
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の移動局と複数の無線基地局と該複数の無線基地局を制御及び管理する上位装置とで
構成され、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）による通信を行なう移動通信システムにおいて
、
前記無線基地局は、前記複数の移動局のそれぞれが参照できる共通トラフィックチャネル
を送信する手段を備え、
前記上位装置は、前記複数の無線基地局のそれぞれのトラフィックチャネルの使用を管理
するテーブルを備え、かつ該テーブルの情報を前記無線基地局の共通トラフィックチャネ
ルで前記複数の移動局に送信する手段を備え、
前記移動局は、ソフトハンドオフに際し、通信中の無線基地局からのパイロットチャネル
の受信電力とともにソフトハンドオフ先の無線基地局からのパイロットチャネルの受信電
力と、ソフトハンドオフ先の無線基地局の前記共通トラフィックチャネルで受信されたテ
ーブル情報に基づく当該ハンドオフ先の無線基地局のトラフィックチャネル使用情報から
乱数的に選択した空トラフィックチャネルのショートコードを報告情報として前記通信中
の無線基地局に報告する手段を備える
ことを特徴とする移動通信システム。
【請求項２】
請求項１において、
前記共通トラフィックチャネルは、共通ショートコード及び共通ロングコードで送信され
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ることを特徴とする移動通信システム。
【請求項３】
複数の移動局と複数の無線基地局と該複数の無線基地局を制御及び管理する上位装置とで
構成され、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）による通信を行なう移動通信システムにおいて
、
前記上位装置は、前記移動局が通信中の無線基地局の周辺無線基地局のトラフィックチャ
ネルの使用を管理する為のテーブルを持ち、該テーブルの更新が行われる毎に該テーブル
の情報をトラフィックチャネルで通信中の無線基地局から移動局に送信する手段を備え、
前記移動局は、複数の無線基地局と同時に通信を行なうソフトハンドオフに際し、通信中
の無線基地局からのパイロットチャネルの受信電力とともに、ソフトハンドオフ先の無線
基地局からのパイロットチャネルの受信電力と、前記移動交換機から受信した前記テーブ
ルの情報における周辺基地局のトラフィックチャネル使用情報からソフトハンドオフ先の
無線基地局に対応するトラフィックチャネル使用情報を取り出し、乱数的に選択した空ト
ラフィックチャネルのショートコードを報告情報として前記通信中の無線基地局に報告す
る手段を備える
ことを特徴とする移動通信システム。
【請求項４】
請求項１又は３において、
前記上位装置は、更に、前記移動局からの報告情報を無線基地局を経由して受信し、該受
信された報告情報の中で指定されたショートコードを他の移動局が、既に使用していない
かどうかを前記テーブルで確認し、使用していない場合ハンドオフ先の無線基地局で移動
局の上りトラフィックチャネルを捕捉し、指定されたショートコードのトラフィックチャ
ネルへ移動局のトラフィックデータの送信を開始する手段と、
前記テーブル上の上記ショートコードを“使用済み”に設定した後、テ－ブル情報を通信
中の無線基地局のトラフィックチャネルとソフトハンドオフ先の無線基地局の前記共通ト
ラフィックチャネルを経由して、移動局に送信する手段を備えることを特徴とする移動通
信システム。
【請求項５】
複数の移動局と複数の無線基地局と該複数の無線基地局を制御及び管理する上位装置とで
構成され、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）による通信を行なう移動通信システムにおいて
、
　 前記移動局及び無線基地局との間で、電力制御ビットを送受
し、該電力制御ビット

場合 、それぞれ相手 側にシグナリング セージの送信を行なわない様に
制御することを特徴とする移動通信システム

。
【請求項６】
複数の移動局と複数の無線基地局と該複数の無線基地局を制御及び管理する上位装置とで
構成され、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）による通信を行なう移動通信システムにおける
移動局であって、
　 前記無線基地局との間で、電力制御ビットを送受し、該電力
制御ビット 場合 、
該無線基地局側にシグナリング セージの送信を行なわない様に

制御することを特徴とする移動局。
【請求項７】
複数の移動局と複数の無線基地局と該複数の無線基地局を制御及び管理する上位装置とで
構成され、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）による通信を行なう移動通信システムにおける
無線基地局であって、
　 前記移動局との間で、電力制御ビットを送受し、該電力制御
ビット 場合 、該移
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ソフトハンドオフの際に，
に基づいて受信側の受信状態を判断し，該受信状態が悪いと判断し

た は 受信 メッ ，前記
シグナリングメッセージの送信タイミングを

ソフトハンドオフの際に，
に基づいて受信側の受信状態を判断し，該受信状態が悪いと判断した は
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ッセージの送信タイミングを
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動局側にシグナリング セージの送信を行なわない様に
制御することを特徴とする無線基地局。

【請求項８】
請求項５において、
　前記シグナリングメッセージは、ソフトハンドオフ起動の際のソフトハンドオフ先の無
線基地局から 移動局に向けて送られる、下り方向トラフィックチャネル ソフトハン
ドオフ指令メッセージ（ Extended Handoff Direction Message）であることを特徴とする
移動通信システム。
【請求項９】
移動局と、カバーエリアが隣接する第１の無線基地局、第２の無線基地局及び、該第１の
無線基地局及び該第２の無線基地局の管理を行なう上位装置とを含み、ＣＤＭＡ方式によ
り通信を行なう移動通信システムにおいて、
該上位装置は、該第２の無線基地局の下りトラフィックチャネルに割り当てるコードの使
用状況を管理するテーブルを備え、
少なくとも前記第１の無線基地局又は前記第２の無線基地局のいずれかは、該コードの使
用状況の情報を該上位装置から取得して前記移動局に対して送信するコード送信手段を備
え、
前記移動局は、該コードの使用状況の情報を受信する情報受信手段と、
該情報受信手段により受信される受信内容から未使用のコードを選択し、前記第１の無線
基地局から前記第２の無線基地局へのハンドオフ時に、該選択したコードを指定する信号
を無線基地局を介して前記上位装置に通知する通知手段と、
該選択したコードにより、前記第２の無線基地局から自局宛てのトラフィックチャネルの
受信動作を行なう受信手段とを備え、
さらに、前記上位装置は、前記通知を受けると、指定されたコードを用いたトラフィック
チャネルの送信を前記移動局に対して送信するように前記第２の無線基地局を制御する制
御手段を備えた
ことを特徴とする移動通信システム。
【請求項１０】
移動局と、カバーエリアが隣接する第１の無線基地局、第２の無線基地局及び、該第１の
無線基地局及び該第２の無線基地局の管理を行なう上位装置とを含み、ＣＤＭＡ方式によ
り通信を行なう移動通信システムにおける前記上位装置であって、
前記第２の無線基地局の下りトラフィックチャネルに割り当てるコードの使用状況を管理
するテーブルを備え、
少なくとも前記第１の無線基地局又は前記第２の無線基地局のいずれかに該コードの使用
状況の情報を与え、前記移動局に対して送信を可能とし、
前記移動局により該コードの使用状況の情報の受信内容から未使用のコードを選択し、前
記第１の無線基地局から前記第２の無線基地局へのハンドオフ時に、該選択したコードを
指定する信号を無線基地局を介して通知され、
該通知を受けると、指定されたコードを用いたトラフィックチャネルの送信を前記移動局
に対して送信するように前記第２の無線基地局を制御する制御手段を備えた
ことを特徴とする上位装置。
【請求項１１】
移動局と、カバーエリアが隣接する第１の無線基地局、第２の無線基地局及び、該第１の
無線基地局及び該第２の無線基地局の管理を行なう上位装置とを含み、ＣＤＭＡ方式によ
り通信を行なう移動通信システムにおける前記移動局であって、
前記上位装置に備えられ、前記第２の無線基地局の下りトラフィックチャネルに割り当て
るコードの使用状況を管理するテーブルから得られる該コードの使用状況の情報を取得し
て、少なくとも前記第１の無線基地局又は前記第２の無線基地局のいずれかから送信され
る該コードの使用状況の情報を受信する情報受信手段と、
該情報受信手段により受信される受信内容から未使用のコードを選択し、前記第１の無線
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基地局から前記第２の無線基地局へのハンドオフ時に、該選択したコードを指定する信号
を無線基地局を介して前記上位装置に通知する通知手段と、
該選択したコードにより、前記第２の無線基地局から自局宛てのトラフィックチャネルの
受信動作を行なう受信手段とを備えた
ことを特徴とする移動局。
【請求項１２】
移動局と、カバーエリアが隣接する第１の無線基地局、第２の無線基地局及び、該第１の
無線基地局及び該第２の無線基地局の管理を行なう上位装置とを含み、ＣＤＭＡ方式によ
り通信を行なう移動通信システムにおける前記無線基地局であって、
前記上位装置に備えられ、前記第２の無線基地局の下りトラフィックチャネルに割り当て
るコードの使用状況を管理するテーブルから取得される該コードの使用状況の情報を前記
移動局に対して送信するコード送信手段を備えた
ことを特徴とする無線基地局。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ： Code Division Multiple Access）方式を利用
したシグナリングメッセージ送信方法に特徴を有する移動通信システムに関する。特に、
ソフトハンドオフを実行する際のソフトハンドオフ指令メッセージ（ Extended Handoff D
irection Message）の受信に有利なシグナリングメッセージ送信の制御に特徴を有する移
動通信システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＣＤＭＡ移動通信システムにおいては、同一の周波数帯域を複数の通信者が共有するため
に、他の通信者から送られる信号が干渉信号となって自己のチャネルの通信品質を劣化さ
せる。
【０００３】
特に基地局から近い移動局と遠い移動局とが同時に通信を行う場合、基地局において、近
い移動局からの送信信号は高い電力レベルで受信され、反対に遠い移動局からの送信信号
は低い電力レベルで受信される。これにより、遠くの移動局との間での通信は、近くの移
動局からの送信信号により干渉を受けて通信品質が大きく劣化する。いわゆる「遠近問題
」が生じる。
【０００４】
かかる「遠近問題」を解決するための技術として、従来から送信電力制御が検討されてき
た。この送信電力制御では、受信局で測定された受信エネルギー（Ｅｂ）と受信雑音エネ
ルギー（Ｎｏ）の比であるＥｂ／Ｎｏが、移動局の所在位置にかかわらず一定値になる様
に制御される。
【０００５】
このために、電力制御ビットを送信フレームの情報信号中に挿入し、受信局側で、受信さ
れる電力制御ビットを基に送信電力を補正するクローズドループ補正制御が行われる。
【０００６】
具体的には基地局は、平均ＦＥＲ（ Frame Error Rate）を測定し、目標ＦＥＲとの比較を
行う。目標ＦＥＲと測定平均ＦＥＲとに差分が生じた場合は、測定平均ＦＥＲが目標ＦＥ
Ｒに近づく様に目標Ｅｂ／Ｎｏを更新する。
【０００７】
また、基地局はＥｂ／Ｎｏを測定し、目標のＥｂ／Ｎｏ値との比較を行う。測定されたＥ
ｂ／Ｎｏが、目標Ｅｂ／Ｎｏより大きい場合は、移動局の送信電力を下げる様に指示する
電力制御ビットを、逆に測定Ｅｂ／Ｎｏが、目標Ｅｂ／Ｎｏより小さい場合は、移動局の
送信電力を上げる様に指示する電力制御ビットを下りフレームの情報信号中に挿入する。
【０００８】
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そして、移動局では、受信フレームの情報信号から電力制御ビットを抽出して、電力制御
ビットに対応するように送信電力を補正制御する。
【０００９】
同様に、移動局では、平均ＦＥＲ（ Frame Error Rate）を測定し、目標ＦＥＲとの比較を
行う。目標ＦＥＲと測定平均ＦＥＲとに差分が生じた場合は、測定平均ＦＥＲが目標ＦＥ
Ｒに近づく様に目標Ｅｂ／Ｎｏを更新する。また基地局からの送信信号について、Ｅｂ／
Ｎｏを測定し、目標のＥｂ／Ｎｏ値との比較を行う。測定されたＥｂ／Ｎｏが、目標Ｅｂ
／Ｎｏより大きい場合は、基地局の送信電力を下げる様に指示する電力制御ビットを、逆
に測定Ｅｂ／Ｎｏが、目標Ｅｂ／Ｎｏより小さい場合は、基地局の送信電力を上げる様に
指示する電力制御ビットを上りフレームの情報信号中に挿入する。
【００１０】
これに対し、基地局では、受信フレームの情報信号から電力制御ビットを抽出して、電力
制御ビットに対応するように送信電力を補正制御する。
【００１１】
この様に、クローズドループ補正制御は、移動局と基地局との連携により行われる送信電
力制御である。
【００１２】
一方、ＣＤＭＡ移動通信システムにおいて行われる呼制御シーケンス（発信、着信、ハン
ドオフ等）は、上記の送信電力制御とは独立して行われる。このため、呼制御シーケンス
においてシグナリングメッセージを送信する場合、これまでの技術では送信先の電波受信
状態がどのような状態にあるかは、全く考慮されていない。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
したがって、送信先の電波受信状態が悪い時であってもシグナリングメッセージを送信し
てしまう場合がある。この場合は、送信したシグナリングメッセージは、フレームエラー
により受信局で受信できない危険がある。
【００１４】
また、従来のＣＤＭＡ移動通信システムでは、この受信できない危険を回避するために、
シグナリングメッセージを送信してから一定時間内に受信確認メッセージ（ Acknowledgem
ent Message）を受信できない場合には、当該シグナリングメッセージを再送することに
より対応している。
【００１５】
しかし、一方で再送したシグナリングメッセージが他の移動局にとって余分な干渉源とな
ってしまうという問題がある。
【００１６】
本発明の目的は、送信先の電波受信状態が悪い時におけるシグナリングメッセージの送信
を回避して、所定の処理が確実に行える、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ： Code Division 
Multiple Access）方式を利用した移動通信システムにおけるシグナリングメッセージ送
信制御に特徴を有する移動通信システムを提供することにある。
【００１７】
また、本発明の目的は、特に複数の基地局と同時に通信を行うソフトハンドオフ起動の際
のシグナリングメッセージの送信を制御する移動通信システムを提供することにある。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
上記の発明の課題を達成するために、本発明は、送信先の電波受信状態を考慮してシグナ
リングメッセージの送出タイミングを制御するようにしたものである。
【００１９】
そして、好ましくは本発明は、複数の移動局と複数の無線基地局と該複数の無線基地局を
制御及び管理する上位装置（移動交換局及び基地局制御装置を示す）とで構成され、符号
分割多元接続（ＣＤＭＡ）による通信を行なう移動通信システムにおいて、前記無線基地
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局は、前記複数の移動局のそれぞれが参照できる共通トラフィックチャネルを送信する手
段を備える。
【００２０】
前記上位装置は、前記複数の無線基地局のそれぞれのトラフィックチャネルの使用を管理
するテーブルを備え、かつ該テーブルの情報を前記無線基地局の共通トラフィックチャネ
ルで前記複数の移動局に送信する手段を備える。
【００２１】
そして、前記移動局は、前記複数の無線基地局と同時に通信を行なうソフトハンドオフに
際し、通信中の無線基地局からのパイロットチャネルの受信電力とともにソフトハンドオ
フ先の無線基地局からのパイロットチャネルの受信電力と、ソフトハンドオフ先の無線基
地局の前記共通トラフィックチャネルで受信したテーブル情報に基づく当該無線基地局の
トラフィックチャネル使用情報から乱数的に選択した空トラフィックチャネルのショート
コードを報告情報として前記通信中の無線基地局に報告する手段を備えることを特徴とす
る。
【００２２】
さらに好ましくは、前記共通トラフィックチャネルは、共通ショートコード及び共通ロン
グコードで送信されることを特徴とする。
【００２３】
また、好ましくは、前記上位装置は、前記移動局が通信中の無線基地局の周辺無線基地局
のトラフィックチャネルの使用を管理する為のテーブルを持ち、該テーブルの更新が行わ
れる毎に該テーブルの情報をトラフィックチャネルで通信中の無線基地局から移動局に送
信する手段を備える。
【００２４】
そして、前記移動局は、複数の無線基地局と同時に通信を行なうソフトハンドオフに際し
、通信中の無線基地局からのパイロットチャネルの受信電力とともに、ソフトハンドオフ
先の無線基地局からのパイロットチャネルの受信電力と、前記移動交換機から受信した前
記テーブルの情報における周辺基地局のトラフィックチャネル使用情報からソフトハンド
オフ先の無線基地局に対応するトラフィックチャネル使用情報を取り出し、乱数的に選択
した空トラフィックチャネルのショートコードを報告情報として前記通信中の無線基地局
に報告する手段を備えることを特徴とする。
【００２５】
さらにまた好ましくは、前記において、前記上位装置は、更に、前記移動局からの報告情
報を無線基地局を経由して受信し、この受信された報告情報の中で指定されたショートコ
ードを他の移動局が、既に使用していないかどうかを前記テーブルで確認し、使用してい
ない場合ハンドオフ先の無線基地局で移動局の上りトラフィックチャネルを捕捉し、指定
されたショートコードのトラフィックチャネルへ移動局のトラフィックデータの送信を開
始する手段と、前記テーブル上の上記ショートコードを“使用済み”に設定した後、テ－
ブル情報を通信中の無線基地局のトラフィックチャネルとソフトハンドオフ先の無線基地
局の前記共通トラフィックチャネルを経由して、移動局に送信する手段を備えることを特
徴とする。
【００２６】
また、好ましくは、複数の移動局と複数の無線基地局と該複数の無線基地局を制御及び管
理する上位装置とで構成され、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）による通信を行なう移動通
信システムにおいて、前記移動局及び無線基地局との間で、電力制御ビットを送受し、こ
の電力制御ビットが受信側の受信状態の悪化を示す場合に、それぞれ相手側にシグナリン
グメセージの送信を行なわない様に制御することを特徴とする。
【００２７】
さらに好ましくは、前記シグナリングメッセージは、ソフトハンドオフ起動の際のソフト
ハンドオフ先の無線基地局からの移動局に向けて送られる、下り方向トラフィックチャネ
ルにソフトハンドオフ指令メッセージ（ Extended Handoff Direction Message）であるこ
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とを特徴とする。
【００２８】
また好ましくは、移動局と、カバーエリアが隣接する第１の無線基地局、第２の無線基地
局及び、前記第１の無線基地局及び第２の無線基地局の管理を行なう上位装置とを含み、
ＣＤＭＡ方式により通信を行なう移動通信システムであって、
前記上位装置は、前記第２の無線基地局の下りトラフィックチャネルに割り当てるコード
の使用状況を管理するテーブルを備え、少なくとも前記第１の無線基地局又は前記第２の
無線基地局のいずれかは、前記コードの使用状況の情報を前記上位装置から取得して前記
移動局に対して送信するコード送信手段を備え、前記移動局は、前記コードの使用状況の
情報を受信する情報受信手段と、前記情報受信手段により受信される受信内容から未使用
のコードを選択し、前記第１の無線基地局から前記第２の無線基地局へのハンドオフ時に
、該選択したコードを指定する信号を無線基地局を介して前記上位装置に通知する通知手
段と、前記選択したコードにより、前記第２の無線基地局から自局宛てのトラフィックチ
ャネルの受信動作を行なう受信手段とを備え、さらに、前記上位装置は、前記通知を受け
ると、指定されたコードを用いたトラフィックチャネルの送信を前記移動局に対して送信
するように前記第２の無線基地局を制御する制御手段を備えたことを特徴とする。
【００２９】
本発明の更なる特徴は、以下の図面を参照して説明される発明の実施の形態から明らかに
なる。
【００３０】
【発明の実施の形態】
以下図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、図において、同一又は類似の
ものには同一の参照番号又は、参照記号を付して説明する。
以下に本発明の理解のために、ソフトハンドオフ起動の際のシグナリングメッセージの送
信における問題を例として説明する。
【００３１】
図１は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）方式を利用した移動通信システムにおける従来の
ソフトハンドオフシーケンスを示す図である。ソフトハンドオフとは、移動通信システム
において、移動局が通話中に異なる基地局の無線ゾーンとの境界に移動して行く場合に、
移動局と境界を接するゾーンの複数の基地局との間で通信を行う状態を言う。
【００３２】
図１において、移動局Ａが、無線基地局１を通して通信を行っている場合、無線基地局２
のゾーンとの境界に移動すると、通信中の無線基地局１からのパイロットチャネルの受信
電力とともに、移動先（ハンドオフ先）の無線ゾーンに属する無線基地局２からのパイロ
ットチャネルの受信電力を検知する（ステップＳ１）。
【００３３】
そして、検知された無線基地局２からのパイロットチャネルの受信電力が閾値を越えた時
、通信中の無線基地局１及び、無線基地局１を経由して報告情報として受信電力を上位装
置としての移動交換局及び基地局制御装置（以後、単に移動交換局という）Ｂに報告する
（ステップＳ２）。
【００３４】
これに対し、移動交換局Ｂは、移動局Ａからの報告情報を通信中の無線基地局１を経由し
て受信すると、受信確認メッセージを送信する（ステップＳ３）。（図１▲１▼参照）
【００３５】
さらに、ハンドオフ先の無線基地局２に対し、移動局Ａの上りトラフィックチャネルを捕
捉し、指定したショートコード（例えば、 Walshコード）で移動局Ａの下りトラフィック
データの送信を開始するように司令を出す（ステップＳ４）。（図１▲２▼参照）
【００３６】
ハンドオフ先の無線基地局２は、上記命令を受信すると上りトラフィックチャネル (Rever
se Traffic Channel)の監視を開始し（ステップＳ５）、捕捉を完了した後、指定された
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ショートコードのトラフィックチャネル（ Forward Traffic Channel）により固定の初期
送信電力で送信を開始し（ステップＳ６）、その旨を移動交換局Ｂに通知する（ステップ
Ｓ７）。（図１▲３▼参照）
【００３７】
移動交換局Ｂは、上記通知を受信すると通信中の無線基地局１のトラフィックチャネルを
経由して、移動局Ａがソフトハンドオフ先の無線基地局２と通信する為のショートコード
を伴ったソフトハンドオフ指示命令（ Extended Handoff Direction Message）を移動局Ａ
へ送信する（ステップＳ８）。（図１▲４▼参照）
【００３８】
移動局Ａは、上記ソフトハンドオフ指示命令を受信すると、指定されたショートコードで
ソフトハンドオフ先の無線基地局２からの下りトラフィックチャネルを受信することが出
来る（ステップＳ９）。
【００３９】
そして、ハンドオフ完了通知 (Handoff Completion Message)を各無線基地局１、２を経由
して移動交換局Ｂへ送信する（ステップＳ１０、Ｓ１０ '）。（図１▲５▼参照）
【００４０】
以上でソフトハンドオフは完了し、移動局Ａは 2つの無線基地局１，２との通信を開始す
る（ステップＳ１１）。
【００４１】
ここで、従来の技術における問題点として、次のような点がある。
移動局Ａが通信中の無線基地局１の無線エリア内を移動し、ソフトハンドオフの候補とな
る無線基地局２の無線エリアの境界に達した時に、ソフトハンドオフを起動する。
【００４２】
この場合、ソフトハンドオフを実行中の移動局Ａの受信状態がまったく考慮されずに無線
基地局２から固定的な初期送信電力で下り方向トラフックチャネル（ Forward Traffic Ch
annel）に送信を開始する（ステップＳ６）。
【００４３】
すなわち、無線基地局２は、移動交換局Ｂから移動局Ａの上りトラッフィクチャネルの捕
捉指令を受けると（ステップＳ４）、固定の初期送信電力で送信を開始する（ステップＳ
６）。したがって、これが移動局Ａに対し、トラフィックチャネルの過剰電力となる。
【００４４】
なぜならば、この時点では未だ移動局Ａは、無線基地局２と通信を行うための下りトラフ
ィックチャネルのショートコードであるウオルシュコードＷ Tを認識していず、他の移動
局のみならず自局にとっても干渉となる。
【００４５】
また、無線基地局２から固定的な初期送信電力はクローズドループ時、適正な送信電力制
御が働いていないため無用に干渉を高めてしまうことになる。これにより下り通信のエラ
ーレートが悪化し、ソフトハンドオフ先の無線基地局２と通信する為のショートコードを
伴ったソフトハンドオフ指示命令（ Extended Handoff Direction Message）（ステップＳ
８）を受信することが出来ない（図１、Ｘ印参照）。したがって、ソフトハンドオフは成
立しないことになる。
【００４６】
ゆえに、本発明は、このような従来技術における不都合を解決することを目的とするもの
である。
【００４７】
そして、本発明による第１の実施例は、クローズドループ補正制御における送信電力制御
の為の電力制御ビットに基づき、シグナリングメッセージの送信タイミングを制御するこ
とにより、上記問題点を解決する。
【００４８】
ここで、基地局で上りトラフィックチャネルを受信し、割り当てられた特定の移動局の受
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信シグナル強度を１．２５ｍｓ周期で見積もる。この見積もりを使って、電力制御ビット
の値（‘０’又は‘１’）を決定する。
【００４９】
‘０’ビットは、移動局に対し、平均送信電力レベルを上げることを指示し、‘１’ビッ
トは移動局に対し、平均送信電力レベルを下げることを指示する。電力制御ビットは、下
りトラフィックチャネルで電力サブチャネルとして連続して移動局に対し、１．２５ｍｓ
毎に１ビット（‘０’又は‘１’）のレートで送信される。
【００５０】
同様に、移動局側から考えると、移動局で下りトラフィックチャネルを受信し、割り当て
られた特定の基地局の受信シグナル強度を１．２５ｍｓ周期で見積もる。この見積もりを
使って、電力制御ビットの値（‘０’又は‘１’）を決定する。
【００５１】
‘０’ビットは、基地局に対し、平均送信電力レベルを上げることを指示し、‘１’ビッ
トは基地局に対し、平均送信電力レベルを下げることを指示する。電力制御ビットは、上
りトラフィックチャネルで電力サブチャネルとして連続して基地局に対し、１．２５ｍｓ
毎に１ビット（‘０’又は‘１’）のレートで送信される。
【００５２】
そして、本発明の第１の実施例では、クローズドループ補正制御により送信電力制御を行
うＣＤＭＡ移動通信システムにおいて、移動局は無線基地局より送信される上記の電力制
御ビットに基づき同様に、無線基地局は移動局より送信される電力制御ビットに基づき、
シグナリングメッセージの送信を決定する。
【００５３】
すなわち、電力制御ビットが「送信電力を下げる指令」である場合は、シグナリングメッ
セージの送信を行い、「送信電力を上げる指令」である場合は、シグナリングメッセージ
の送信を行わない様に制御する。
【００５４】
上記図１の例において、移動局Ａより無線基地局１に向け送信される電力制御ビットが無
線基地局１からの送信電力を上げる指示を意味する場合は、シグナリング受信状態が悪く
無線基地局１からのシグナリングメッセージとしてのソフトハンドオフ指令（ Extended H
andoff Direction Message）を移動局Ａが受信できる状態にない状態であることが推定さ
れる。したがって、この場合は、ソフトハンドオフ指令（ Extended Handoff Direction M
essage）を送信しない様に制御される。
【００５５】
なお、電力制御ビットが所定期間（例えば、４００ｍｓ未満とする。以下同様）において
、連続的に送信電力を上げる指示を意味する場合に、ソフトハンドオフ指令（シグナリン
グ）を送信しないことしても良い。
【００５６】
この送信電力を上げる指示の連続する回数を参照して所定回数以上となる場合に、シグナ
リング受信状態が悪いと推定し、ソフトハンドオフ指示の送信を控える。そして、電力制
御ビットが送信電力を下げる指示を意味する場合にソフトハンドオフ指示の送信を行なう
又は、電力制御ビットが所定期間連続的に送信電力を下げる指示を意味する場合にソフト
ハンドオフ指示の送信を行なうようにすることもできる。
【００５７】
さらには、所定期間にわたって電力制御ビットを加算してゆき、その加算値によって、シ
グナリング受信状態を推定し、ソフトハンドオフ指示の送信タイミングを決めることもで
きる。もちろん、他の可能な演算方法も種々想定される。
【００５８】
図２は、本発明の第２の実施例を説明する概念図である。図２に示すシステムは、複数の
ＣＤＭＡ移動局Ａ（図では１つＣＤＭＡ移動局のみが示されている）と複数の無線基地局
１、２及び、当該無線基地局１，２を制御及び管理する移動交換局Ｂとで構成され、符号
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分割多元接続（ＣＤＭＡ）方式を利用した移動通信システムが実現されている。
【００５９】
図２において、移動局Ａは、実施例として図３に示すように構成される。制御部として、
ＣＤＭＡ制御部２００、呼制御部２０１及び音声制御部２０２を有する。
【００６０】
ＣＤＭＡ制御部２００は、送信部、受信部２１０、２１１と接続され送受信制御を行う。
送信部、受信部２１０，２１１は切換スイッチ２１３を通してアンテナ２０３に接続され
る。
【００６１】
呼制御部２０１は、呼制御と移動局全体の制御を行う。したがって、周辺装置としてＲＡ
Ｍ２２０、ＲＯＭ２２１、Ｅ 2ＰＲＯＭ２２２及び、タイマ制御部２２３が接続される。
また、呼制御部２０１には、ＣＤＭＡ制御部２００、外部端子インタフェース部２０４及
び、ＬＣＤ、ＬＥＤ、キースイッチを有するヒューマンインタフェース部２０５とも接続
される。
【００６２】
一方、ＣＤＭＡ制御部２００には、音声制御部２０２が接続され、音声制御部２０２を通
して、マイクからの音声入力、スピーカへの音声出力が制御される。このような構成の移
動局構成において、移動局番号（例えば、 IMSI#SAと記述する）と共通のトラフィックチ
ャネルである Walshコード（以後 Wcと記述する）と共通ロングコード（以後 LCcと記述する
）がＥ 2ＰＲＯＭ２２２に保持されている。
【００６３】
さらに、図４は移動交換局Ｂの構成例ブロック図である。無線基地局１，２と信号の送受
を行う無線基地局インタフェース部３００、図示しない上位交換局との信号の送受を行う
局線インタフェース部３０１、同様に図示しない保守コンソールとのデータ信号の送受を
行うデータ通信制御部３０２を有する。
【００６４】
さらに、無線基地局インタフェース部３００及び、局線インタフェース部３０１からの信
号入力及び、これらへの信号出力を制御する通信制御部３０３を有する。通信制御部３０
３にはトラフィックチャネル管理部３０４が接続され、トラフィックチャネル管理テーブ
ル１００の更新、読み出しが制御される。
【００６５】
また、通信制御部３０３にはタイマ制御部３０５が接続され、通信制御部３０３における
処理時間が制御される。
【００６６】
かかる図３、図４に一例として示す移動局Ａ、移動交換局Ｂの構成を前提として、図２の
システムにおけるソフトハンドオフ処理の動作を説明する。
【００６７】
図５は、図２のシステムにおけるハンドオフ処理動作を説明するフロー図である。図５を
参照しながら、図２の動作を説明する。
【００６８】
ここで、図２のシステムにおいて、無線基地局１，２から移動局Ａに向かう下り方向チャ
ネル（ Forward CH）は、パイロットチャネル、同期チャネル、ページングチャネンル及び
トラフィックチャネルを有する。移動局Ａから無線基地局１，２かに向かうの上り方向チ
ャネル（ Reverse CH）はアクセスチャネル及び、トラフィックチャネルを有する。
【００６９】
図４に示した移動交換局Ｂにおけるトラフィックチャネル管理テーブル１００は、後に説
明する様に各無線基地局１，２のトラフィックチャネルの使用を管理する為のものである
。
【００７０】
移動交換局Ｂは、通信制御部３０３により、トラフィックチャネル管理部３０４によって
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読み出されるトラフィックチャネル管理テーブル１００の情報を無線基地局１，２に対し
、共通トラフィックチャネルＷ Cで移動局Ａに送信する。
【００７１】
図６は、トラフィックチャネルの使用を管理する為の上記トラフィックチャネル管理テー
ブル１００の一例である。トラフックチャンネルのウオルシュコード（ Walsh Code） W8～
Ｗ 6 3について使用状況と使用移動局の管理項目がテーブル化されている。トラフィックチ
ャネルＷｃは、全ての移動局に対し共通に使用される。
【００７２】
図６の例では、トラフィックチャネル W8を移動局コード IMSI-SAの移動局に対し使用中で
あることが示されている。
【００７３】
電源 ON時に、移動局Ａの呼制御部２０１は、共通トラフィックチャネル Wcと共通ロングコ
ード LCcをＣＤＭＡ制御部２００に通知する。図２において、無線基地局１，２は、移動
交換局Ｂから受信した当該無線基地局に対応するトラフィックチャネルの管理テーブルを
常時（あるいは，定期的に又は更新時に）共通トラフィックチャネルを介して、拡散送信
している。
【００７４】
すなわち、図２における移動交換局Ｂは、図６に示したトラフィックチャネル管理テーブ
ル１００を管理している。更新毎に下り方向トラフィックチャネル（ Forward Traffic Ch
annel）の情報メッセージ（ Information Message）に格納して、無線基地局１，２に共通
トラフィックチャネルＷｃで送信している。
【００７５】
移動局Ａが、図２に示すように無線基地局１とトラフィックチャネル Wｓで通信しながら
無線基地局１の無線エリアを移動し、無線基地局２の無線エリアとの境界に近づいた際に
、移動局ＡのＣＤＭＡ制御部２００が、無線基地局２のパイロットチャネル（ Pilot Chan
nel）Ｗｏを検出する（ステップＳ２０：図５）。
【００７６】
そうすると、移動局ＡのＣＤＭＡ制御部２００は、 Wcと LCcで共通トラフィックチャネル
を復号して下り方向情報メッセージ（ Forward Traffic Channel Information Message）
を受信する（ステップＳ２１）。
【００７７】
なお、この下り方向情報メッセージの受信は、かかるステップ２０のパイロットチャネル
の検出に後続して行なわずとも、基地局の送信に対応して定期的に行なっておけば十分で
ある。
【００７８】
上記ステップＳ２１において、移動局Ａで受信した上記下り方向情報メッセージ（ Forwar
d Traffic Channel Information Message）は、無線基地局２のパイロットチャネル（ Pil
ot Channel）Ｗｏの受信電力値とともに呼制御部２０１に通知される。
【００７９】
次に、移動局Ａの呼制御部２０１は、常に移動交換局Ｂから共通トラフィックチャネルＷ
cで送られる（ステップＳ２１）下り方向情報メッセージ（ Forward Traffic Channel Inf
ormation Message）中のトラフィックチャネル管理テーブル（図６参照）を抜き出す。
【００８０】
トラフィックチャネル管理テーブルの空トラフィックチャネルの Walshコードの中から他
の移動局と使用衝突を避けるために乱数的に選択した空トラフィックチャネルの Walshコ
ード（以後 WTと記述する）と無線基地局２のパイロットチャネル（ Pilot Channel）Ｗｏ
の受信電力値をハンドオフ起動要求として下り方向トラフィックチャネル要求メッセージ
（ Forward Traffic Channel Request Message）に格納する。
【００８１】
そして、この要求をＣＤＭＡ制御部２０１から上りトラフィックチャネル（　 Reverse Ch
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annel）で無線基地局 1へ送信する（ステップＳ２２）。
【００８２】
その後 WTの下りトラフィックチャネルの受信要求をＣＤＭＡ制御部２０１に通知してから
、ＣＤＭＡ制御部２０１からの WTの下りトラフィックチャネルの受信完了通知を待つ為に
、呼制御部２０１に接続されるタイマＴＡをタイマ制御部２２３によりスタートさせる。
このタイマＴＡがタイムアウトすると上記ステップＳ２１からやり直す。
【００８３】
移動交換局Ｂの通信制御部３０３は、下り方向トラフィックチャネル要求メッセージ（ Fo
rward Traffic Channel Request Message）を無線基地局 1を経由して受信すると、その中
で指定された WTをトラフィックチャネル管理部３０４に通知する。
【００８４】
トラフィックチャネル管理部３０４は、他の移動局が、 WTをすでに使用していないかどう
かをトラフィックチャネル管理テーブル１００により確認する。使用していないことを確
認できた場合、トラフィックチャネル管理テーブル１００上の使用状況のレコードを“使
用済み”に、使用移動局レコードを“ IMSI#SA”に設定した後、そのトラフィックチャネ
ル管理テーブル１００を通信制御部３０３へ通知する。
【００８５】
他の移動局が、 WTをすでに使用していた場合、現在のトラフィックチャネル管理テーブル
１００を通信制御部３０３へ通知する。
【００８６】
通信制御部３０３は、ハンドオフ先の無線基地局２へ移動局Ａの上りトラフィックチャネ
ルを捕捉し、 WTで移動局Ａの下りトラフィックデータの送信を開始するように指示する（
ステップＳ２３）。そして、無線基地局２からの上下トラフィック送受信完了通知を待つ
為にタイマ制御部３０５によりタイマＴＢをスタートさせる。
【００８７】
このタイマＴＢがタイムアウトするとハンドオフ処理を停止して移動局Ａの上記ステップ
Ｓ２１の処理を期待して待機する。
【００８８】
無線基地局２は、上記指示を受信すると、移動交換局Ｂからの指示（ステップＳ２４）に
より、移動局Ａの上りトラフィックチャネルの監視する（ステップＳ２５）。
【００８９】
そして、移動局Ａの上りトラフィックチャネルを捕捉できたら、 WTのトラフィックチャネ
ルへ移動局Ａのトラフィックデータの送信を開始し（ステップＳ２６）、上下トラフィッ
ク送受信完了通知を移動交換局に送信する（ステップＳ２７）。
【００９０】
移動交換局Ｂの通信制御部３０３は、上下トラフィック送受信完了通知を受信すると、タ
イマ制御部３０５によりタイマ TBを停止させ、移動局Ａから無線基地局１、無線基地局２
を経由して送信してくるハンドオフ完了通知（ Handoff Completion Message）を待つ（ス
テップＳ２８、Ｓ２８ '）為にタイマ制御部３０５によりタイマ TCをスタートさせる。
【００９１】
このタイマ TCがタイムアウトすると無線基地局２へ現在送信している WTのトラフィックチ
ャネルを停止するように指示を出す。
【００９２】
移動局Ａの CDMA制御部２００は、ソフトハンドオフ先の無線基地局２から WTで下りトラフ
ィックチャネルを受信し、タイマ TAを停止させ、無線基地局１、無線基地局２を経由して
移動交換局へハンドオフ完了通知（ Handoff Completion Message）を送信する（ステップ
Ｓ２８、Ｓ２８ '）。
【００９３】
移動交換局Ａの通信制御部３０３は、ハンドオフ完了通知（ Handoff Completion Message
）を無線基地局１、無線基地局２を経由して受信すると、タイマ TCを停止させる。この様
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にしてハンドオフ動作は完了し、移動局Ａは、無線基地局１，２と通信開始状態となる（
ステップＳ２９）。
【００９４】
図７は、本発明の第３の実施例を説明する概念図である。図２の実施例に対し、図７の実
施例においては、移動交換局Ｂが図８に示すような、移動局と通信中の無線基地局１の周
辺基地局２、Ｍ，Ｎに関する周辺基地局トラフィックチャネル管理テーブル１０１を管理
している。
【００９５】
図８において、無線基地局２が WalshコードＷ 8を移動局（ IMST-S1）との間で、 Walshコー
ドＷ 10を移動局（ IMSI-S2）との間で使用していることを示している。
【００９６】
　図９は、図５に対応する、第３の実施例のシーケンスフロー図である。図９のフローに
従って説明すると、周辺基地局トラフィックチャネル管理テーブル１０１の更新がある毎
に、その内容が隣接下り方向トラフィックチャネルメッセージ（ Neighbor Forward Traff
ic Channel Information Message）に格納され、移動 が通信中の無線基地局から繰り
返し送信される（ステップＳ３０）。
【００９７】
これに対し、移動局Ａは、隣接（この場合、無線基地局２の）下り方向トラフィックチャ
ネルメッセージ（ Neighbor Forward Traffic Channel Information Message）を受信する
と周辺基地局トラフィックチャネル管理テーブル１０１を抜き出しＲＡＭ２２０に書き込
む（ステップＳ３１）。
【００９８】
移動局Ａが、図７に示すように無線基地局１と Wsで通信しながら無線基地局１の無線エリ
アと無線基地局２の無線エリアの境界に近づいた際に、移動局ＡのＣＤＭＡ制御部２００
が、閾値を超える無線基地局２のパイロットチャネル（ Pilot Channel）Ｗ 0を検出する。
この検出が行なわれると、無線基地局２のパイロットチャネル（ Pilot Channel）Ｗ 0の受
信電力値を呼制御部２０１に通知する（ステップＳ３２）。
【００９９】
次に、移動局Ａの呼制御部２０１は、先に書き込んであるＲＡＭ２２０上の周辺基地局ト
ラフィックチャネル管理テーブル１０１に基づき、ソフトハンドオフ先の無線基地局２に
対応するトラフィックチャネル使用情報を取り出す。
【０１００】
このトラフィックチャネル使用情報に基づき、空トラフィックチャネルの Walshコードの
中から他の移動局と使用衝突を避けるために乱数的に選択した空トラフィックチャネルの
Walshコード（以後 WTと記述する）と、無線基地局２のパイロットチャネル（ Pilot Chann
el）の受信電力値と、更に無線基地局２のＩＤをハンドオフ起動要求として下りトラフィ
ックチャネル要求メッセージ（ Forward Traffic Channel Request Message）  に格納して
ＣＤＭＡ制御部２００から上りトラフィックチャネルで無線基地局 1へ送信する（ステッ
プＳ３３）。
【０１０１】
その後 WTの下りトラフィックチャネルの受信要求をＣＤＭＡ制御部２００に通知し、ＣＤ
ＭＡ制御部２００からの WTの下りトラフィックチャネルの受信完了通知（ Base Station A
cknowledgement Order Message）を待つ為の、タイマＴＡをスタートさせる。このタイマ
ＴＡがタイムアウトすると上記ステップＳ３０からの処理をやり直す。
【０１０２】
同時に、移動交換局Ｂの通信制御部３０３は、下り方向トラフィックチャネル要求メッセ
ージ（ Forward Traffic Channel Request Message）を無線基地局 1を経由して受信すると
、その中で指定された WTと無線基地局２の IDをトラフィックチャネル管理部に通知する（
ステップＳ３４）。
【０１０３】
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トラフィックチャネル管理部３０４は、他の移動局が、無線基地局２の WTを既に使用して
いないかどうかを周辺無線基地局トラフィックチャネル管理テーブル１０１で確認する。
使用していないことを確認できた場合は、周辺無線基地局トラフィックチャネル管理テー
ブル１０１上の使用状況のレコードを“使用済み”に、使用移動局レコードを“ IMSI#SA
”に設定した後、更新されたトラフィックチャネル管理テーブル１０１を通信制御部３０
３へ通知する。
【０１０４】
他の移動局が、 WTを既に使用していた場合、現在のトラフィックチャネル管理テーブル１
０１を通信制御部３０３へ通知する。通信制御部３０３は、ハンドオフ先の無線基地局２
へ移動局Ａの上りトラフィックチャネルを捕捉し、 WTで移動局Ａの下りトラフィックデー
タの送信を開始するように指示する（ステップＳ３５）。
【０１０５】
同時に無線基地局２からの上下トラフィック送受信完了通知を待つ為のタイマＴＢをスタ
ートさせる。このタイマＴＢがタイムアウトするとハンドオフ処理を停止して移動局Ａの
上記ステップＳ３１の処理を期待して待機する。
【０１０６】
無線基地局２は、上記指示を受信すると移動局 Aの上りトラフィックチャネルの監視を開
始し、捕捉できたら、 WTのトラフィックチャネルへ移動局 Aのトラフィックデータの送信
を開始し、上下トラフィック送受信完了通知を移動交換局に送信する（ステップＳ３７）
。
【０１０７】
移動交換局Ｂの通信制御部３０３は、上記指示を受信するとタイマＴＢを停止させ、移動
局Ａから無線基地局１、無線基地局２を経由して送信してくるハンドオフ完了メッセージ
（ Handoff Completion Message）（ステップＳ３９，３９ '）を待つ為のタイマＴＣをス
タートさせる。このタイマＴＣがタイムアウトすると無線基地局２へ現在送信している WT
のトラフィックチャネルを停止するように指示を出す（ステップＳ３８）。
【０１０８】
移動局Ａの CDMA制御部２００は、ソフトハンドオフ先の無線基地局から WTで下りトラフィ
ックチャネルを受信したら、タイマＴＡを停止させ、無線基地局１、無線基地局２を経由
して移動交換局へハンドオフ完了メッセージ（ Handoff Completion Message）を送信する
（ステップＳ３９、３９ '）。
【０１０９】
移動交換局Ｂの通信制御部３０３は、ハンドオフ完了メッセージ（ Handoff Completion M
essage）を無線基地局 1、無線基地局２を経由して受信すると、タイマＴＣを停止させる
。ハンドオフ動作は以上で完了となり、移動局Ａは無線基地局１及び無線基地局２と通信
を開始する（ステップＳ４０）。
【０１１０】
　上記第２、第３の実施例では、移動局Ａがソフトハンドオフ 中に図１において説明
した下りトラフィックチャネルでの呼制御メッセージ（ステップＳ６）を受信する必要が
なくなる。
【０１１１】
【発明の効果】
上記の構成により、第１の実施例では送信先の受信状態を電力制御ビットで把握し、受信
状態が悪い時にはシグナリングメッセージの送信を行なわない様にメッセージ送信のタイ
ミングを制御している。これによりメッセージの再送により更に受信雑音を生じさせるよ
うな問題が解消される。
【０１１２】
さらに、第２、第３の実施例では、図１において説明した様な移動局Ａが通信中の無線基
地局１の無線エリア内を移動したときに、ソフトハンドオフを起動する場合の問題が解消
される。
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【０１１３】
したがって、新たに通信を行なう無線基地局２からソフトハンドオフを実行中の移動局Ａ
の受信状態が全く考慮されていない固定的な初期送信電力で送信されるトラフィックチャ
ネルが過剰電力となり、ソフトハンドオフを実行中の移動局Ａにおける下りトラフィック
チャネルの受信電力が低下し、それにより下り通信のエラーレートが悪化する。
【０１１４】
そして、ソフトハンドオフ先の無線基地局２と通信するためのショートコードを伴ったソ
フトハンドオフ指令命令を受信できなくなるという問題を解消できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）方式を利用した移動通信システムにおける従来の
ソフトハンドオフシーケンスを示す図である。
【図２】本発明の第２の実施例を説明する概念図である。
【図３】図２の実施例における移動局Ａの実施例構成を示す図である。
【図４】図２の実施例における移動交換局Ｂの構成例ブロック図である。
【図５】図２のシステムにおけるハンドオフ処理動作を説明するフロー図である。
【図６】トラフィックチャネルの使用を管理する為の上記トラフィックチャネル管理テー
ブル１００の一例である。
【図７】本発明の第３の実施例を説明する概念図である。
【図８】移動局と通信中の無線基地局１の周辺基地局２、Ｍ，Ｎに関する周辺基地局トラ
フィックチャネル管理テーブル１０１の一例を示す図である。
【図９】図５に対応する、第３の実施例のシーケンスフロー図である。
【符号の説明】
Ａ　移動局
Ｂ　移動交換局
１、２無線基地局
１００　トラフィックチャネル管理テーブル
１０１　周辺基地局トラフィックチャネル管理テーブル
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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