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(57)【要約】
【課題】拡張シグナリング信号を解釈可能な基地局が、
ある機能に対し、第１の通信方式のセルに在圏する際に
対応するか否か、及び、第２の通信方式のセルに在圏す
る際に対応するか否か、を区別することを可能としつつ
、拡張シグナリング信号を解釈できない既存の基地局が
、通信端末装置のハンドオーバ先で対応していない機能
を起動し、通信端末装置が予期せぬ動作をしてしまうこ
とを防ぐこと。
【解決手段】送信部１０３は、既存シグナリング信号及
び拡張シグナリング信号を送信する。シグナリング生成
部１０２は、ハンドオーバに非対応であることを含むと
ともにＦＤＤにおけるＣａｐａを通知する既存シグナリ
ング信号と、ハンドオーバに非対応であること若しくは
対応していることを含むとともにＴＤＤにおけるＣａｐ
ａを通知する拡張シグナリング信号とを生成する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自分の能力を通知する既存シグナリング信号と前記既存シグナリング信号を拡張した拡
張シグナリング信号とを生成する生成手段と、
　前記生成手段により生成した前記既存シグナリング信号及び前記拡張シグナリング信号
を送信する送信手段と、
　第１の通信方式を用いる第１のセルから第２の通信方式を用いる第２のセルへのハンド
オーバの指示を受けた際に前記ハンドオーバを行うハンドオーバ実施手段と、
　を具備し、
　前記生成手段は、
　前記ハンドオーバに非対応であることを含むとともに前記第１の通信方式における自分
の能力を通知する前記既存シグナリング信号と、前記ハンドオーバに非対応であること若
しくは対応していることを含むとともに前記第２の通信方式における自分の能力を通知す
る前記拡張シグナリング信号とを生成する
　通信端末装置。
【請求項２】
　自分の能力を通知する既存シグナリング信号と前記既存シグナリング信号を拡張した拡
張シグナリング信号とを生成する生成手段と、
　前記生成手段により生成した前記既存シグナリング信号と前記拡張シグナリング信号と
を送信する送信手段と、
　第１の通信方式を用いる第１のセルから第２の通信方式を用いる第２のセルへのハンド
オーバの指示を受けた際に前記ハンドオーバを行うハンドオーバ実施手段と、
　前記拡張シグナリング信号の送信許可通知を受信する受信手段と、
　を具備し、
　前記生成手段は、
　前記受信手段により前記送信許可通知を受信した際に、前記第１の通信方式と前記第２
の通信方式との何れか一方における自分の能力を通知する前記既存シグナリング信号と、
前記第１の通信方式と前記第２の通信方式との何れか他方における自分の能力を通知する
前記拡張シグナリング信号とを生成する
　通信端末装置。
【請求項３】
　前記生成手段は、
　前記受信手段により前記送信許可通知を受信しない場合に、前記ハンドオーバに非対応
であることを含むとともに前記第１の通信方式における自分の能力を通知する前記既存シ
グナリング信号を生成する
　請求項２記載の通信端末装置。
【請求項４】
　前記生成手段は、
　前記第１のセルから前記第２のセルへの前記ハンドオーバに非対応であることまたは対
応することを通知するとともに、前記第２のセルから前記第１のセルへの前記ハンドオー
バに非対応であることまたは対応することを通知する前記拡張シグナリング信号を生成す
る
　請求項１から請求項３のいずれかに記載の通信端末装置。
【請求項５】
　自分の能力を通知する既存シグナリング信号と前記既存シグナリング信号を拡張した拡
張シグナリング信号とを生成する生成ステップと、
　前記生成ステップにより生成した前記既存シグナリング信号及び前記拡張シグナリング
信号を送信する送信ステップと、
　を具備し、
　前記生成ステップは、
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　ハンドオーバに非対応であることを含むとともに第１の通信方式における自分の能力を
通知する前記既存シグナリング信号と、前記ハンドオーバに非対応であること若しくは対
応していることを含むとともに第２の通信方式における自分の能力を通知する前記拡張シ
グナリング信号とを生成する
　シグナリング方法。
【請求項６】
　自分の能力を通知する既存シグナリング信号と前記既存シグナリング信号を拡張した拡
張シグナリング信号とを生成する生成ステップと、
　前記生成ステップにより生成した前記既存シグナリング信号と前記拡張シグナリング信
号とを送信する送信ステップと、
　前記拡張シグナリング信号の送信許可通知を受信する受信ステップと、
　を具備し、
　前記生成ステップは、
　前記受信ステップにより前記送信許可通知を受信した際に、第１の通信方式と第２の通
信方式との何れか一方における自分の能力を通知する前記既存シグナリング信号と、前記
第１の通信方式と前記第２の通信方式との何れか他方における自分の能力を通知する前記
拡張シグナリング信号とを生成する
　シグナリング方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばＬＴＥ（Long Term Evolution）システムにおいてハンドオーバする
通信端末装置及びシグナリング方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＬＴＥでは、ＦＤＤとＴＤＤとの異なる通信方式が規定されている。ＬＴＥシス
テムで使用するセルは、ＦＤＤとＴＤＤの何れか一方に対応する。ＬＴＥシステムで使用
する通信端末装置には、ＦＤＤとＴＤＤの何れか一方、またはＦＤＤとＴＤＤとの両方に
対応する機種が存在する。ＬＴＥでは、ＦＤＤとＴＤＤとの異なる通信方式を用いるセル
間でのハンドオーバは、ＬＴＥシステムに対応する通信端末装置にとって実装オプション
機能になっている（例えば、非特許文献１及び非特許文献２）。なお、以下の説明におい
て、ハンドオーバとは、ＦＤＤとＴＤＤとの異なる通信方式を用いるセル間でのハンドオ
ーバであるinter-mode Handoverを意味する。
【０００３】
　ＬＴＥシステムで使用する通信端末装置は、対応する機能と未対応の機能とを自分の（
すなわち、当該通信端末装置の）能力（UE capability又はUE-EUTRA-Capability：以下「
Ｃａｐａ」と記載する）として基地局にシグナリングする。この際、通信端末装置は、Ｆ
ＤＤとＴＤＤの何れか一方、またはＦＤＤとＴＤＤとの両方に対応しているか否か、また
ハンドオーバに対応しているか否かもＣａｐａとしてシグナリングする。より具体的には
、Ｃａｐａ情報中のfeatureGroupIndicators（ＦＧＩ）フィールドを用いてシグナリング
する。ここで、ＬＴＥシステムで定義する機能の多くは、ＦＤＤとＴＤＤとの両方におい
て、通信端末装置および基地局の動作として定義されている。しかしながら、通信端末装
置は、ある機能に対応するか否かをＣａｐａで通知する際、ＦＤＤのセルに在圏する際に
対応するか否か、または、ＴＤＤのセルに在圏する際に対応するか否か、を区別してシグ
ナリングすることができない。
【０００４】
　図１は、従来のハンドオーバ方法を示す図である。
【０００５】
　図１より、従来、ＦＤＤとＴＤＤとの両方に対応する通信端末装置１は、対応する機能
をＣａｐａ＃１０として基地局２にシグナリングする。基地局２は、シグナリングされた
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Ｃａｐａ＃１０に基づいて、基地局２のＦＤＤセルで起動する機能を決定し、通信端末装
置１に指示する。ハンドオーバの際、Ｃａｐａは基地局間で引き継がれ、ハンドオーバ先
の基地局である基地局３が、基地局２にシグナリングされたＣａｐａ＃１０に基づいて、
ハンドオーバ先のセルで起動する機能を決定し、基地局２を通じて通信端末装置１に指示
する。
【０００６】
　通信端末装置１が、ある機能にＦＤＤにおいてのみ対応し、ＴＤＤにおいて対応しない
場合、Ｃａｐａ＃１０において該機能を対応とシグナリングする場合と、非対応とシグナ
リングする場合との２通りの方法が考えられる。該機能を対応しないとシグナリングする
場合、基地局２のセルで該機能が起動されず、通信端末装置１の能力を生かし切れないと
いう課題がある。該機能に対応とシグナリングする場合、基地局３が基地局２を通じてハ
ンドオーバを指示する際に、通信端末装置１がＴＤＤにおいて対応しない該機能を起動し
、通信端末装置１が予期せぬ動作をしてしまう課題がある。
【０００７】
　このような課題を解決するために、従来、既存のシグナリングに加えて既存のシグナリ
ングを拡張したシグナリングを用いて、Ｃａｐａをシグナリングする手法が知られている
（例えば、非特許文献３）。これにより、通信端末装置は、ある機能に対し、ＦＤＤのセ
ルに在圏する際に対応するか否か、または、ＴＤＤのセルに在圏する際に対応するか否か
、を区別してシグナリングすることができる。この結果、基地局は、ハンドオーバ先で対
応していない機能を起動し、通信端末装置が予期せぬ動作をしてしまうことを防ぐことが
できる。なお、以下の説明では、既存のシグナリングによりＣａｐａを通知するものを「
既存シグナリング信号」と記載し、拡張したシグナリングによりＣａｐａを通知するもの
を「拡張シグナリング信号」と記載する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】3GPP TS 36.331 V9.8.0 (2011-09)
【非特許文献２】3GPP TS 36.300 V9.8.0 (2011-09)
【非特許文献３】3GPP TSG-RAN2 Meeting #76 Tdoc R2-116557
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、非特許文献３においては、拡張シグナリング信号の送信に対応する通信
端末装置が、拡張シグナリングの受信を想定していない既存の基地局に接続し、拡張シグ
ナリング信号を送信しても、送信した拡張シグナリング信号は基地局で考慮されない。こ
の結果、通信端末装置は、拡張シグナリング信号を送信しているにも関わらず、基地局が
ハンドオーバ先で対応していない機能を起動し、通信端末装置が予期せぬ動作をしてしま
うという問題がある。
【００１０】
　本発明の目的は、拡張シグナリング信号を解釈可能な基地局が、ある機能に対し、第１
の通信方式のセルに在圏する際に対応するか否か、及び、第２の通信方式のセルに在圏す
る際に対応するか否か、を区別することを可能としつつ、拡張シグナリング信号を解釈で
きない既存の基地局が、通信端末装置のハンドオーバ先で対応していない機能を起動し、
通信端末装置が予期せぬ動作をしてしまうことを防ぐことができる通信端末装置及びシグ
ナリング方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の通信端末装置は、自分の能力を通知する既存シグナリング信号と前記既存シグ
ナリング信号を拡張した拡張シグナリング信号とを生成する生成手段と、前記生成手段に
より生成した前記既存シグナリング信号及び前記拡張シグナリング信号を送信する送信手
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段と、第１の通信方式を用いる第１のセルから第２の通信方式を用いる第２のセルへのハ
ンドオーバの指示を受けた際に前記ハンドオーバを行うハンドオーバ実施手段と、を具備
し、前記生成手段は、前記ハンドオーバに非対応であることを含むとともに前記第１の通
信方式における自分の能力を通知する前記既存シグナリング信号と、前記ハンドオーバに
非対応であること若しくは対応していることを含むとともに前記第２の通信方式における
自分の能力を通知する前記拡張シグナリング信号とを生成する構成を採る。
【００１２】
　また、本発明の通信端末装置は、自分の能力を通知する既存シグナリング信号と前記既
存シグナリング信号を拡張した拡張シグナリング信号とを生成する生成手段と、前記生成
手段により生成した前記既存シグナリング信号と前記拡張シグナリング信号とを送信する
送信手段と、第１の通信方式を用いる第１のセルから第２の通信方式を用いる第２のセル
へのハンドオーバの指示を受けた際に前記ハンドオーバを行うハンドオーバ実施手段と、
前記拡張シグナリング信号の送信許可通知を受信する受信手段と、を具備し、前記生成手
段は、前記受信手段により前記送信許可通知を受信した際に、前記第１の通信方式と前記
第２の通信方式との何れか一方における自分の能力を通知する前記既存シグナリング信号
と、前記第１の通信方式と前記第２の通信方式との何れか他方における自分の能力を通知
する前記拡張シグナリング信号とを生成する構成を採る。
【００１３】
　本発明のシグナリング方法は、自分の能力を通知する既存シグナリング信号と前記既存
シグナリング信号を拡張した拡張シグナリング信号とを生成する生成ステップと、前記生
成ステップにより生成した前記既存シグナリング信号及び前記拡張シグナリング信号を送
信する送信ステップと、を具備し、前記生成ステップは、ハンドオーバに非対応であるこ
とを含むとともに第１の通信方式における自分の能力を通知する前記既存シグナリング信
号と、前記ハンドオーバに非対応であること若しくは対応していることを含むとともに第
２の通信方式における自分の能力を通知する前記拡張シグナリング信号とを生成するよう
にした。
【００１４】
　また、本発明のシグナリング方法は、自分の能力を通知する既存シグナリング信号と前
記既存シグナリング信号を拡張した拡張シグナリング信号とを生成する生成ステップと、
前記生成ステップにより生成した前記既存シグナリング信号と前記拡張シグナリング信号
とを送信する送信ステップと、前記拡張シグナリング信号の送信許可通知を受信する受信
ステップと、を具備し、前記生成ステップは、前記受信ステップにより前記送信許可通知
を受信した際に、第１の通信方式と第２の通信方式との何れか一方における自分の能力を
通知する前記既存シグナリング信号と、前記第１の通信方式と前記第２の通信方式との何
れか他方における自分の能力を通知する前記拡張シグナリング信号とを生成するようにし
た。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、拡張シグナリング信号を解釈可能な基地局が、ある機能に対し、第１
の通信方式のセルに在圏する際に対応するか否か、及び、第２の通信方式のセルに在圏す
る際に対応するか否か、を区別することを可能としつつ、拡張シグナリング信号を解釈で
きない既存の基地局が、通信端末装置のハンドオーバ先で対応していない機能を起動し、
通信端末装置が予期せぬ動作をしてしまうことを防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】従来のハンドオーバ方法を示す図
【図２】本発明の実施の形態１に係る通信端末装置の構成を示すブロック図
【図３】本発明の実施の形態１に係るシグナリングの方法を示すフロー図
【図４】本発明の実施の形態１における通信システムを示す図
【図５】本発明の実施の形態１における拡張シグナリング信号を解釈可能な基地局の動作
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を示すフロー図
【図６】本発明の実施の形態１における拡張シグナリング信号を解釈できない既存の基地
局の動作を示すフロー図
【図７】本発明の実施の形態２に係る通信端末装置の構成を示すブロック図
【図８】本発明の実施の形態２に係るシグナリングの方法を示すフロー図
【図９】本発明の実施の形態２における基地局の動作を示すフロー図
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、本発明の
実施の形態においては、各セルが各々用いる異なる通信方式として、ＦＤＤとＴＤＤとを
用いる場合を例に説明する。
【００１８】
　（実施の形態１）
　＜通信端末装置の構成＞
　本発明の実施の形態１に係る通信端末装置１００の構成について、図２を用いて説明す
る。図２は、本実施の形態に係る通信端末装置１００の構成を示すブロック図である。
【００１９】
　記憶部１０１は、通信方式毎の自分の能力を予め記憶している。
【００２０】
　シグナリング生成部１０２は、記憶部１０１に記憶している自分の能力を参照して、各
機能を実行する際に用いられるパラメータ毎に、対応しているかまたは対応していないか
を判定する。シグナリング生成部１０２は、パラメータ毎の判定結果を含むＣａｐａを生
成する。この際、シグナリング生成部１０２は、通信端末装置１００が現在属するセルで
用いるＦＤＤとＴＤＤとの何れか一方における通信端末装置１００のＣａｐａを通知する
既存シグナリング信号と、通信端末装置１００が現在属していないセルで用いるＦＤＤと
ＴＤＤとの何れか他方における通信端末装置１００のＣａｐａを通知する拡張シグナリン
グ信号とを生成する。シグナリング生成部１０２は、ハンドオーバに対応していない通知
を固定的に既存シグナリング信号に含めるとともに、ハンドオーバに対応している通知若
しくは非対応である通知を拡張シグナリング信号に含める。シグナリング生成部１０２は
、生成した既存シグナリング信号と拡張シグナリング信号とを送信部１０３に出力する。
なお、既存シグナリング信号及び拡張シグナリング信号については後述する。
【００２１】
　送信部１０３は、シグナリング生成部１０２から入力した既存シグナリング信号及び拡
張シグナリング信号を通信端末装置１００が存在するセルの基地局に向けて送信する。
【００２２】
　受信部１０４は、ハンドオーバを指示する信号を受信する。受信部１０４は、受信した
ハンドオーバを指示する信号をハンドオーバ実施部１０５に出力する。
【００２３】
　ハンドオーバ実施部１０５は、受信部１０４からハンドオーバを指示する信号の入力が
あった場合に、ハンドオーバを実施する。
【００２４】
　＜シグナリング方法＞
　本発明の実施の形態１に係るシグナリング方法について、図３及び図４を用いて説明す
る。図３は、本実施の形態に係るシグナリング方法を示すフロー図である。図４は、本実
施の形態における通信システム４００を示す図である。なお、通信端末装置１００の動作
においては、ＦＤＤ（第１の通信方式）を用いるセルＳ１（第１のセル）の基地局４０１
からＴＤＤ（第２の通信方式）を用いるセルＳ２（第２のセル）の基地局４０２にハンド
オーバするか否かを判定する場合を例に説明する。
【００２５】
　図３より、まず、通信端末装置１００は、シグナリング生成部１０２において、記憶部
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１０１に記憶しているパラメータ毎の自分の能力を参照して、ＦＤＤとＴＤＤとでＣａｐ
ａが同じであるか否かを判定する（ステップＳＴ３０１）。
【００２６】
　ＦＤＤとＴＤＤとで通信端末装置１００のＣａｐａが同じである場合（ステップＳＴ３
０１：ＹＥＳ）には、シグナリング生成部１０２は、ハンオドーバに対応する通知若しく
は非対応である通知を含む、ＦＤＤにおける通信端末装置１００のＣａｐａを既存シグナ
リング信号として生成する（ステップＳＴ３０２）。
【００２７】
　一方、ＦＤＤとＴＤＤとで通信端末装置１００のＣａｐａが異なる場合（ステップＳＴ
３０１：ＮＯ）には、シグナリング生成部１０２は、ＦＤＤからＴＤＤへのハンドオーバ
に非対応である通知を含む、ＦＤＤにおける通信端末装置１００のＣａｐａ＃４１０（図
４参照）を既存シグナリング信号として生成する（ステップＳＴ３０３）。図４に示すよ
うに、例えば、既存シグナリング信号＃４１０は、Feature_a、Feature_b及びFeature_c
の全てに対応していること、及びFGI bit30においてハンドオーバに非対応であることを
通知する。ここで、Feature_a、Feature_b及びFeature_cはパラメータを示す。図４では
、既存シグナリング信号＃４１０及び拡張シグナリング信号＃４１１において、「Ｙｅｓ
」は対応していることを示し、「Ｎｏ」は対応していないこと（非対応であること）を示
す。FGI bit30とは、Ｃａｐａ情報中のfeatureGroupIndicators（ＦＧＩ）フィールドの
３０ビット目であり、ＦＤＤとＴＤＤとの間のハンドオーバが可能か否かを示すビットで
ある。
【００２８】
　また、シグナリング生成部１０２は、ＴＤＤからＦＤＤへのハンドオーバに対応する通
知若しくは非対応である通知を含む、ＴＤＤにおける通信端末装置１００のＣａｐａを拡
張シグナリング信号＃４１１（図４参照）として生成する（ステップＳＴ３０４）。図４
に示すように、例えば、拡張シグナリング信号＃４１１は、Feature_a及びFeature_bに対
応しかつFeature_cに非対応であること、及びFGI bit30においてハンドオーバに対応して
いることを通知する。
【００２９】
　ここで、拡張シグナリング信号のFGI bit30による通知は、ＦＤＤからＴＤＤへのハン
ドオーバと、ＴＤＤからＦＤＤへのハンドオーバとを区別せず、異なる通信方式の間のハ
ンドオーバに対応するか否かを通知する方法（以下、「通知方法１」と記載する）、また
は、ＦＤＤからＴＤＤへのハンドオーバと、ＴＤＤからＦＤＤへのヘンドオーバとを区別
して、ハンドオーバに対応するか否かを通知する方法（以下、「通知方法２」と記載する
）の何れか一方を採用することができる。図４の拡張シグナリング信号＃４１１は、通知
方法１を採用したものである。
【００３０】
　なお、図３において、ステップＳＴ３０３とステップＳＴ３０４との処理の順番は逆で
もよいし、同時でもよい。
【００３１】
　＜拡張シグナリング信号を解釈可能な基地局の動作＞
　本発明の実施の形態１における拡張シグナリング信号を解釈可能な基地局の動作につい
て、図４及び図５を用いて説明する。図５は、本実施の形態における拡張シグナリング信
号を解釈可能な基地局の動作を示すフロー図である。なお、図５を用いた以下の説明では
、基地局４０１がＦＤＤを用いるセルの基地局である場合を例に説明する。
【００３２】
　図５より、まず、基地局４０１は、受信した既存シグナリング信号のＣａｐａにハンド
オーバに対応している通知が含まれているか否かを判定する（ステップＳＴ５０１）。即
ち、基地局４０１は、ＣａｐａのFGI bit30が「Ｙｅｓ」であるか否かを判定する。
【００３３】
　ハンドオーバに対応している通知が含まれている場合（ステップＳＴ５０１：ＹＥＳ）
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には、基地局４０１は、既存シグナリング信号で通知されるＣａｐａはＦＤＤとＴＤＤと
で同一と判断し、かつハンドオーバに対応しているものと判定する（ステップＳＴ５０２
）。
【００３４】
　一方、ハンドオーバに非対応である通知が含まれている場合（ステップＳＴ５０１：Ｎ
Ｏ）には、基地局４０１は、拡張シグナリング信号を受信したか否かを判定する（ステッ
プＳＴ５０３）。
【００３５】
　拡張シグナリング信号を受信していない場合（ステップＳＴ５０３：ＮＯ）には、基地
局４０１は、既存シグナリングで通知されるＣａｐａはＦＤＤとＴＤＤとで同一と判断し
、かつハンドオーバに非対応であるものと判定する（ステップＳＴ５０４）。
【００３６】
　一方、拡張シグナリング信号を受信した場合（ステップＳＴ５０３：ＹＥＳ）には、基
地局４０１は、既存シグナリング信号より、ＦＤＤにおける通信端末装置１００のＣａｐ
ａを判定する（ステップＳＴ５０５）。
【００３７】
　また、基地局４０１は、拡張シグナリング信号より、ＴＤＤにおける通信端末装置１０
０のＣａｐａ及びハンドオーバに対応しているか若しくは非対応であるかを判定する（ス
テップＳＴ５０６）。なお、通知方法２の場合には、拡張シグナリング信号により、通信
端末装置１００がＦＤＤからＴＤＤへのハンドオーバに対応しているか若しくは非対応で
あるかと、通信端末装置１００がＴＤＤからＦＤＤへのハンドオーバに対応しているか若
しくは非対応であるかと、を区別して判定する。
【００３８】
　なお、図５において、ステップＳＴ５０５とステップＳＴ５０６との処理の順番は逆で
もよいし、同時でもよい。
【００３９】
　＜拡張シグナリング信号を解釈できない基地局の動作＞
　本発明の実施の形態１における拡張シグナリング信号を解釈できない既存の基地局の動
作について、図４及び図６を用いて説明する。図６は、本実施の形態における拡張シグナ
リング信号を解釈できない既存の基地局の動作を示すフロー図である。なお、図６を用い
た以下の説明では、基地局４０１がＦＤＤを用いるセルの基地局である場合を例に説明す
る。
【００４０】
　図６より、まず、基地局４０１は、受信した既存シグナリング信号のＣａｐａにハンド
オーバに対応している通知が含まれているか否かを判定する（ステップＳＴ６０１）。即
ち、基地局４０１は、ＣａｐａのFGI bit30が「Ｙｅｓ」であるか否かを判定する。
【００４１】
　ハンドオーバに対応している通知が含まれている場合（ステップＳＴ６０１：ＹＥＳ）
には、基地局４０１は、既存シグナリング信号で通知されるＣａｐａはＦＤＤとＴＤＤと
で同一、かつハンドオーバに対応しているものと判定する（ステップＳＴ６０２）。
【００４２】
　一方、ハンドオーバに非対応である通知が含まれている場合（ステップＳＴ６０１：Ｎ
Ｏ）には、基地局４０１は、既存シグナリング信号で通知されるＣａｐａはＦＤＤとＴＤ
Ｄとで同一、かつハンドオーバに非対応であるものと判定する（ステップＳＴ６０３）。
【００４３】
　上記より、通信端末装置１００は、既存シグナリング信号にハンドオーバに非対応であ
る通知を常に含めているので、基地局４０１は、必ずステップＳＴ６０３の処理を実行す
る。この結果、基地局４０１は、ハンドオーバできない通信端末装置１００に対して、誤
ってハンドオーバを指示することを防ぐことができる。
【００４４】
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　＜本実施の形態の効果＞
　本実施の形態によれば、拡張シグナリング信号を解釈可能な基地局が、ある機能に対し
、ＦＤＤのセルに在圏する際に対応するか否か、及び、ＴＤＤのセルに在圏する際に対応
するか否か、を区別することを可能としつつ、拡張シグナリング信号を解釈できない既存
の基地局が、通信端末装置のハンドオーバ先で対応していない機能を起動し、通信端末装
置が予期せぬ動作をしてしまうことを防ぐことができる。
【００４５】
　（実施の形態２）
　＜通信端末装置の構成＞
　図７は、本発明の実施の形態２に係る通信端末装置７００の構成を示すブロック図であ
る。なお、本発明の実施の形態においては、各セルが各々用いる異なる通信方式として、
ＦＤＤとＴＤＤとを用いる場合を例に説明する。
【００４６】
　図７に示す通信端末装置７００は、図２に示す実施の形態１に係る通信端末装置１００
に対して、シグナリング拡張使用可否判断部７０２を追加し、受信部１０４の代わりに受
信部７０１を有し、シグナリング生成部１０２の代わりにシグナリング生成部７０３を有
する。なお、図７において、図２と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明
を省略する。
【００４７】
　受信部７０１は、送信部１０３より送信した既存シグナリング信号及び拡張シグナリン
グ信号に対して、ハンドオーバを指示する信号を受信する。受信部７０１は、受信したハ
ンドオーバを指示する信号をハンドオーバ実施部１０５に出力する。受信部７０１は、基
地局から送信された制御信号を受信してシグナリング拡張使用可否判断部７０２に出力す
る。
【００４８】
　シグナリング拡張使用可否判断部７０２は、受信部７０１から入力した制御信号に、拡
張シグナリング信号の送信許可通知が含まれているか否かを判断する。シグナリング拡張
使用可否判断部７０２は、判断結果をシグナリング生成部７０３に出力する。ここで、送
信許可通知は、拡張シグナリング信号の送信を許可する旨の通知である。
【００４９】
　シグナリング生成部７０３は、記憶部１０１に記憶している自分の能力を参照して、各
機能を実行する際に用いられるパラメータ毎に、対応しているかまたは対応していないか
を判定する。シグナリング生成部７０３は、パラメータ毎の判定結果を含むＣａｐａを生
成する。
【００５０】
　シグナリング生成部７０３は、シグナリング拡張使用可否判断部７０２から送信許可通
知が含まれている判断結果が入力した場合に、通信端末装置７００が現在属するセルで用
いるＦＤＤとＴＤＤとの何れか一方における通信端末装置７００のＣａｐａを通知する既
存シグナリング信号を生成する。この際、シグナリング生成部７０３は、通信端末装置７
００がＦＤＤとＴＤＤとの何れか一方から何れか他方へのハンドオーバに対応している通
知若しくは非対応である通知を既存シグナリング信号に含める。さらに、シグナリング生
成部７０３は、通信端末装置７００が現在属していないセルで用いるＦＤＤとＴＤＤとの
何れか他方における通信端末装置７００のＣａｐａを通知する拡張シグナリング信号を生
成する。この際、シグナリング生成部７０３は、通信端末装置７００がＦＤＤとＴＤＤと
の何れか他方から何れか一方へのハンドオーバに対応している通知若しくは非対応である
通知を拡張シグナリング信号に含める。
【００５１】
　一方、シグナリング生成部７０３は、シグナリング拡張使用可否判断部７０２から送信
許可通知が含まれていない判断結果が入力した場合に、通信端末装置１００が現在属する
セルの通信方式における通信端末装置１００のＣａｐａを通知する既存シグナリング信号
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を生成する。この際、シグナリング生成部７０３は、ハンドオーバに対応していない通知
を固定的に既存シグナリング信号に含める。なお、シグナリング生成部７０３は、シグナ
リング拡張使用可否判断部７０２から送信許可通知が含まれていない判断結果が入力した
場合、拡張シグナリング信号を生成することを要しない。
【００５２】
　送信部１０３は、シグナリング生成部７０３から入力した既存シグナリング信号または
拡張シグナリング信号を通信端末装置７００が存在するセルの基地局に向けて送信する。
【００５３】
　ハンドオーバ実施部１０５は、受信部７０１からハンドオーバを指示する信号の入力が
あった場合に、ハンドオーバを実施する。
【００５４】
　＜シグナリング方法＞
　本発明の実施の形態２に係るシグナリング方法について、図４及び図８を用いて説明す
る。図８は、本実施の形態に係るシグナリング方法を示すフロー図である。なお、図４に
おいて、通信端末装置１００の代わりに通信端末装置７００を用いる以外は上記の実施の
形態１と同様である。また、通信端末装置７００の動作においては、ＦＤＤ（第１の通信
方式）を用いるセルＳ１（第１のセル）の基地局４０１からＴＤＤ（第２の通信方式）を
用いるセルＳ２（第２のセル）の基地局４０２にハンドオーバするか否かを判定する場合
を例に説明する。
【００５５】
　図８より、まず、通信端末装置７００は、シグナリング生成部７０３において、記憶部
１０１に記憶しているパラメータ毎の自分の能力を参照して、ＦＤＤとＴＤＤとでＣａｐ
ａが同じであるか否かを判定する（ステップＳＴ８０１）。
【００５６】
　ＦＤＤとＴＤＤとで通信端末装置７００のＣａｐａが同じである場合（ステップＳＴ８
０１：ＹＥＳ）には、シグナリング生成部７０３は、ハンオドーバに対応する通知若しく
は非対応である通知を含む、ＦＤＤにおける通信端末装置７００のＣａｐａを既存シグナ
リング信号として生成する（ステップＳＴ８０２）。
【００５７】
　一方、ＦＤＤとＴＤＤとで通信端末装置７００のＣａｐａが異なる場合（ステップＳＴ
８０１：ＮＯ）には、シグナリング生成部７０３は、拡張シグナリング信号を送信しても
よい通知があったか否かを判定する（ステップＳＴ８０３）。即ち、シグナリング生成部
７０３は、シグナリング拡張使用可否判断部７０２から送信許可通知が含まれている判断
結果が入力したか否かを判定する。
【００５８】
　拡張シグナリング信号を送信してもよい通知がなかった場合（ステップＳＴ８０３：Ｎ
Ｏ）には、シグナリング生成部７０３は、ハンドオーバに非対応である通知を含む、ＦＤ
Ｄにおける通信端末装置７００のＣａｐａを既存シグナリング信号として生成する（ステ
ップＳＴ８０４）。
【００５９】
　一方、拡張シグナリング信号を送信してもよい通知があった場合（ステップＳＴ８０３
：ＹＥＳ）には、シグナリング生成部７０３は、ＦＤＤからＴＤＤへのハンドオーバに対
応している通知若しくは非対応である通知を含む、ＦＤＤにおける通信端末装置７００の
Ｃａｐａを既存シグナリング信号として生成する（ステップＳＴ８０５）。
【００６０】
　また、シグナリング生成部７０３は、ＴＤＤからＦＤＤへのハンドオーバに対応する通
知若しくは非対応である通知を含む、ＴＤＤにおける通信端末装置７００のＣａｐａを拡
張シグナリング信号として生成する（ステップＳＴ８０６）。
【００６１】
　なお、本実施の形態において、拡張シグナリング信号のFGI bit30による、ハンドオー
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バに対応すること若しくは非対応であることの通知は、通知方法１と通知方法２との何れ
か一方を採用することができる。また、図８において、ステップＳＴ８０５とステップＳ
Ｔ８０６との処理の順番は逆でもよいし、同時でもよい。
【００６２】
　＜基地局の動作＞
　本発明の実施の形態２における基地局の動作について、図４及び図９を用いて説明する
。図９は、本実施の形態における基地局の動作を示すフロー図である。なお、図９に示す
基地局は、拡張シグナリング信号を解釈可能な基地局である。
【００６３】
　図９より、まず、基地局４０１は、送信許可通知を送信する（ステップＳＴ９０１）。
【００６４】
　次に、基地局４０１は、拡張シグナリング信号を受信したか否かを判定する（ステップ
ＳＴ９０２）。
【００６５】
　拡張シグナリング信号を受信していない場合（ステップＳＴ９０２：ＮＯ）には、基地
局４０１は、既存シグナリングより、ＦＤＤとＴＤＤとで同一のＣａｐａかつハンドオー
バに対応するもの若しくは非対応であるものと判定する（ステップＳＴ９０３）。
【００６６】
　一方、拡張シグナリング信号を受信した場合（ステップＳＴ９０２：ＹＥＳ）には、基
地局４０１は、既存シグナリング信号より、ＦＤＤからＴＤＤへのハンドオーバに対応す
るもの若しくは非対応であるものとの判定、及びＦＤＤにおける通信端末装置７００のＣ
ａｐａを判定する（ステップＳＴ９０４）。
【００６７】
　また、基地局４０１は、拡張シグナリング信号より、ＴＤＤからＦＤＤへのハンドオー
バに対応するもの若しくは非対応であるものとの判定、及びＴＤＤにおける通信端末装置
７００のＣａｐａを判定する（ステップＳＴ９０５）。
【００６８】
　＜本実施の形態の効果＞
　本実施の形態によれば、拡張シグナリング信号を解釈可能な基地局が、ある機能に対し
、ＦＤＤのセルに在圏する際に対応するか否か、及び、ＴＤＤのセルに在圏する際に対応
するか否か、を区別することを可能としつつ、拡張シグナリング信号を解釈できない既存
の基地局が、通信端末装置のハンドオーバ先で対応していない機能を起動し、通信端末装
置が予期せぬ動作をしてしまうことを防ぐことができる。
【００６９】
　＜実施の形態２の変形例＞
　実施の形態２において、送信許可通知を受信した際に、既存シグナリング信号で現在通
信端末装置が存在するセルの通信方式におけるＣａｐａを通知し、拡張シグナリング信号
で隣接セルの通信方式におけるＣａｐａを通知したが、本発明はこれに限らず、既存シグ
ナリング信号と拡張シグナリング信号とで通知するＣａｐａを逆にしてもよい。
【００７０】
　また、実施の形態２において、拡張シグナリング信号を送信してよいか否かの通知を基
地局から送信許可通知として送信することとしたが、本発明はこれに限らず、拡張シグナ
リング信号を送信してよいか否かの通知は、報知情報、または通信端末装置とネットワー
クとの接続手順（Attach procedure）実行時に送信される情報に含めて送信してもよい。
この場合、通信端末装置は、報知情報、または通信端末装置とネットワークとの接続手順
実行時に送信される情報に含まれる拡張シグナリング信号を送信してよいか否かの通知を
受信する。
【００７１】
　＜全ての実施の形態に共通の変形例＞
　上記実施の形態１及び実施の形態２において、ＦＤＤとＴＤＤとでハンドオーバしたが
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、本発明はこれに限らず、ＦＤＤ及びＴＤＤ以外の任意の異なる通信方式間でハンドオー
バしてもよい。
【００７２】
　また、上記実施の形態１及び実施の形態２において、FGI bit30を用いてハンドオーバ
に対応していること若しくは非対応であることを通知したが、本発明はこれに限らず、FG
I bit30以外の任意のビットまたは信号を用いて通知することができる。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　本発明にかかる通信端末装置及びシグナリング方法は、例えばＬＴＥシステムにおいて
ハンドオーバするのに好適である。
【符号の説明】
【００７４】
　１００、７００　通信端末装置
　１０１　記憶部
　１０２、７０３　シグナリング生成部
　１０３　送信部
　１０４、７０１　受信部
　１０５　ハンドオーバ実施部
　４０１、４０２　基地局
　７０２　シグナリング拡張使用可否判断部

【図１】 【図２】



(13) JP 2013-135386 A 2013.7.8

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(14) JP 2013-135386 A 2013.7.8

【図７】 【図８】

【図９】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

