を許可すると判断した場合、ハンドオーバ指示 (許可)をハンドオーバ元基地局2 へ

送信する。このとき、ハンドオーバ指示送信部 54 は、ブリアンブルシーケンス選択部

53がハンドオーバ専用のシーケンス番号を選択した場合、そのシーケンス番号を含

むブリアンブルシーケンス情報をハンドオーバ元基地局2 に送信する。一方、ブリア



ンブルシーケンス選択部 53がハンドオーバ専用のシーケンス番号を選択しなかった

場合、ブリアンブルシーケンス情報をハンドオーバ元墓地局2 に送信しない。

００7０ 図8は、端末のハードウェアブロック図である。無線部6 は、受信アンテナを介して

、墓地局2 22からの無線信号を受信する。

復号部6 2は、無線部6 によって受信された無線信号を復号する。復号した無線信

号のュ一ザデータ (通常データ) 、音声パケット、および制御信号は、内部回路に出

力される。また、復号したハンドオーバ時使用シーケンス情報 (ブリアンブルシーケン

ス情報 ) は、シーケンス決定部6 6に出力される。また、復号したハンドオーバ指示信

号は、ハンドオーバ動作制御部6 3に出力される。

００7 1 ハンドオーバ動作制御部6 3は、ハンドオーバ指示信号の受信を受けて、ハンドオ

ーバの動作を制御する。例えば、ハンドオーバ先墓地局22の 同期チヤネルの補

足制御やランダムアクセス信号の送信制御、ブリアンブルシーケンスの選択制御など

を行ぅ。

００72 同期チヤネル受信処理部64は、ハンドオーバ先墓地局22の 同期チヤネル

の補足を行ぅ。 同期チヤネルを補足することにより、ランダムアクセス信号の送信ス

ロットのタイミングなどを決めることができる。

００73 受信周波数制御部6 5は、ハンドオーバ動作制御部6 3の制御に応じて、無線部6

が受信する無線信号の周波数をハンドオーバ時の周波数に制御する。

シーケンス決定部6 6は、ランダムアクセス信号のブリアンブルシーケンスを決定す

る。シーケンス決定部6 6は、復号部6 2からブリアンブルシーケンス情報が出力され

た場合、ブリアンブルシーケンス情報に含まれるシーケンス番号に決定する。

００74 また、シーケンス決定部6 6は、ブリアンブルシーケンス情報に含まれているブリアン

ブルシーケンスの使用期間を超えても、ハンドオーバが成功しなかった場合、ハンド

オーバ専用以外のシーケンス番号をランダムに決定する。例えば、図3で説明したシ

ーケンス番号 5～ の中から、シーケンス番号をランダムに決定する。

００75 さらに、シーケンス決定部6 6は、復号部6 2からブリアンブルシーケンス情報が出力

されない場合、ハンドオーバ専用以外のシーケンス番号をランダムに決定する。例え

ば、図3で説明したシーケンス番号 5～ の中から、シーケンス番号をランダムに



決定する。

００76 ブリアンブル信号用シーケンス生成部6 7ほ、シ一ヶンス決定部66で決定されたシ

ーケンス番号に某づいて、ブリアンブルシーケンスを生成する。例えば、図3で説明し

た式 ( ) に某づいて、ブリアンブルシーケンスを生成する。
。

００77 ランダムアクセスプリアンブル信号生成部6 8は、ランダムアクセス信号に含まれるフ

リアンブル信号を生成する。ブリアンブル信号には、ブリアンブル信号用シーケンス

生成部6 7によって生成されたブリアンブルシーケンスが含まれる。

００78 多重部6 9には、ランダムアクセスプリアンブル信号生成部6 8によって生成されたブ
リアンブル信号と、ブリアンブル信号用の制御信号とが入力される。多重部6 9は、ブ
リアンブル信号と制御信号とを多重し、切替え部7 5に出力する。

００79 切替え部7０には、音声パケット、ュ一ザデータ、および周辺セル測定結果が入力

される。切替え部7０ほ、音声パケット、ュ一ザデータ、および周辺セル測定結果を切

替えて出力する。

００8０ チヤネルコーディング部7 には、切替え部7０から出力される音声パケット、ュ一ザ

データ、および周辺セル測定結果が入力される。チヤネルコーディング部7 は、これ

らのデータのパリティビットを生成する。

００8 1 チヤネルコーディング部72には、音声パケット、ユーザデータ、および周辺セル測

定結果用の制御信号が入力される。チヤネルコーディング部72は、制御信号のパリ

ティビットを生成する。

００82 切替え部73は、チヤネルコーディング部7 から出力されるデータとチヤネルコーデ

ィング部72から出力される制御信号との一方を物理チヤネル生成部74 に出力する。

物理チヤネル生成部74には、切替え部7 3から出力されるデータおよび制御信号と

、パイロットとが入力される。物理チヤネル生成部74は、入力されるこれらのデータを

結合し、墓地局2 22に送信すべきデータを生成する。

００83 切替え部7 5は、多重部6 9から出力されるデータと、物理チヤネル生成部74から出

力されるデータとの一方を、変調部78に出力する。切替え部7 5は、ハンドオーバ時

には、多重部6 9から出力されるデータを変調部78に出力し、通常の無線通信時に

は、物理チヤネル生成部74から出力されるデータを変調部78に出力する。



００8 4 ランダムアクセス信号送信判断部 7 6 は、ランダムアクセス信号をどのフレームのスロ

ットから送信すべきか判断する。ランダムアクセス信号送信判断部 7 6 は、ハンドオー

バ動作制御部6 3からランダムアクセス信号を送信するフレーム番号 (ハンドオーバ先

墓地局2 2から送信される) が通知され、そのフレーム番号に某づいて、ランダムアク

セス信号を送信するスロットを判断する。

００8 5 送信周波数制御部 7 7ほ、ランダムアクセス信号を送信する場合の送信周波数を制

御する。ランダムアクセス信号を送信しない場合は、データを無線送信する周波数と

なるよぅに送信周波数を制御する。

００8 6 変調部 7 8 は、切替え部 7 5から出力されるデータを変調する。例えば、QPS (Q a

d a e hase h Ke めなどの変調方式によって変調する。

無線部 7 9 は、送信アンテナを介して、変調部 7 8から出力されるデータを墓地局2

22に無線送信する。

００8 7 図9は、ハンドオーバ元墓地局のハードウェアブロック図である。無線部8 は、受信

アンテナを介して、端末 からの無線信号を受信する。

復号部8 2 は、端末 から送信された無線信号を復号し、周辺セル測定結果を出

力する。

００8 8 ハンドオーバ判断部8 3 ほ、復号部8 2から出力される周辺セル測定結果に某づい
て、端末 がハンドオーバをすべきか否か判断する。

期間算出部8 4 は、端末 がハンドオーバ先墓地局2 2に送信するブリアンブルシ

ーケンスの使用期間を算出する。期間算出部8 4 は、例えば、端末 の無線環境や

端末 の無線通信しているデータ種別に某づいて、ブリアンブルシーケンスの使用

期間 (例えば、ランダムアクセス信号を送信するフレーム数 (スロット数 ) ) を算出する。

期間算出部8 4 は、ハンドオーバ要求とともにブリアンブルシーケンスの使用期間をハ

ンドオーバ先の墓地局2 2に送信する。

００8 9 ハンドオーバ動作処理部8 5は、ハンドオーバ先墓地局2 2から、ハンドオーバ指示

信号、墓地局2 2のシステム情報、およびハンドオーバ時に使用する、ブリアンブルシ

ーケンス情報を含りランダムアクセス信号情報を受信する。ハンドオーバ動作処理

部8 5は、受信したハンドオーバ指示信号、システム情報、およびランダムアクセス信



号情報を、物理チヤネル生成部8 6に出力する。

００9０ 物理チヤネル生成部8 6は、ハンドオーバ動作処理部8 5から出力されるデータを端

末 に送信すべき送信データにする。

変調部8 7は、物理チヤネル生成部8 6から出力される送信データを変調する。

００9 1 無線部8 8は、送信アンテナを介して、変調部8 7から出力される送信データを端末

に無線送信する。

図 ０は、ハンドオーバ先墓地局のハードウェアブロック図である。ハンドオーバ動

作処理部9 は、ハンドオーバ元墓地局2 からハンドオーバ要求を受信する。このと

き、端末 のブリアンブルシーケンスの使用期間も受信する。

００92 ハンドオーバ動作処理部9 は、ハンドオーバ元墓地局2 からのハンドオーバ要求

を受けて、ハンドオーバを許可するか否か判断する。また、ブリアンブルシーケンスの

使用期間の要求を許可するか否か判断する。ハンドオーバ動作処理部9 は、ブリア

ンブルシーケンスの使用期間を許可する場合、端末 に割り当てるシーケンス番号

をハンドオーバ専用のシーケンス番号の中から選択する。ハンドオーバ動作処理部9

は、ハンドオーバ指示信号とともに、選択したシーケンス番号 (ブリアンブルシーケ

ンス情報 )を含むランダムアクセス信号情報をハンドオーバ元墓地局2 に送信する。

００93 無線部92は、受信アンテナを介して、端末 からの無線信号を受信する。

復号部93は、無線部92で受信された無線信号を復号する。復号部93は、復号し

た無線信号がランダムアクセス信号の場合、ブリアンブルシーケンス検出部94に出

力し、復号した無線信号がハンドオーバ処理の完了通知信号の場合、ハンドオーバ

動作処理部9 に出力する。

００94 ブリアンブルシーケンス検出部94は、ランダムアクセス信号からブリアンブルシーケ

ンスを検出する。

ブリアンブルシーケンス受信確認部9 5は、ブリアンブルシーケンス検出部94によっ
て検出されたブリアンブルシーケンスが、端末 に割り当てたブリアンブルシーケン

スか否か確認する。

００95 物理チヤネル生成部96は、ブリアンブルシーケンス受信確認部9 5によって、端末

のブリアンブルシーケンスが確認された場合、ランダムアクセス信号の受信確認信



号を物理チヤネル生成部96に出力する。

００96 物理チヤネル生成部96は、ブリアンブルシーケンス受信確認部9 5から出力される

信号を端末 に送信すべき送信データにする。

変調部9 7は、物理チヤネル生成部96から出力される送信データを変調する。

００97 無線部98は、送信アンテナを介して、変調部9 7から出力される送信データを端末

に送信する。

端末 は、ランダムアクセス信号の受信確認信号を受信すると、ハンドオーバ処理

完了通知信号を墓地局22に送信する。ハンドオーバ動作処理部9 は、ハンドオー

バ処理完了通知信号を受信したことをハンドオーバ完了判断部99に通知する。

００98 ハンドオーバ完了判断部99は、ハンドオーバ処理完了通知信号が受信された場

合には、ハンドオーバ元墓地局2 ヘハンドオーバ完了を送信する。

このよぅに、墓地局2 は、端末 の無線環境に応じて、端末 が送信するハンド

オーバ専用のブリアンブルシーケンスの使用期間を可変する。これにより、墓地局22

は、有限のハンドオーバ専用のブリアンブルシーケンスを端末 に有効に割り当て

ることができる。

００99 なお、上記では、ブリアンブルシーケンスの使用期間の判断は、ハンドオーバ元墓

地局2 が行っていたがハンドオーバ先墓地局22が判断してもよい。この場合、ハン

ドオーバ元墓地局2 は、端末 から受信した無線環境をハンドオーバ先墓地局22

に送信する必要がある。ハンドオーバ先墓地局22は、ハンドオーバ元墓地局2 の

使用期間設定部4 3と同様に、受信した無線環境に某づいて、ブリアンブルシーケン

スの使用期間を決定する。そして、ハンドオーバ先墓地局22は、図7で説明したのと

同様に、決定した使用期間の許可判断を行って、ハンドオーバ指示をハンドオーバ

元墓地局2 に行ぅ。これによっても、墓地局22は、有限のハンドオーバ専用のブリア

ンブルシーケンスを端末 に有効に割り当てることができる。

０1００ また、ハンドオーバ先墓地局22は、ハンドオーバ要求を受信すると、現在払い出す

ことのできるブリアンブルシーケンスとその使用期間とをハンドオーバ元墓地局2 に

送信する。この使用期間ほ、図7のブリアンブルシーケンス選択部53と同様にハンド

オーバ専用のブリアンブルシーケンスの割り当て状況に応じて決定する。そして、ハ



ンドオーバ元基地局2 は、端末 から受信した無線環境に基づき、ハンドオーバナ

墓地局22から払い出された使用期間が十分であるか否か判断する。使用期間が十

分であれば、その使用期間を端末 に送信する。使用期間が不十分であれば、上

記で説明したのと同様に、ハンドオーバ元基地局2 が必要な使用期間を算出して、

ハンドオーバ先基地局22からその使用期間の許可判断を受けるよぅにする。これに

よっても、墓地局22は、有限のハンドオーバ専用のブリアンブルシーケンスを端末

に有効に割り当てることができる。

０1０1 上記については単に本発明の原理を示すものである。さらに、多数の変形、変更が

当業者にとって可能であり、本発明は上記に示し、説明した正確な構成および応用

例に限定されるものではなく、対応するすべての変形例および均等物は、添付の請

求項およびその均等物による本発明の範囲とみなされる。

符号の説明

０1０2 無線基地局

a 無線環境取得部

b 送信部

2 移動局



請求の範囲

移動局と無線通信を行ぅ無線墓地局において、

配下の前記移動局との間の無線環境を取得する無線環境取得部と、

ランダムアクセス信号の送信領城で送信される、複数の信号群の中から選択された

つの信号を通知する情報と、前記 つの信号を用いて前記ランダムアクセス信号と

して送信を許容する期間とを前記移動局に送信する送信部とを備え、

前記期間は、前記無線環境取得部により取得した前記無線環境に応じて変化し得

る可変の期間であることを特徴とする無線墓地局。

2 前記期間は、前記無線環境が悪いほど長くなるよぅに設定されることを特徴とする

請求の範囲第 項記載の無線墓地局。

3 前記期間は、前記移動局の無線通信しているデータ種別に応じて可変することを

特徴とする請求の範囲第 項記載の無線墓地局。

4 前記期間は、前記データ種別が音声データの場合、他のデータの場合の前記期

間より長くなるよぅに設定されることを特徴とする請求の範囲第3項記載の無線墓地

局。

5 前記期間は、前記移動局とハンドオーバ元の前記無線墓地局との前記無線環境

に応じて可変することを特徴とする請求の範囲第 項記載の無線墓地局。

6 前記情報は、ハンドオーバ先の前記無線墓地局から送信されることを特徴とする請

求の範囲第 項記載の無線墓地局。

7 前記期間をハンドオーバ先の前記無線墓地局に送信する期間送信部をさらに有し

前記送信部は、前記ハンドオーバ先の前記無線墓地局から前記期間を許可する

旨の通知を受けて、前記情報と前記期間とを前記移動局に送信することを特徴とす

る請求の範囲第 項記載の無線墓地局。

8 前記期間は、前記ハンドオーバ先の前記無線墓地局によっても可変されることを特

徴とする請求の範囲第7項記載の無線墓地局。

9 前記送信部は、前記情報と前記期間とをハンドオーバ元の前記無線墓地局を介し

て前記移動局に送信することを特徴とする請求の範囲第 項記載の無線墓地局。



０ 前記送信部は、前記ランダムアクセス信号の送信開始時間も送信することを特徴と

する請求の範囲第 項記載の無線墓地局。

無線墓地局と無線通信を行ぅ移動局において、

ランダムアクセス信号の送信領城で送信される、複数の信号群の中から選択された

つの信号を通知する情報と、前記 つの信号を用いて前記ランダムアクセス信号と

して送信を許容する期間とを前記無線墓地局から受信する受信部と、

前記期間において、前記情報に某づいた前記 つの信号を用いてランダムアクセ

ス信号として前記無線墓地局に送信する送信部と、

を有することを特徴とする移動局。
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