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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動機が複数のコードの中から、いずれかのコードを選択して送信し、前記コードの送
信に応じて基地局装置がハンドオーバ時レンジング又は帯域幅要求時レンジングを行うた
めの帯域を割り当てる移動通信システムの基地局装置において、
　ハンドオーバ又はハンドオーバキャンセルを行う移動機に対しハンドオーバの接続元で
ある自基地局装置及び接続先候補である複数の基地局装置について基地局装置毎に前記移
動機以外の移動機が使用しない排他的な専用レンジングコードと前記移動機以外の移動機
が使用しない排他的な専用レンジングスロットの少なくともいずれか一方を割り当てるレ
ンジング割り当て手段を
有し、
　前記レンジング割り当て手段は、前記専用レンジングコードと専用レンジングスロット
の少なくともいずれか一方の割り当てと共に、前記割り当てが有効な有効期限を割り当て
、前記有効期限を前記接続元である自基地局装置が該移動機に関するコンテキストを保持
するタイマ値と同等に設定する
ことを特徴とする基地局装置。
【請求項２】
　請求項１記載の基地局装置において、
　前記レンジング割り当て手段は、ハンドオーバの接続元である自基地局装置及び接続先
候補である複数の基地局装置について基地局装置毎に前記移動機以外の移動機が使用しな
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い排他的な専用レンジングコードと前記移動機以外の移動機が使用しない排他的な専用レ
ンジングスロットの少なくともいずれか一方を割り当て、ハンドオーバ応答メッセージ又
はハンドオーバ要求メッセージを用いて送信する
ことを特徴とする基地局装置。
【請求項３】
　請求項１記載の基地局装置において、
　前記レンジング割り当て部で割り当て済みの専用レンジングコードと専用レンジングス
ロットの少なくともいずれか一方を移動機に対し広報する広報手段を
有することを特徴とする基地局装置。
【請求項４】
　請求項３記載の基地局装置において、
　前記広報手段は、フレーム内のレンジング領域指定メッセージを用いて広報する
ことを特徴とする基地局装置。
【請求項５】
　請求項１記載の基地局装置において、
　前記レンジング割り当て手段は、ハンドオーバの接続元である自基地局装置及び接続先
候補である１つの基地局装置について基地局装置毎に前記移動機以外の移動機が使用しな
い排他的な専用レンジングコードと前記移動機以外の移動機が使用しない排他的な専用レ
ンジングスロットの少なくともいずれか一方を割り当て、ハンドオーバ通知メッセージ受
信後に送信する
ことを特徴とする基地局装置。
【請求項６】
　請求項５記載の基地局装置において、
　前記レンジング割り当て手段は、ハンドオーバの接続元である自基地局装置及び接続先
候補である１つの基地局装置について基地局装置毎に前記移動機以外の移動機が使用しな
い排他的な専用レンジングコードと前記移動機以外の移動機が使用しない排他的な専用レ
ンジングスロットの少なくともいずれか一方を、割り当てメッセージを用いて送信する
ことを特徴とする基地局装置。
【請求項７】
　請求項１記載の基地局装置において、
　前記レンジング割り当て手段は、ハンドオーバの接続元又は接続先候補である基地局装
置それぞれにおいて前記移動機以外の移動機が使用しない排他的な専用レンジングコード
と前記移動機以外の移動機が使用しない排他的な専用レンジングスロットの少なくともい
ずれか一方を割り当てて送信する
ことを特徴とする基地局装置。
【請求項８】
　請求項７記載の基地局装置において、
　前記接続先候補である基地局装置の前記レンジング割り当て手段は、ハンドオーバを要
求した移動機が有効なレンジングパラメータを有していない場合、前記移動機以外の移動
機が使用しない排他的な専用レンジングコードと前記移動機以外の移動機が使用しない排
他的な専用レンジングスロットの少なくともいずれか一方を割り当て、フレーム内の高速
レンジングメッセージを用いて送信する
ことを特徴とする基地局装置。
【請求項９】
　請求項１記載の基地局装置において、
　前記レンジング割り当て手段は、前記有効期限を接続元基地局装置が該移動機に関する
コンテキストを保持するタイマ値よりも長く設定し、初期レンジング時に前記割り当てに
基づき前記専用レンジングコードを前記専用レンジングスロットで受信する
ことを特徴とする基地局装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信システムの基地局装置に関し、移動機が複数のコードの中から、い
ずれかのコードを選択して送信し、コードの送信に応じて基地局装置がハンドオーバ時レ
ンジング又は帯域幅要求時レンジングを行うための帯域を割り当てる移動通信システムの
基地局装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＷｉＭＡＸ（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ
　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ）という無線通信方式が、ＩＥＥＥ（Ｉｎｓｔｉｔ
ｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｅｎｇｉｎｅｅ
ｒｓ：米国電気電子学会）において標準化作業が進められている。
【０００３】
　ＷｉＭＡＸには、移動しない加入者局（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）を対
象とした規格であるＩＥＥＥ　８０２．１６ｄと、移動する加入者局（移動機；Ｍｏｂｉ
ｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）を対象とした規格であるＩＥＥＥ　８０２．１６ｅがある。
【０００４】
　本発明は、例えば、後者の移動機を対象とする規格であるＩＥＥＥ　８０２．１６ｅに
おける、レンジング（Ｒａｎｇｉｎｇ）方法に関するものである。レンジングとは、移動
機が、基地局装置（基地局；Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）との間で、無線の状態を確認し
、送信タイミングの調整及びＰＨＹ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ；物理層）機能の調
整（送信電力レベル等）を行うことである。
【０００５】
　ＩＥＥＥ　８０２．１６ｅには、複数のＰＨＹの方式が規定されているが、ＰＨＹがＯ
ＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ；直交周波数分割多元接続）である場合、以下の目的別のレンジン
グの手順がある。
（１）Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｒａｎｇｉｎｇ（初期レンジング）は、移動機が初めに基地局に
接続する際に行うレンジングである。
（２）Ｐｅｒｉｏｄｉｃ　Ｒａｎｇｉｎｇ（定期レンジング）は、基地局に接続済みの移
動機が、定期的に行うレンジングである。
（３）Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ（ＢＲ）Ｒａｎｇｉｎｇ（帯域幅要求時レン
ジング）は、移動機が、帯域幅を要求する際に行うレンジングである。
（４）Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒａｎｇｉｎｇ（ハンドオーバ時レンジング）は、移動機がハ
ンドオーバする際、ハンドオーバ先の基地局に対して行うレンジングである。
【０００６】
　図１は、物理層がＯＦＤＭＡの場合のフレーム構成の一例を示す。同図中、横軸はＯＦ
ＤＭＡシンボル番号（ＯＦＤＭＡ　ｓｙｍｂｏｌ　ｎｕｍｂｅｒ）を示しており、時間軸
方向を示しているとなっている。縦軸はサブチャネル論理番号（ｓｕｂｃｈａｎｎｅｌ　
ｌｏｇｉｃａｌ　ｎｕｍｂｅｒ）を示している。
【０００７】
　ＯＦＤＭＡのフレームは、ＤＬ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ；基地局から移動機への下り方向）
のサブフレーム、及び、ＵＬ（Ｕｐｌｉｎｋ；移動機から基地局への上り方法）のサブフ
レーム、及び、ＴＴＧ（Ｔｒａｎｓｍｉｔ／Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ　Ｇ
ａｐ）、及び、ＲＴＧ（Ｒｅｃｅｉｖｅ／Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ　Ｇ
ａｐ）から構成される。
【０００８】
　更に、ＤＬサブフレームは、プリアンブル（Ｐｒｅａｍｂｌｅ）、ＦＣＨ（Ｆｒａｍｅ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｈｅａｄｅｒ）、ＤＬ－ＭＡＰ、ＵＬ－ＭＡＰ、複数のＤＬバースト
（ＤＬ　ｂｕｒｓｔ）から構成される。
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【０００９】
　プリアンブルは、移動機がフレーム同期を実現するために必要なプリアンブルパターン
を含む。ＦＣＨは、使用するサブチャネルや直後に位置するＤＬ－ＭＡＰに関する情報が
含まれる。ＤＬ－ＭＡＰは、ＤＬサブフレームのＤＬバーストのマッピング情報を含み、
これを読むことによって、移動機は、図１に示すように、ＵＬ－ＭＡＰ（ＤＬバースト＃
１で送信）、ＤＬバースト（＃２～＃６）を識別することができる。
【００１０】
　一方、ＵＬ－ＭＡＰは、ＵＬサブフレームのレンジング領域（Ｒａｎｇｉｎｇ　Ｒｅｇ
ｉｏｎ）及びＵＬバーストのマッピング情報を含む。これを読むことによって、移動機は
、図１に示すレンジング領域及びＵＬバースト（＃１～＃４）を識別することができる。
【００１１】
　バーストとは、同一の変調方式と同一のＦＥＣ（Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｒ
ｒｅｃｔｉｏｎ；前方エラー訂正）の組み合わせを有する領域であり、ＤＬ－ＭＡＰ／Ｕ
Ｌ－ＭＡＰが、各バーストの変調方式とＦＥＣの組み合わせを指定する。バーストは、Ｉ
ＥＥＥ　８０２．１６ｅで規定されている各種の制御メッセージ、ユーザデータを搬送す
る。
【００１２】
　移動機は、レンジングを行う際、まず初めに、１４４ビット長の２５６種類のＰＮ（Ｐ
ｓｅｕｄｏ　Ｎｏｉｓｅ；擬似雑音）コードからランダムにコードを選択し、ＢＰＳＫ（
Ｂｉｎａｒｙ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）変調して、図１で示したレンジ
ング領域を使用して、基地局へ送信する。このコードのことを、レンジングコード又は、
ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）レンジング
コードと呼称する。
【００１３】
　図１では、初期レンジング又はハンドオーバ時レンジング用のレンジング領域と、定期
レンジング又は帯域幅要求時レンジング用のレンジング領域が別々に割り当てられており
、移動機は上述したレンジングの目的に従って、それぞれの領域を使用してレンジングコ
ードを送信する。各レンジング領域は、ＵＬ－ＭＡＰが指定することにより、図１のよう
に割り当てられる。
【００１４】
　以降、帯域幅要求時レンジング及びハンドオーバ時レンジングの際の手順を説明する。
【００１５】
　図２は、通常のネットワーク構成を示す。同図中、移動機１～４、基地局１１，１２、
制御装置２１、コアネットワーク２２によって構成される。制御装置２１は、複数の基地
局を管理・制御し、基地局間、基地局―コアネットワーク間を接続する装置である。
【００１６】
　図２において、移動機１は、サービング基地局（Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＢＳ）である基地局
１から、ターゲット基地局（Ｔａｒｇｅｔ　ＢＳ）である基地局２へハンドオーバしてい
る。一方、移動機２は、基地局１１からハンドオーバしようとしたが、結局、ハンドオー
バをキャンセルし、基地局１１へ戻ってきている。それぞれの場合における、ハンドオー
バ時レンジング、及び、帯域幅要求時レンジングの手順を、図３、図４で示す。
【００１７】
　図３は、従来のハンドオーバ時レンジングの手順を示す。
【００１８】
　ステップＳ１で、移動機１は、複数のターゲット基地局候補（ｃａｎｄｉｄａｔｅ　Ｔ
ａｒｇｅｔ　ＢＳｓ）を含むハンドオーバ要求（ＭＯＢ＿ＭＳＨＯ－ＲＥＱメッセージ）
を基地局１１に送信する。
【００１９】
　ステップＳ２で、ハンドオーバ要求を受けて、基地局１１、制御装置２１、基地局１２
は、必要なバックボーンメッセージを送受信する。
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【００２０】
　ステップＳ３で、基地局１１は、ハンドオーバ可能な複数のターゲット基地局候補（ｃ
ａｎｄｉｄａｔｅ　Ｔａｒｇｅｔ　ＢＳｓ）を含むハンドオーバ応答（ＭＯＢ＿ＢＳＨＯ
－ＲＳＰ）を移動機１へ送信する。ステップＳ３のターゲット基地局候補は、バックボー
ンメッセージを送受信した結果、ステップＳ１のターゲット基地局候補と異なっている可
能性がある。
【００２１】
　ステップＳ４で、移動機１は、ターゲット基地局を基地局１２へ設定したハンドオーバ
通知（ＭＯＢ＿ＨＯ－ＩＮＤ）を基地局１１に送信する。このときのＭＯＢ＿ＨＯ－ＩＮ
ＤのＨＯ＿ＩＮＤ＿ｔｙｐｅは、"Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＢＳ　ｒｅｌｅａｓｅ"となっており
、以降、移動機１と基地局１１との間の接続は切れることになる。
【００２２】
　ステップＳ５で、ハンドオーバ通知を受けて、基地局１１、制御装置２１、基地局１２
は、必要なバックボーンメッセージを送受信する。
【００２３】
　ステップＳ６で、移動機１は基地局１１へ図１で示したレンジング領域（Ｒａｎｇｉｎ
ｇ　Ｒｅｇｉｏｎ）のレンジングスロット（Ｒａｎｇｉｎｇ　Ｓｌｏｔ）に、ハンドオー
バ用のレンジングコードを入れて送信する。前述した２５６種類のレンジングコードは、
目的別（初期レンジング、定期レンジング、帯域幅要求時レンジング、ハンドオーバ時レ
ンジング）に、その使用範囲が指定されており、ステップＳ６では、ハンドオーバ用に割
り当てられたレンジングコードを使用する。この目的別のレンジングコードの範囲は、基
地局が定期的に広報するＵＣＤ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒ
）メッセージが指定する。基地局１１は、受信したレンジングコードによって、そのレン
ジングの目的を判別することができる。
【００２４】
　図５は、レンジング領域の構成例を示しており、図１のレンジング領域の部分を詳述し
たものに相当する。図５において、Ｎ１は、一つのレンジングスロットのＯＦＤＭＡシン
ボル数を示し、Ｎ２は、一つのレンジングスロットのサブチャネル数を示している。一つ
のレンジングスロットを構成するのに必要なシンボル数に満たない余りの領域は、レンジ
ングスロットを割り当てず、使用しない（図５中で「Ｅｍｐｔｙ」と記す）。図中、各レ
ンジングスロットにはレンジングスロット番号を示しており、各レンジングスロットにレ
ンジングコードが格納される。
【００２５】
　移動機は、いずれかのレンジングスロットを使用して、レンジングコードを送信する。
移動機は、レンジングコードの選択及びレンジングスロットの選択を基本的にはランダム
に行う。
【００２６】
　ステップＳ７で、レンジングコードを受信した基地局１２は、タイミング・送信電力レ
ベルの調整（ｔｉｍｅ／ｐｏｗｅｒ　ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎｓ）を移動機１に指示するレ
ンジング応答メッセージ（ＲＮＧ－ＲＳＰ）を広報する。移動機１は、広報されたＲＮＧ
－ＲＳＰが自分宛かどうかを、ＲＮＧ－ＲＳＰ内に含まれる、ｏｒｉｇｉｎａｌ　ｒａｎ
ｇｉｎｇ　ｆｒａｍｅ／ｃｏｄｅ／ｓｌｏｔにより判別することができる。上述のｒａｎ
ｇｉｎｇ　ｆｒａｍｅは、移動機がレンジングコードを送信したフレームのフレーム番号
の下位８ビット、ｒａｎｇｉｎｇ　ｃｏｄｅは、移動機が送信したレンジングコードのイ
ンデックス値、ｒａｎｇｉｎｇ　ｓｌｏｔは、移動機がレンジングコードを送信したレン
ジングスロットのサブチャネル論理番号及びシンボル番号を示しているので、これらを手
がかりに、広報されたＲＮＧ－ＲＳＰが自分宛かどうかを判別できる。
【００２７】
　ステップＳ８で、レンジングコードを受信した基地局１２は、ＵＬ－ＭＡＰ内の情報要
素（ＩＥ；Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）の一つであるＣＤＭＡ＿Ａｌｌｏ
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ｃａｔｉｏｎ＿ＩＥを広報して、ＵＬの帯域を移動機１に割り当てる。ＵＬ－ＭＡＰは、
複数の各種情報要素によって構成される。移動機１は、広報されたＣＤＭＡ＿Ａｌｌｏｃ
ａｔｉｏｎ＿ＩＥが自分宛かどうかを、上述と同様に、ＣＤＭＡ＿Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ
＿ＩＥ内に含まれる、ｏｒｉｇｉｎａｌ　ｒａｎｇｉｎｇ　ｆｒａｍｅ／ｃｏｄｅ／ｓｌ
ｏｔにより判別することができる。
【００２８】
　ステップＳ９では、ステップＳ８でＵＬバーストに割り当てられた帯域を利用して、自
身（移動機１）のＭＡＣ　Ａｄｄｒｅｓｓを含む、レンジング要求メッセージ（ＲＮＧ－
ＲＥＱ）を、基地局１２へ送信する。このＲＮＧ－ＲＥＱはＲａｎｇｉｎｇ　Ｒｅｇｉｏ
ｎではなく、ＵＬバーストを利用して送信される。
【００２９】
　ステップＳ１０で、基地局１２は移動機１のＭＡＣ　Ａｄｄｒｅｓｓを含む、ＲＮＧ－
ＲＳＰを送信し、Ｂａｓｉｃ／Ｐｒｉｍａｒｙ　ＣＩＤ（Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ＩＤ）
を移動機１に割り当てる。
【００３０】
　ステップＳ１１以降は、上述のＢａｓｉｃ／Ｐｒｉｍａｒｙ　ＣＩＤを使用して、各種
制御メッセージを送受信することで、移動機２のネットワーク接続処理（ネットワークエ
ントリ）を実行する。
【００３１】
　上記の図３は移動機起動のハンドオーバ（ＭＳ　Ｉｎｉｔｉａｔｅｄ　ＨＯ）手順を示
しているが、他に、ネットワーク起動のハンドオーバ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｉｔｉａｔ
ｅｄ　ＨＯ）手順がある。ネットワーク起動のハンドオーバ手順の場合、ステップＳ１の
ＭＯＢ＿ＭＳＨＯ－ＲＥＱがなく、ステップＳ３のＭＯＢ＿ＢＳＨＯ－ＲＳＰの代わりに
、ＭＯＢ＿ＢＳＨＯ－ＲＥＱ（ハンドオーバ要求）を、基地局が移動機へ送信する手順と
なる以外、移動機起動のハンドオーバ手順と同様の手順で、ハンドオーバを行う。特に、
レンジング処理は、全く同様である。
【００３２】
　図４は、従来のハンドオーバキャンセル時の帯域幅要求時レンジングの手順を示す。図
３と同様の箇所は説明を割愛する。図４において、ステップＳ１～Ｓ５は図３と同様であ
る。
【００３３】
　ステップＳ６で、移動機２は基地局１１へ、図１で示したレンジング領域（Ｒａｎｇｉ
ｎｇ　Ｒｅｇｉｏｎ）のレンジングスロット（Ｒａｎｇｉｎｇ　Ｓｌｏｔ）に、帯域幅要
求用のレンジングコードを送信する。移動機２は、基地局１２へのハンドオーバを取りや
めて、基地局１１へ復帰しようとしている。基地局１１は、ハンドオーバ通知（ＭＯＢ＿
ＨＯ－ＩＮＤ）受信後、Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｒｅｔａｉｎ　Ｔｉｍｅｒをスタートさせて
おり、このタイマが満了する（ｅｘｐｉｒｅ）までは、移動機２に関するコンテキストを
保持している。従って、このタイマが満了する（ｅｘｐｉｒｅ）までは、移動機２は、一
般的な初期接続手順を踏まなくても、後述のステップＳ１０のハンドオーバキャンセルメ
ッセージを送信すれば、基地局１１へ復帰することができる。
【００３４】
　ステップＳ７で、基地局１１は、ＣＤＭＡ＿Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ＿ＩＥを送信し、移
動機２へＵＬバーストの帯域を割り当てる。
【００３５】
　ステップＳ８で、移動機２は、割り当てられたＵＬバーストの帯域を利用して、更に、
ハンドオーバキャンセルメッセージを送信するために必要な帯域要求（Ｂａｎｄｗｉｄｔ
ｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）を送信する。なお、ステップＳ７で、ハンドオーバキャンセルメッ
セージを送信するのに十分な帯域が割り当てられた場合は、更に、帯域要求（Ｂａｎｄｗ
ｉｄｔｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）を送信する必要はない。基地局１１は、ＣＤＭＡ＿Ａｌｌｏ
ｃａｔｉｏｎ＿ＩＥで、最低でも帯域要求（Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）を送
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信することができる帯域を割り当てる必要があるが、それ以上の帯域を割り当てるとは限
らない。
【００３６】
　ステップＳ９で、基地局１１は、ＵＬ－ＭＡＰ＿ＩＥで、ＵＬバーストの帯域を移動機
２に割り当てる。
【００３７】
　ステップＳ１０で、移動機２は、割り当てられた帯域を利用して、ハンドオーバキャン
セルメッセージ（ＭＯＢ＿ＨＯ－ＩＮＤ（ＨＯ＿ＩＮＤ＿ｔｙｐｅ＝ＨＯ　ｃａｎｃｅｌ
））を送信する。
【００３８】
　ステップＳ１１で、基地局１１、基地局１２、制御装置２１は、バックボーンメッセー
ジを送受信することで、ネットワーク内のキャンセル処理を行う。これで、移動機２の基
地局１１への復帰が完了する。
【００３９】
　また、従来の技術として、上述で述べたレンジングの目的別にレンジングコードを割り
当て、例えば、ＨＯ　Ｒａｎｇｉｎｇに関しては、優先して、その後の、ＵＬバーストの
帯域の割り当てを行うことで、ハンドオーバ処理を高速化するという技術がある（特許文
献１参照）。
【００４０】
　また、レンジングの目的別に割り当てるレンジングコードの数及びバックオフ値を、ネ
ットワークの混雑度に応じて、決定するという技術がある（特許文献２参照）。
【００４１】
　また、ターゲット基地局が、移動機がＲＮＧ－ＲＥＱメッセージを送信するための帯域
を、Ｆａｓｔ＿Ｒａｎｇｉｎｇ＿ＩＥを移動機へ送信することで、割り当てるという技術
がある（特許文献３参照）。
【特許文献１】特表２００７－５０４７４７号公報
【特許文献２】特開２００３－３１８８５９号公報
【特許文献３】特開２００６－５９４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００４２】
　従来のＣＤＭＡベースのレンジングでは、レンジングコード及びレンジングスロットの
選択をランダムに行っており、他の移動機が、同一のレンジングコード、及び、同一のレ
ンジングスロットを使用すると、コンテンション（競合）が発生してしまうという問題が
ある。
【００４３】
　コンテンションが発生した場合、移動機は、再送タイマのタイムアウトを持って、コン
テンションの発生を検知し、それから、ＩＥＥＥ　８０２．１６ｅで規定されているバッ
クオフアルゴリズムを適用して、バックオフの時間分だけ待った後に、再度、レンジング
コードを送信する必要があるために、ハンドオーバ処理が遅延してしまうという問題があ
る。図６に、従来のハンドオーバ時レンジングの手順において、コンテンションが発生し
た場合の手順を示す。図６では参考のために図３におけるステップ番号を示している。
【００４４】
　帯域幅要求時レンジングの手順でも同様に、例えば、図２の移動機２と移動機３の間で
、コンテンションが発生すると、ハンドオーバキャンセル処理が遅延してしまうという問
題がある。
【００４５】
　また、特許文献１の方法では、コンテンションが発生しなかった場合は、その後のハン
ドオーバ処理を高速化することができるが、コンテンションの発生を防ぐことはできない
という問題がある。
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【００４６】
　また、特許文献２の技術では、確かに、適用的にコンテンションの発生を抑えることは
できるが、コンテンションの発生を防ぐことはできないという問題がある。
【００４７】
　また、特許文献３の技術は、図３におけるＣＤＭＡ－ｂａｓｅｄ　Ｒａｎｇｉｎｇを行
わずに、直ぐにステップＳ９のＲＮＧ－ＲＥＱメッセージを送信できる方法であり、ハン
ドオーバ処理を高速化することができる。しかし、この技術を使うためには、まだ、サー
ビング基地局と接続している間に、移動機がターゲット基地局との間でアソシエーション
（ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）という処理を行って、タイミング・送信電力レベルの調整（
ｔｉｍｅ／ｐｏｗｅｒ　ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎｓ）指示を受信しておき、かつ、その指示
の有効期限が満了していないことが必要である。また、アソシエーション機能は、Ｍｏｂ
ｉｌｅ　ＷｉＭＡＸ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｐｒｏｆｉｌｅにおいて、オプションの扱いであり
、移動機及び基地局が、その機能を具備していない可能性が高いという問題がある。
【００４８】
　本発明は、上記の点に鑑みなされたものであり、ハンドオーバ時レンジング及び帯域幅
要求時レンジングにおけるコンテンションの発生を抑制する移動通信システムの基地局装
置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】
【００４９】
　本発明の一実施態様による移動通信システムの基地局装置は、移動機が複数のコード（
例えばＣＤＭＡコード）の中から、いずれかのコードを選択して送信し、前記コードの送
信に応じて基地局装置がハンドオーバ時レンジング又は帯域幅要求時レンジングを行うた
めの帯域を割り当てる移動通信システムの基地局装置において、
　ハンドオーバ又はハンドオーバキャンセルを行う移動機に対しハンドオーバの接続元で
ある自基地局装置及び接続先候補である複数の基地局装置について基地局装置毎に前記移
動機以外の移動機が使用しない排他的な専用レンジングコードと前記移動機以外の移動機
が使用しない排他的な専用レンジングスロットの少なくともいずれか一方を割り当てるレ
ンジング割り当て手段を有し、
　前記レンジング割り当て手段は、前記専用レンジングコードと専用レンジングスロット
の少なくともいずれか一方の割り当てと共に、前記割り当てが有効な有効期限を割り当て
、前記有効期限を前記接続元である自基地局装置が該移動機に関するコンテキストを保持
するタイマ値と同等に設定することにより、ハンドオーバ時レンジング及び帯域幅要求時
レンジングにおけるコンテンションの発生を抑制することができる。
【発明の効果】
【００５０】
　本発明によれば、ハンドオーバ時レンジング及び帯域幅要求時レンジングにおけるコン
テンションの発生を抑制することができ、ハンドオーバ処理又はハンドオーバキャンセル
処理の遅延を解決することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５１】
　以下、図面に基づいて本発明の実施形態について説明する。
【００５２】
　<基地局及び移動機の機能ブロック>
　図７は、本発明の基地局及び移動機の機能ブロック図を示す。同図中、基地局３０は、
ハンドオーバ処理部３１と、レンジング割り当て部３２と、レンジング処理部３３と、マ
ップ構成部３４と、送受信部３５，３６を有している。また、移動機４０は、ハンドオー
バ処理部４１と、レンジング処理部４２と、マップ解析部４３と、送受信部４４を有して
いる。
【００５３】
　基地局３０及び移動機４０のハンドオーバ処理部３１，４１は、送受信部３５，４４を
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介してハンドオーバメッセージを送受信する。これと共に、ハンドオーバ処理部３１はハ
ンドオーバ開始をレンジング割り当て部３２へ通知する。
【００５４】
　移動機３０のレンジング割り当て部３２は、移動機専用の専用レンジング割り当て情報
を割り当て、この割り当て情報を移動機４０のレンジング処理部４２へ送信する。割り当
てを行う際に、レンジング割り当て部３２は、送受信部３６を介してターゲット基地局と
通信を行い、ターゲット基地局において有効な専用レンジング割り当て情報を取得し、自
基地局で有効な専用レンジング割り当て情報と合わせて、送受信部３５，４４を介して移
動機４０のレンジング処理部４２へ送信する。また、レンジング割り当て部３２は、自基
地局において有効な割り当て済み専用レンジング割り当て情報を、マップ構成部３４へ送
信する。
【００５５】
　マップ構成部３４は、割り当て済み専用レンジング割り当て情報を含む、ＤＬ／ＵＬ－
ＭＡＰを構成し、移動機４０へ広報する。
【００５６】
　移動機４０のマップ解析部４３は、受信したＤＬ／ＵＬ－ＭＡＰを解析し、割り当て済
み専用レンジング割り当て情報を、移動機４０のレンジング処理部４２へ送信する。この
ようにすることで、レンジング処理は、専用のレンジング割り当て情報が割り当てられて
いない場合、他の移動機に割り当てられている専用のレンジング割り当て情報を使用して
、レンジング処理を行わないようにすることができる。すなわち、排他性を実現すること
ができる。
【００５７】
　移動機４０のレンジング処理部４２は、自移動機に割り当てられた専用レンジング割り
当て情報を利用して、レンジングコードを基地局３０へ送信し、基地局３０との間で、レ
ンジングメッセージを送受信し、レンジング処理を行う。
【００５８】
　本発明においては、基地局３０のレンジング割り当て部３２が、ある移動機専用の専用
レンジング割り当て情報を当該移動機に送信することで、当該移動機専用のレンジングコ
ード、レンジングスロット、レンジングコード及びレンジングスロットが有効な期限を示
す有効フレーム群を割り当てる。専用レンジング割り当て情報は、レンジングコード、レ
ンジングスロット、有効フレーム群によって構成されるが、少なくともレンジングコード
とレンジングスロットのいずれか一方があればよい。
【００５９】
　<第１実施形態>
　第１実施形態では、ハンドオーバを行う、ある移動機専用の専用レンジング割り当て情
報をハンドオーバ応答メッセージ（ＭＯＢ＿ＢＳＨＯ－ＲＳＰ）で、該移動機に割り当て
る。また、同様に、ネットワーク起動ハンドオーバの場合、本実施の形態では、ハンドオ
ーバを行うある移動機専用の専用レンジング割り当て情報を、ハンドオーバ要求メッセー
ジ（ＭＯＢ＿ＢＳＨＯ－ＲＥＱ）で、移動機に割り当てる。
【００６０】
　図８は、本発明の第１実施形態のハンドオーバ時レンジングの手順を示す。
【００６１】
　ステップＳ１で、移動機１は、複数のターゲット基地局候補（ｃａｎｄｉｄａｔｅ　Ｔ
ａｒｇｅｔ　ＢＳｓ）を含むハンドオーバ要求（ＭＯＢ＿ＭＳＨＯ－ＲＥＱメッセージ）
を基地局１１に送信する。
【００６２】
　ステップＳ２で、ハンドオーバ要求を受けて、基地局１１、制御装置２１、基地局１２
は、必要なバックボーンメッセージを送受信する。
【００６３】
　ステップＳ３で、基地局１１は移動機１に対し、ハンドオーバ応答（ＭＯＢ＿ＢＳＨＯ
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－ＲＳＰ）に重畳して、自基地局１１において有効なレンジングコード（Ｒａｎｇｉｎｇ
　Ｃｏｄｅ　ｉｎｄｅｘ）、レンジングスロット（Ｒａｎｇｉｎｇ　Ｓｌｏｔ）、当該レ
ンジングコード及び当該レンジングスロットが有効な期限を示す有効フレーム群（Ｒａｎ
ｇｉｎｇ　Ｆｒａｍｅ　Ｗｉｎｄｏｗ）の組、及び、ターゲット基地局候補毎の有効なレ
ンジングコード（Ｒａｎｇｉｎｇ　Ｃｏｄｅ　ｉｎｄｅｘ）、レンジングスロット（Ｒａ
ｎｇｉｎｇ　Ｓｌｏｔ）、当該レンジングコード及び当該レンジングスロットの有効フレ
ーム群（Ｒａｎｇｉｎｇ　Ｆｒａｍｅ　Ｗｉｎｄｏｗ）の組を送信する。
【００６４】
　有効フレーム群（Ｒａｎｇｉｎｇ　Ｆｒａｍｅ　Ｗｉｎｄｏｗ）は、上記専用のレンジ
ングコード及びレンジングスロットが有効となる時間をフレーム数で指定する。有効フレ
ーム群は、サービング基地局１１の場合、ハンドオーバ通知（ＭＯＢ＿ＨＯ－ＩＮＤ）を
受信した次のフレームから、ターゲット基地局１２の場合、ハンドオーバ応答メッセージ
（ＭＯＢ＿ＢＳＨＯ－ＲＳＰ）内のＡｃｔｉｏｎ　Ｔｉｍｅによって指定されるフレーム
から、開始することとする。
【００６５】
　図１０に、第１実施形態のハンドオーバ応答メッセージ（ＭＯＢ＿ＢＳＨＯ－ＲＳＰ）
のフォーマットを示す。同図中、Ｎ＿Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄのｆｏｒ文の中で、ターゲ
ット基地局毎の専用のレンジングコード、専用のレンジングスロットを指定する。これと
は別に、自基地局において有効な専用のレンジングコード、専用のレンジングスロットを
指定する。
【００６６】
　ステップＳ４で、移動機１は、ターゲット基地局を基地局１２へ設定したハンドオーバ
通知（ＭＯＢ＿ＨＯ－ＩＮＤ）を基地局１１に送信する。このときのＭＯＢ＿ＨＯ－ＩＮ
ＤのＨＯ＿ＩＮＤ＿ｔｙｐｅは、"Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＢＳ　ｒｅｌｅａｓｅ"となっており
、以降、移動機１と基地局１１との間の接続は切れることになる。
【００６７】
　ステップＳ５で、ハンドオーバ通知を受けて、基地局１１、制御装置２１、基地局１２
は、必要なバックボーンメッセージを送受信する。このステップＳ４、５は図３と同様で
ある。
【００６８】
　本実施形態のステップＳ５ａで、基地局１１は、ＵＬ－ＭＡＰ中のＲａｎｇｉｎｇ　Ｒ
ｅｇｉｏｎ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ＿ＩＥ（レンジング領域指定メッセージ）に重畳して
、自基地局における割り当て済み専用レンジング割り当て情報（Ｒａｎｇｉｎｇ　Ｃｏｄ
ｅ　ｉｎｄｅｘ，Ｒａｎｇｉｎｇ　Ｓｌｏｔの組）を広報する。他の移動機は、割り当て
済み専用レンジング割り当て情報を利用して、レンジングを行うことはできない。この広
報は、上述した有効フレーム群が終わるまで行う。
【００６９】
　図１１に、第１実施形態のＵＬ－ＭＡＰ中のＲａｎｇｉｎｇ　Ｒｅｇｉｏｎ　Ａｌｌｏ
ｃａｔｉｏｎ＿ＩＥのフォーマットを示す。レンジング領域の指定と共に、割り当て済み
専用レンジングコード及び割り当て済み専用レンジングスロット番号の組を複数個（Ｎ＿
Ａｌｌｏｃａｔｅｄ＿Ｒａｎｇｉｎｇ＿Ｐａｒａｍｓ）指定する。
【００７０】
　ステップＳ６で、移動機１は基地局１１へ専用のレンジングコードを専用のレンジング
スロットで送信する。上述したようにコンテンションは発生しない。
【００７１】
　以降のステップは図３と同様である。
【００７２】
　ステップＳ７で、レンジングコードを受信した基地局１２は、タイミング・送信電力レ
ベルの調整（ｔｉｍｅ／ｐｏｗｅｒ　ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎｓ）を移動機１に指示するレ
ンジング応答メッセージ（ＲＮＧ－ＲＳＰ）を広報する。移動機１は、広報されたＲＮＧ
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－ＲＳＰが自分宛かどうかを、ＲＮＧ－ＲＳＰ内に含まれる、ｏｒｉｇｉｎａｌ　ｒａｎ
ｇｉｎｇ　ｆｒａｍｅ／ｃｏｄｅ／ｓｌｏｔにより判別することができる。上述のｒａｎ
ｇｉｎｇ　ｆｒａｍｅは、移動機がレンジングコードを送信したフレームのフレーム番号
の下位８ビット、ｒａｎｇｉｎｇ　ｃｏｄｅは、移動機が送信したレンジングコードのイ
ンデックス値、ｒａｎｇｉｎｇ　ｓｌｏｔは、移動機がレンジングコードを送信したレン
ジングスロットのサブチャネル論理番号及びシンボル番号を示しているので、これらを手
がかりに、広報されたＲＮＧ－ＲＳＰが自分宛かどうかを判別できる。
【００７３】
　ステップＳ８で、レンジングコードを受信した基地局１２は、ＵＬ－ＭＡＰ内の情報要
素（ＩＥ；Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）の一つであるＣＤＭＡ＿Ａｌｌｏ
ｃａｔｉｏｎ＿ＩＥを広報して、ＵＬの帯域を移動機１に割り当てる。ＵＬ－ＭＡＰは、
複数の各種情報要素によって構成される。移動機１は、広報されたＣＤＭＡ＿Ａｌｌｏｃ
ａｔｉｏｎ＿ＩＥが自分宛かどうかを、上述と同様に、ＣＤＭＡ＿Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ
＿ＩＥ内に含まれる、ｏｒｉｇｉｎａｌ　ｒａｎｇｉｎｇ　ｆｒａｍｅ／ｃｏｄｅ／ｓｌ
ｏｔにより判別することができる。
【００７４】
　ステップＳ９では、ステップＳ８でＵＬバーストに割り当てられた帯域を利用して、自
身（移動機１）のＭＡＣ　Ａｄｄｒｅｓｓを含む、レンジング要求メッセージ（ＲＮＧ－
ＲＥＱ）を、基地局１２へ送信する。このＲＮＧ－ＲＥＱはＲａｎｇｉｎｇ　Ｒｅｇｉｏ
ｎではなく、ＵＬバーストを利用して送信される。
【００７５】
　ステップＳ１０で、基地局１２は移動機１のＭＡＣ　Ａｄｄｒｅｓｓを含む、ＲＮＧ－
ＲＳＰを送信し、Ｂａｓｉｃ／Ｐｒｉｍａｒｙ　ＣＩＤ（Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ＩＤ）
を移動機１に割り当てる。
【００７６】
　ステップＳ１１以降は、上述のＢａｓｉｃ／Ｐｒｉｍａｒｙ　ＣＩＤを使用して、各種
制御メッセージを送受信することで、移動機２のネットワーク接続処理（ネットワークエ
ントリ）を実行する。
【００７７】
　図９に、第１実施形態のハンドオーバキャンセル時の帯域幅要求時レンジングの手順を
示す。同図中、ステップＳ１からステップＳ５ａは、図８と同一符号を付し、説明を省略
する。
【００７８】
　ステップＳ６で、移動機２は基地局１１へ専用のレンジングコードを専用のレンジング
スロットで送信する。
【００７９】
　前述のハンドオーバ時レンジングの手順と同様に、専用レンジング割り当て情報を割り
当てることによって、ステップＳ６のレンジングコードの送信において、コンテンション
は発生しない。
【００８０】
　基地局１１は、ハンドオーバ通知（ＭＯＢ＿ＨＯ－ＩＮＤ）受信後、移動機に関するコ
ンテキストを保持するタイマ（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｒｅｔａｉｎ　Ｔｉｍｅｒ）をスター
トさせており、このタイマが満了する（ｅｘｐｉｒｅ）までは、移動機２に関するコンテ
キストを保持している。従って、このタイマが満了する（ｅｘｐｉｒｅ）までは、移動機
２は、一般的な初期接続手順を踏まなくても、後述のステップＳ１０のハンドオーバキャ
ンセルメッセージを送信すれば、基地局１１へ復帰することができる。
【００８１】
　以降のステップは図４と同様である。
【００８２】
　ステップＳ７で、基地局１１は、ＣＤＭＡ＿Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ＿ＩＥを送信し、移
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動機２へＵＬバーストの帯域を割り当てる。
【００８３】
　ステップＳ８で、移動機２は、割り当てられたＵＬバーストの帯域を利用して、更に、
ハンドオーバキャンセルメッセージを送信するために必要な帯域要求（Ｂａｎｄｗｉｄｔ
ｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）を送信する。なお、ステップＳ７で、ハンドオーバキャンセルメッ
セージを送信するのに十分な帯域が割り当てられた場合は、更に、帯域要求（Ｂａｎｄｗ
ｉｄｔｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）を送信する必要はない。基地局１１は、ＣＤＭＡ＿Ａｌｌｏ
ｃａｔｉｏｎ＿ＩＥで、最低でも帯域要求（Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）を送
信することができる帯域を割り当てる必要があるが、それ以上の帯域を割り当てるとは限
らない。
【００８４】
　ステップＳ９で、基地局１１は、ＵＬ－ＭＡＰ＿ＩＥで、ＵＬバーストの帯域を移動機
２に割り当てる。
【００８５】
　ステップＳ１０で、移動機２は、割り当てられた帯域を利用して、ハンドオーバキャン
セルメッセージ（ＭＯＢ＿ＨＯ－ＩＮＤ（ＨＯ＿ＩＮＤ＿ｔｙｐｅ＝ＨＯ　ｃａｎｃｅｌ
））を送信する。
【００８６】
　ステップＳ１１で、基地局１１、基地局１２、制御装置２１は、バックボーンメッセー
ジを送受信することで、ネットワーク内のキャンセル処理を行う。これで、移動機２の基
地局１１への復帰が完了する。
【００８７】
　なお、本実施形態の図８、図９では、専用のレンジングコードと専用のレンジングスロ
ットを割り当てたが、どちらか一方だけ割り当てても良い。専用のレンジングコードだけ
を割り当てた場合、全レンジングスロットにわたり、当該レンジングコードは、特定の移
動機しか使えなくなるので割り当ての選択肢は少なくなってしまうが、処理の簡単化のた
めに専用のレンジングコードだけを割り当てても良い。専用のレンジングスロットだけを
割り当てた場合も、同様に特定の移動機しか使えなくなるので割り当ての選択肢は少なく
なってしまうが、処理の簡単化のために専用のレンジングスロットだけを割り当てても良
い。
【００８８】
　なお、本実施形態の図８、図９では、レンジング領域については、専用レンジング割り
当て情報が割り当てられていない移動機群と共用することを前提としているが、専用レン
ジング割り当て情報が割り当てられている移動機群向けのレンジング領域を図１に示した
レンジング領域とは別に設けても良い。別に設けた場合、当該専用レンジング領域は、専
用レンジング割り当て情報が割り当てられている移動機しか使用しないので、図８のステ
ップＳ５ａのように、専用レンジング割り当て情報が割り当てられていない移動機群向け
に、自基地局における割り当て済み専用レンジング割り当て情報を広報する必要はなくな
る。基地局は、専用レンジング割り当て情報が割り当てられている移動機間の調整だけ行
えばよい。
【００８９】
　なお、本実施形態の図８、図９は、移動機起動のハンドオーバに関する実施形態である
が、ネットワーク起動のハンドオーバの場合、ハンドオーバ応答メッセージ（ＭＯＢ＿Ｂ
ＳＨＯ－ＲＳＰ）で割り当てを行う代わりに、ハンドオーバ要求メッセージ（ＭＯＢ＿Ｂ
ＳＨＯ－ＲＥＱ）で割り当てを行う。それ以外の点は、移動機起動のハンドオーバの場合
と同様である。
【００９０】
　なお、本実施形態では、割り当てた情報の有効期限を有効フレーム群（Ｒａｎｇｉｎｇ
　Ｆｒａｍｅ　Ｗｉｎｄｏｗ）によって指定したが、設定、若しくは、初期接続のメッセ
ージ交換時に、予め有効期限をタイマ値として指定しておき、ハンドオーバの際には、特
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に当該有効期限に関する情報を送受信しないようにすることもできる。
【００９１】
　なお、本実施形態では、ある移動機専用の専用レンジング割り当て情報を、ハンドオー
バ応答メッセージ（ＭＯＢ＿ＢＳＨＯ－ＲＳＰ）、若しくは、ハンドオーバ要求メッセー
ジ（ＭＯＢ＿ＢＳＨＯ－ＲＥＱ）に重畳したが、別メッセージとして、割り当て情報を、
移動機へ送信することもできる。
【００９２】
　なお、本実施形態のハンドオーバキャンセル時の帯域幅要求時レンジングの手順では、
専用レンジング割り当て情報の有効期限（有効フレーム群）を、基地局がハンドオーバを
行う移動機のコンテキストを保持する時間を示すＲｅｓｏｕｒｃｅ　Ｒｅｔａｉｎ　Ｔｉ
ｍｅｒと同等にすることが通常である。これは、Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｒｅｔａｉｎ　Ｔｉ
ｍｅｒが満了してしまうと、基地局が移動機のコンテキストを解放してしまい、ハンドオ
ーバキャンセルメッセージだけでは、基地局１１へ復帰できないからである。
【００９３】
　しかしながら、専用レンジング割り当て情報の有効期限をＲｅｓｏｕｒｃｅ　Ｒｅｔａ
ｉｎ　Ｔｉｍｅｒよりも長く（例えば２倍程度に）設定し、Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｒｅｔａ
ｉｎ　Ｔｉｍｅｒが満了してから専用レンジング割り当て情報の有効期限前までの間は、
専用レンジング割り当て情報を初期レンジングのために使用して、初期レンジングのＣＤ
ＭＡ－ｂａｓｅｄ　Ｒａｎｇｉｎｇにおけるコンテンションを防ぐために使用することも
できる。
【００９４】
　このようにすることによって、ハンドオーバを行う移動機に対して、基地局が、当該移
動機以外の移動機が使用しない排他的な専用レンジングコードを割り当てることができる
。
【００９５】
　<第２実施形態>
　第２実施形態は、ハンドオーバを行う、ある移動機専用の専用レンジング割り当て情報
を、基地局１１がハンドオーバ通知（ＭＯＢ＿ＨＯ－ＩＮＤ）受信直後に、新たに設けた
割り当てメッセージを当該移動機へ送信することで、当該移動機に割り当てる。
【００９６】
　ハンドオーバ通知（ＭＯＢ＿ＨＯ－ＩＮＤ）は、ターゲット基地局が一つに絞り込まれ
た後で行われるため、ハンドオーバ応答メッセージ（ＭＯＢ＿ＢＳＨＯ－ＲＳＰ）、若し
くは、ハンドオーバ要求メッセージ（ＭＯＢ＿ＢＳＨＯ－ＲＥＱ）で割り当てた場合と比
較して、メッセージ容量を削減できる効果がある。
【００９７】
　ＩＥＥＥ８０２．１６ｅの仕様では、移動機は、ハンドオーバ通知（ＭＯＢ＿ＨＯ－Ｉ
ＮＤ）送信後、数フレームについては受信することが義務付けられている。この仕様を利
用し、新たに設けた割り当てメッセージを送信する。
【００９８】
　図１２は、本発明の第２実施形態の専用レンジング割り当て情報の割り当て手順を示す
。
【００９９】
　同図中、図８と異なる部分は、ステップＳ３において、基地局１１は、ＭＯＢ＿ＢＳＨ
Ｏ－ＲＳＰを送信するとき、自基地局１１において有効なレンジングコード（Ｒａｎｇｉ
ｎｇ　Ｃｏｄｅ　ｉｎｄｅｘ）、レンジングスロット（Ｒａｎｇｉｎｇ　Ｓｌｏｔ）、当
該レンジングコード及び当該レンジングスロットの有効フレーム群（Ｒａｎｇｉｎｇ　Ｆ
ｒａｍｅ　Ｗｉｎｄｏｗ）の組、及び、ターゲット基地局候補毎の有効なレンジングコー
ド（Ｒａｎｇｉｎｇ　Ｃｏｄｅ　ｉｎｄｅｘ）、レンジングスロット（Ｒａｎｇｉｎｇ　
Ｓｌｏｔ）、当該レンジングコード及び当該レンジングスロットの有効フレーム群（Ｒａ
ｎｇｉｎｇ　Ｆｒａｍｅ　Ｗｉｎｄｏｗ）の組を重畳しない
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　なお、本実施形態でも、専用のレンジングコードと専用のレンジングスロットいずれか
一方だけ割り当てても良い。
【０１００】
　ステップＳ４のハンドオーバ通知（ＭＯＢ＿ＨＯ－ＩＮＤ）受信後に、ステップＳ５ａ
で、基地局１１は、ＵＬ－ＭＡＰ中のＲａｎｇｉｎｇ　Ｒｅｇｉｏｎ　Ａｌｌｏｃａｔｉ
ｏｎ＿ＩＥ（レンジング領域指定メッセージ）に重畳して、自基地局における割り当て済
み専用レンジング割り当て情報（Ｒａｎｇｉｎｇ　Ｃｏｄｅ　ｉｎｄｅｘ，Ｒａｎｇｉｎ
ｇ　Ｓｌｏｔの組）を広報する。
【０１０１】
　ステップＳ５ｂで、新たに設けた割り当てメッセージ（ＭＯＢ＿ＲＮＧ－ＡＬＬＯＣ；
Ｒａｎｇｉｎｇ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ）を送信することで、ある移動機専用の専用レン
ジング割り当て情報を、当該移動機に割り当てる。
【０１０２】
　図１３は、第２実施形態の割り当てメッセージ（ＭＯＢ＿ＲＮＧ－ＡＬＬＯＣ）のフォ
ーマットである。割り当てメッセージ（ＭＯＢ＿ＲＮＧ－ＡＬＬＯＣ）は図１０のハンド
オーバ応答メッセージ（ＭＯＢ＿ＢＳＨＯ－ＲＳＰ）と異なり、ターゲット基地局が複数
個（Ｎ＿Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ）ではなく、一つに絞られているので、メッセージ容量
が削減できている。
【０１０３】
　<第３実施形態>
　第３実施形態は、ハンドオーバを行う、ある移動機専用の専用レンジング割り当て情報
の中で、サービング基地局における専用レンジング割り当て情報はサービング基地局が移
動機に割り当てるが、ターゲット基地局における専用レンジング割り当て情報については
ターゲット基地局が移動機に割り当てる。
【０１０４】
　ターゲット基地局が割り当てる際には、当該移動機が当該ターゲット基地局との間で有
効なレンジングパラメータ（タイミング・送信電力レベルの調整（ｔｉｍｅ／ｐｏｗｅｒ
　ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎｓ）指示等）を有していない場合、当該ターゲット基地局は、当
該移動機へ専用レンジング割り当て情報を割り当てる。
【０１０５】
　移動機が有効なレンジングパラメータを有しているかどうかは、ハンドオーバ通知メッ
セージ（ＭＯＢ＿ＨＯ－ＩＮＤ）によってターゲット基地局へ通知する。これによって、
ＣＤＭＡベースのレンジングが必要な移動機に対してのみ、ターゲット基地局における専
用レンジング割り当て情報を割り当てられる効果がある。
【０１０６】
　上述したように、移動機が、ターゲット基地局との間で有効なレンジングパラメータ（
タイミング・送信電力レベルの調整（ｔｉｍｅ／ｐｏｗｅｒ　ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎｓ）
指示等）を有しているためには、サービング基地局と接続している間に、ターゲット基地
局との間で、アソシエーション（ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）という処理を行って、タイミ
ング・送信電力レベルの調整（ｔｉｍｅ／ｐｏｗｅｒ　ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎｓ）指示を
受信しておき、かつ、その指示の有効期限が満了していないことが必要である。
【０１０７】
　図１４は、本発明の第３実施形態のハンドオーバ時レンジングの手順を示す。
【０１０８】
　ステップＳ３では、図８の第１実施形態と異なり、自基地局１１で有効な専用のレンジ
ングコード、専用のレンジングスロット、有効フレーム群だけを送信し、複数のターゲッ
ト基地局候補に関する専用レンジング割り当て情報は送信しない。
【０１０９】
　ステップＳ４で、移動機１は、ＲＰＶＩ（Ｒａｎｇｉｎｇ　Ｐａｒａｍｓ　ｖａｌｉｄ
　　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）によって、ターゲット基地局（＝基地局１２）との間で有効
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なレンジングパラメータ（タイミング・送信電力レベルの調整（ｔｉｍｅ／ｐｏｗｅｒ　
ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎｓ）指示等）を有しているかどうかを通知する。図１４に示すケー
スでは、有していない（"ｎｏ　ｖａｌｉｄ"）。
【０１１０】
　ステップＳ５で、ターゲット基地局１２は、移動機１が有効なレンジングパラメータを
有していないことを、バックボーンメッセージを介して、基地局１１から取得している。
【０１１１】
　ステップＳ５ｃで、ターゲット基地局１２は、ＵＬ－ＭＡＰ中のＦａｓｔ＿Ｒａｎｇｉ
ｎｇ＿ＩＥ（高速レンジングメッセージ）に、移動機１に対する専用のレンジングコード
、専用のレンジングスロット、有効フレーム群を重畳することで、移動機１専用の専用レ
ンジング割り当て情報を割り当てる。
【０１１２】
　なお、本実施形態でも、専用のレンジングコードと専用のレンジングスロットいずれか
一方だけ割り当てても良い。
【０１１３】
　ＩＥＥＥ８０２．１６ｅにおいて、元々、Ｆａｓｔ＿Ｒａｎｇｉｎｇ＿ＩＥは、ステッ
プＳ９のＲＮＧ－ＲＥＱのための帯域を割り当てることにより、ＣＤＭＡ－ｂａｓｅｄ　
Ｒａｎｇｉｎｇ処理を省略するために使用するＩＥであるが、移動機１が有効なレンジン
グパラメータを有していない場合には、ステップＳ５ｃのように、専用レンジング割り当
て情報を割り当てるために流用することとする。
【０１１４】
　ステップＳ６以降は図８と同様であり、説明を省略する。
【０１１５】
　なお、第３実施形態では、Ｆａｓｔ＿Ｒａｎｇｉｎｇ＿ＩＥを流用したが、別の同様の
ＩＥを新たに定義して、それを利用して、ターゲット基地局が専用レンジング割り当て情
報を割り当てることもできる。
【０１１６】
　上記実施形態によれば、ハンドオーバを行う移動機に対して、基地局が、当該移動機以
外の移動機が使用しない排他的な専用のレンジングコード及び専用のレンジングスロット
、有効フレーム群を割り当てることにより、コンテンションの発生を防ぐことができると
いう効果がある。コンテンションの発生を防ぐことにより、ハンドオーバ処理、又は、ハ
ンドオーバキャンセル処理が遅延してしまうという課題を解決することができるという効
果がある。
【０１１７】
　また、上記実施形態によれば、専用のレンジング領域を別にフレーム中に設けることに
より、専用レンジング割り当て情報が割り当てられていない移動機群向けに、自基地局に
おける割り当て済み専用レンジング割り当て情報を広報しなくても済むという効果がある
。
【０１１８】
　また、上記実施形態によれば、ハンドオーバを行う移動機に対する専用レンジング割り
当て情報の有効期限をサービング基地局のＲｅｓｏｕｒｃｅ　Ｒｅｔａｉｎ　Ｔｉｍｅｒ
よりも長くすることにより、当該移動機が、当該専用レンジング割り当て情報を初期レン
ジングに使用することができ、コンテンションの発生を防ぐことができるという効果があ
る。
【０１１９】
　また、上記実施形態によれば、サービング基地局と、一つのターゲット基地局おいての
み有効な専用レンジング割り当て情報を割り当てることにより、割り当てメッセージの容
量を削減できるという効果がある。
【０１２０】
　また、上記実施形態によれば、ターゲット基地局との間でＣＤＭＡベースのレンジング
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が必要な移動機に対してのみ、ターゲット基地局における専用レンジング割り当て情報を
割り当てることができるという効果がある。
【０１２１】
　なお、上記実施形態では、レンジング割り当て手段の一例としてレンジング割り当て部
３２を用い、広報手段の一例としてマップ構成部３４を用いている。
（付記１）
　移動機が複数のコードの中から、いずれかのコードを選択して送信し、前記コードの送
信に応じて基地局装置がハンドオーバ時レンジング又は帯域幅要求時レンジングを行うた
めの帯域を割り当てる移動通信システムの基地局装置において、
　ハンドオーバを行う移動機に対し前記移動機が接続する可能性がある基地局装置毎に前
記移動機以外の移動機が使用しない排他的な専用レンジングコードと前記移動機以外の移
動機が使用しない排他的な専用レンジングスロットの少なくともいずれか一方を割り当て
るレンジング割り当て手段を
有することを特徴とする基地局装置。
（付記２）
　付記１記載の基地局装置において、
　前記レンジング割り当て手段は、前記専用レンジングコードと専用レンジングスロット
の少なくともいずれか一方の割り当てと共に、前記割り当てが有効な有効期限を割り当て
る
ことを特徴とする基地局装置。
（付記３）
　付記１記載の基地局装置において、
　前記レンジング割り当て手段は、ハンドオーバの接続元である自基地局装置及び接続先
候補である複数の基地局装置について基地局装置毎に前記移動機以外の移動機が使用しな
い排他的な専用レンジングコードと前記移動機以外の移動機が使用しない排他的な専用レ
ンジングスロットの少なくともいずれか一方を割り当て、ハンドオーバ応答メッセージ又
はハンドオーバ要求メッセージを用いて送信する
ことを特徴とする基地局装置。
（付記４）
　付記１記載の基地局装置において、
　前記レンジング割り当て部で割り当て済みの専用レンジングコードと専用レンジングス
ロットの少なくともいずれか一方を移動機に対し広報する広報手段を
有することを特徴とする基地局装置。
（付記５）
　付記４記載の基地局装置において、
　前記広報手段は、フレーム内のレンジング領域指定メッセージを用いて広報する
ことを特徴とする基地局装置。
（付記６）
　付記１記載の基地局装置において、
　前記レンジング割り当て手段は、ハンドオーバの接続元である自基地局装置及び接続先
候補である１つの基地局装置について基地局装置毎に前記移動機以外の移動機が使用しな
い排他的な専用レンジングコードと前記移動機以外の移動機が使用しない排他的な専用レ
ンジングスロットの少なくともいずれか一方を割り当て、ハンドオーバ通知メッセージ受
信後に送信する
ことを特徴とする基地局装置。
（付記７）
　付記６記載の基地局装置において、
　前記レンジング割り当て手段は、ハンドオーバの接続元である自基地局装置及び接続先
候補である１つの基地局装置について基地局装置毎に前記移動機以外の移動機が使用しな
い排他的な専用レンジングコードと前記移動機以外の移動機が使用しない排他的な専用レ
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ンジングスロットの少なくともいずれか一方を、割り当てメッセージを用いて送信する
ことを特徴とする基地局装置。
（付記８）
　付記１記載の基地局装置において、
　前記レンジング割り当て手段は、ハンドオーバの接続元又は接続先候補である基地局装
置それぞれにおいて前記移動機以外の移動機が使用しない排他的な専用レンジングコード
と前記移動機以外の移動機が使用しない排他的な専用レンジングスロットの少なくともい
ずれか一方を割り当てて送信する
ことを特徴とする基地局装置。
（付記９）
　付記８記載の基地局装置において、
　前記接続先候補である基地局装置の前記レンジング割り当て手段は、ハンドオーバを要
求した移動機が有効なレンジングパラメータを有していない場合、前記移動機以外の移動
機が使用しない排他的な専用レンジングコードと前記移動機以外の移動機が使用しない排
他的な専用レンジングスロットの少なくともいずれか一方を割り当て、フレーム内の高速
レンジングメッセージを用いて送信する
ことを特徴とする基地局装置。
（付記１０）
　付記２記載の基地局装置において、
　前記レンジング割り当て手段は、前記有効期限を接続元基地局装置が該移動機に関する
コンテキストを保持するタイマ値よりも長く設定し、初期レンジング時に前記割り当てに
基づき前記専用レンジングコードを前記専用レンジングスロットで受信する
ことを特徴とする基地局装置。
（付記１１）
　付記２記載の基地局装置において、
　前記レンジング割り当て手段は、前記有効期限を接続元基地局装置が該移動機に関する
コンテキストを保持するタイマ値と同等に設定する
ことを特徴とする基地局装置。
【図面の簡単な説明】
【０１２２】
【図１】物理層がＯＦＤＭＡの場合のフレーム構成の一例を示す図である。
【図２】通常のネットワーク構成を示す図である。
【図３】従来のハンドオーバ時レンジングの手順を示す図である。
【図４】従来のハンドオーバキャンセル時の帯域幅要求時レンジングの手順を示す図であ
る。
【図５】レンジング領域の構成例を示す図である。
【図６】従来のハンドオーバ時レンジングでコンテンションが発生した場合の手順を示す
図である。
【図７】本発明の基地局及び移動機の機能ブロック図である。
【図８】本発明の第１実施形態のハンドオーバ時レンジングの手順を示す図である。
【図９】第１実施形態のハンドオーバキャンセル時の帯域幅要求時レンジングの手順を示
す図である。
【図１０】第１実施形態のハンドオーバ応答メッセージのフォーマットを示す図である。
【図１１】第１実施形態のＵＬ－ＭＡＰ中のＲａｎｇｉｎｇ　Ｒｅｇｉｏｎ　Ａｌｌｏｃ
ａｔｉｏｎ＿ＩＥのフォーマットを示す図である。
【図１２】本発明の第２実施形態の専用レンジング割り当て情報の割り当て手順を示す図
である。
【図１３】第２実施形態の割り当てメッセージのフォーマットを示す図である。
【図１４】本発明の第３実施形態のハンドオーバ時レンジングの手順を示す図である。
【符号の説明】
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【０１２３】
　１～４　移動機
　１１，１２　基地局
　２１　制御装置
　２２　コアネットワーク
　３０　基地局
　３１　ハンドオーバ処理部
　３２　レンジング割り当て部
　３３　レンジング処理部
　３４　マップ構成部
　３５，３６　送受信部
　４０　移動機
　４１　ハンドオーバ処理部
　４２　レンジング処理部
　４３　マップ解析部
　４４　送受信部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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