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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
移動局と、複数の基地局とを備える移動通信システムであって、
前記移動局は、
それぞれの前記基地局によって報知される当該基地局及び当該基地局の形成するセルを識
別する識別情報を含むセル選択基準信号のうち、当該移動局が接続する基地局を第１の前
記基地局から第２の前記基地局へ切り替えるハンドオーバ時に、当該第１の基地局による
第１の前記セル選択基準信号と、当該第２の基地局による第２の前記セル選択基準信号と
を受信するセル選択基準信号受信手段と、前記セル選択基準信号受信手段によって受信さ
れる前記第１及び第２のセル選択基準信号の受信電力値をそれぞれ計測するセル選択基準
信号受信電力計測手段と、
当該移動局から前記第１及び第２の基地局それぞれへの上り回線の送信電力である第１の
上り回線送信電力値と第２の上り回線送信電力値を取得する上り回線送信電力取得手段と
、
少なくとも前記第１のセル選択基準信号の受信電力値と、前記第１及び第２の上り回線送
信電力値と、前記第１のセル選択基準信号に含まれる第１の前記識別情報とに基づく第１
のセル制御情報を前記第１の基地局に送信すると共に、少なくとも前記第２のセル選択基
準信号の受信電力値と、前記第１及び第２の上り回線送信電力値と、前記第２のセル選択
基準信号に含まれる第２の前記識別情報とに基づく第２のセル制御情報を前記第２の基地
局へ送信するセル制御情報送信手段と
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を備え、
前記基地局は
前記セル選択基準信号を報知するセル選択基準信号報知手段と、
前記移動局の前記セル制御情報送信手段によって自局へ送信される前記セル制御情報を取
得すると共に、当該セル制御情報に基づいて、前記第１及び第２の上り回線送信電力値が
略同一となり、自局が報知する前記セル選択基準信号の前記移動局における受信電力値が
所定の基準電力値と略同一となるように、当該セル制御情報に含まれる前記識別情報によ
って特定される自局が形成する前記セルに前記セル選択基準信号報知手段が報知する前記
セル選択基準信号の電力を制御するセル制御手段と
を備えることを特徴とする移動通信システム。
【請求項２】
前記基地局は、複数のセルを形成し、
前記基地局が備える前記セル選択基準信号報知手段は、当該基地局が形成する各セルに、
当該基地局を識別する基地局識別子と当該セルを識別するセル識別子とを有する前記識別
情報とを含む前記セル選択基準信号を報知することを特徴とする請求項１に記載の移動通
信システム。
【請求項３】
前記移動局が備える前記セル制御情報送信手段は、少なくとも前記第１のセル選択基準信
号の受信電力値と、前記第１及び第２の上り回線送信電力値と、前記第１の識別情報とを
含む前記第１のセル制御情報を前記第１の基地局に送信すると共に、少なくとも前記第２
のセル選択基準信号の受信電力値と、前記第１及び第２の上り回線送信電力値と、前記第
２の識別情報とを含む前記第２のセル制御情報を前記第２の基地局に送信することを特徴
とする請求項１又は２に記載の移動通信システム。
【請求項４】
前記基地局が備える前記セル制御手段は、自局が前記第１または第２の基地局の一方に該
当する場合に、前記移動局の前記セル制御情報送信手段によって送信される前記セル制御
情報に基づいて、
前記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち自局に対する前記上り回線送信電力値が、
前記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち他方の基地局に対する前記上り回線送信電
力値より大きく、自局が送信した前記移動局における前記セル選択基準信号の受信電力値
が前記所定の基準電力値より大きい場合、当該セル制御情報に含まれる前記識別情報によ
って特定される自局が形成する前記セルに前記セル選択基準信号報知手段が報知する前記
セル選択基準信号の電力を所定量減少させ、
前記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち自局に対する前記上り回線送信電力値が、
前記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち他方の基地局に対する前記上り回線送信電
力値より小さく、自局が送信した前記移動局における前記セル選択基準信号の受信電力値
が前記所定の基準電力値以下の場合、当該セル制御情報に含まれる前記識別情報によって
特定される自局が形成する前記セルに前記セル選択基準信号報知手段が報知する前記セル
選択基準信号の電力を所定量増加させる
ことを特徴とする請求項３に記載の移動通信システム。
【請求項５】
前記移動局が備える前記セル制御情報送信手段は、少なくとも前記所定の基準電力値と前
記第１のセル選択基準信号の受信電力値との差である第１の受信電力値差と、前記第１及
び第２の上り回線送信電力値の差と、前記第１の識別情報とを含む前記第１のセル制御情
報を前記第１の基地局へ送信すると共に、前記所定の基準電力値と前記第２のセル選択基
準信号の受信電力値との差である第２の受信電力値差と、前記第１及び第２の上り回線送
信電力値の差と、前記第２の識別情報とを含む前記第２のセル制御情報を前記第２の基地
局へ送信し、
前記基地局が備える前記セル制御手段は、自局が前記第１または第２の基地局の一方に該
当する場合に、前記移動局の前記セル制御情報送信手段によって送信される前記セル制御
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情報に基づいて、前記第１及び第２の上り回線送信電力値の差が第１の所定範囲に含まれ
、自局が報知した前記移動局における前記セル選択基準信号の受信電力値と前記所定の基
準電力値との差からなる前記受信電力値差が、第２の所定範囲に含まれるよう、前記セル
制御情報に含まれる前記識別情報によって特定される自局が形成する前記セルに前記セル
選択基準信号報知手段が報知する前記セル選択基準信号の電力を制御する
ことを特徴とする請求項１及び２に記載の移動通信システム。
【請求項６】
前記基地局が備える前記セル制御手段は、自局が前記第１または第２の基地局の一方に該
当する場合に、前記移動局の前記セル制御情報送信手段によって送信される前記セル制御
情報を取得し、
前記セル制御情報に含まれる前記第１及び第２の上り回線送信電力値差に基づいて、自局
に対する前記上り回線送信電力値が、前記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち他方
の基地局に対する前記上り回線送信電力値より大きく、前記セル制御情報に含まれる前記
受信電力値差に基づいて、自局が送信した前記移動局における前記セル選択基準信号の受
信電力値が前記所定の基準電力値より大きいと判断する場合に、前記セル制御情報に含ま
れる前記識別情報によって特定される自局が形成する前記セルに前記セル選択基準信号報
知手段が報知する前記セル選択基準信号の電力を所定量減少させ、
前記セル制御情報に含まれる前記第１及び第２の上り回線送信電力値差に基づいて、自局
に対する前記上り回線送信電力値が、前記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち他方
の基地局に対する上り回線送信電力値より小さく、前記セル制御情報に含まれる前記受信
電力値差に基づいて、自局が送信した前記移動局における前記セル選択基準信号の受信電
力値が前記所定の基準電力値以下と判断する場合に、前記セル制御情報に含まれる前記識
別情報によって特定される自局が形成する前記セルに前記セル選択基準信号報知手段が報
知する前記セル選択基準信号の電力を所定量増加させる
ことを特徴とする請求項５に記載の移動通信システム。
【請求項７】
前記移動局が備える前記セル制御情報送信手段は、少なくとも前記所定の基準電力値と前
記第１のセル選択基準信号の受信電力値との比である第１の受信電力値比と、前記第１及
び第２の上り回線送信電力値の比と、前記第１の識別情報とを含む前記第１のセル制御情
報を前記第１の基地局へ送信すると共に、前記所定の基準電力値と前記第２のセル選択基
準信号の受信電力値との差である第２の受信電力値比と、前記第１及び第２の上り回線送
信電力値の比と、前記第２の識別情報とを含む前記第２のセル制御情報を前記第２の基地
局へ送信し、
前記基地局が備える前記セル制御手段は、自局が前記第１または第２の基地局の一方に該
当する場合に、前記移動局の前記セル制御情報送信手段によって送信される前記セル制御
情報に基づいて、前記第１及び第２の上り回線送信電力値の差が第１の所定範囲に含まれ
、自局が報知した前記移動局における前記セル選択基準信号の受信電力値と前記所定の基
準電力値との比からなる前記受信電力値差が、第２の所定範囲に含まれるよう、前記セル
制御情報に含まれる前記識別情報によって特定される自局が形成する前記セルに前記セル
選択基準信号報知手段が報知する前記セル選択基準信号の電力を制御する
ことを特徴とする請求項１及び２に記載の移動通信システム。
【請求項８】
前記基地局が備える前記セル制御手段は、自局が前記第１または第２の基地局の一方に該
当する場合に、前記移動局の前記セル制御情報送信手段によって送信される前記セル制御
情報を取得し、
前記セル制御情報に含まれる前記第１及び第２の上り回線送信電力値比に基づいて、自局
に対する前記上り回線送信電力値が、前記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち他方
の基地局に対する前記上り回線送信電力値より大きく、前記セル制御情報に含まれる前記
受信電力値比に基づいて、自局が送信した前記移動局における前記セル選択基準信号の受
信電力値が前記所定の基準電力値より大きいと判断する場合に、前記セル制御情報に含ま
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れる前記識別情報によって特定される自局が形成する前記セルに前記セル選択基準信号報
知手段が報知する前記セル選択基準信号の電力を所定量減少させ、
前記セル制御情報に含まれる前記第１及び第２の上り回線送信電力値比に基づいて、自局
に対する前記上り回線送信電力値が、前記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち他方
の基地局に対する上り回線送信電力値より小さく、前記セル制御情報に含まれる前記受信
電力値比に基づいて、自局が送信した前記移動局における前記セル選択基準信号の受信電
力値が前記所定の基準電力値以下と判断する場合に、前記セル制御情報に含まれる前記識
別情報によって特定される自局が形成する前記セルに前記セル選択基準信号報知手段が報
知する前記セル選択基準信号の電力を所定量増加させる
ことを特徴とする請求項７に記載の移動通信システム。
【請求項９】
前記移動局が備える前記セル制御情報送信手段は、前記第１の基地局または第２の基地局
の一方の基地局が送信した前記セル選択基準信号の受信電力値が前記所定の基準電力値よ
り大きく、前記一方の基地局に対する前記上り回線送信電力値が、前記第１の基地局また
は第２の基地局の他方の基地局に対する前記上り回線送信電力値より大きい場合に、前記
一方の基地局が送信した前記セル選択基準信号に含まれる前記識別情報によって特定され
る当該一方の基地局が形成する前記セルのサイズを縮小する旨を要求するセル変更情報を
、前記一方の基地局が送信した前記セル選択基準信号に含まれる前記識別情報に対応付け
た前記セル制御情報を前記一方の基地局に送信し、前記一方の基地局が送信した前記セル
選択基準信号の受信電力値が前記所定の基準電力値より小さく、前記一方の基地局に対す
る前記上り回線送信電力値が、前記他方の基地局に対する前記上り回線送信電力値以下の
場合に、前記一方の基地局が送信した前記セル選択基準信号に含まれる前記識別情報によ
って特定される当該一方の基地局が形成する前記セルのサイズを拡大する旨を要求するセ
ル変更情報を、前記一方の基地局が送信した前記セル選択基準信号に含まれる前記識別情
報に対応付けた前記セル制御情報を前記一方の基地局に送信し、
前記複数の基地局それぞれが備える前記セル制御手段は、自局が前記第１または第２の基
地局の一方に該当する場合に、前記移動局の前記セル制御情報送信手段によって送信され
る前記セル制御情報を取得すると共に、当該セル制御情報に含まれる前記セル変更情報が
セルのサイズを縮小する旨を示す場合に、前記セル制御情報に含まれる前記識別情報によ
って特定される自局が形成する前記セルに前記セル選択基準信号報知手段が報知する前記
セル選択基準信号の電力を所定量減少させ、一方、前記セル制御情報に含まれる前記セル
変更情報がセルのサイズを拡大する旨を示す場合に、前記セル制御情報に含まれる前記識
別情報によって特定される自局が形成する前記セルに前記セル選択基準信号報知手段が報
知する前記セル選択基準信号の電力を、所定量増加させることを特徴とする請求項１又は
２に記載の移動通信システム。
【請求項１０】
複数の基地局を備える移動通信システムにおける前記基地局であって、
当該基地局及び当該基地局の形成するセルを識別する識別情報を含むセル選択基準信号を
報知するセル選択基準信号報知手段と、
ハンドオーバ時の前後に移動局によって接続される第１の前記基地局と第２の前記基地局
の一方に自局が該当する場合に、前記移動局によって前記第１の基地局へ送信される、前
記第１の基地局が報知した当該移動局におけるセル選択基準信号の受信電力値と、前記移
動局から第１及び第２の基地局それぞれへの第１及び第２の上り回線送信電力値と、前記
第１のセル選択基準信号に含まれる第１の前記識別情報とに少なくとも基づく第１のセル
制御情報と、前記移動局によって前記第２の基地局へ送信される、前記第２の基地局が報
知した当該移動局におけるセル選択基準信号の受信電力値と、前記第１及び第２の上り回
線送信電力値と、前記第２のセル選択基準信号に含まれる第２の前記識別情報とに少なく
とも基づく第２のセル制御情報と、のうち一方の前記セル制御情報を取得し、当該一方の
セル制御情報に基づいて、前記第１及び第２の上り回線送信電力値が略同一となり、自局
が報知する前記セル選択基準信号の前記移動局における受信電力値が所定の基準電力値と
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略同一となるように、当該一方のセル制御情報に含まれる前記識別情報によって特定され
る自局が形成する前記セルに前記セル選択基準信号報知手段が報知する前記セル選択基準
信号の電力を制御するセル制御手段と
を備えることを特徴とする基地局。
【請求項１１】
前記基地局は、複数のセルを形成し、
前記基地局が備える前記セル選択基準信号報知手段は、当該基地局が形成する各セルに、
当該基地局を識別する基地局識別子と当該セルを識別するセル識別子とを有する前記識別
情報を含む前記セル選択基準信号を報知することを特徴とする請求項１０に記載の基地局
。
【請求項１２】
前記セル制御手段は、自局が前記第１または第２の基地局の一方に該当する場合に、前記
移動局によって前記第１の基地局へ送信される、少なくとも前記第１のセル選択基準信号
の受信電力値と、前記第１及び第２の上り回線送信電力値と、前記第１の識別情報とを含
む前記第１のセル制御情報と、前記移動局によって前記第２の基地局へ送信される、少な
くとも前記第２のセル選択基準信号の受信電力値と、前記第１及び第２の上り回線送信電
力値と、前記第２の識別情報とを含む前記第２のセル制御情報と、のうち一方の前記セル
制御情報を取得することを特徴とする請求項１０又は１１に記載の基地局。
【請求項１３】
前記セル制御手段は、自局が前記第１または第２の基地局の一方に該当する場合に、前記
移動局によって送信される前記セル制御情報に基づいて、
前記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち自局に対する前記上り回線送信電力値が、
前記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち他方の基地局に対する前記上り回線送信電
力値より大きく、自局が送信した前記移動局における前記セル選択基準信号の受信電力値
が前記所定の基準電力値より大きい場合、当該セル制御情報に含まれる前記識別情報によ
って特定される自局が形成する前記セルに前記セル選択基準信号報知手段が報知する前記
セル選択基準信号の電力を所定量減少させ、
前記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち自局に対する前記上り回線送信電力値が、
前記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち他方の基地局に対する前記上り回線送信電
力値より小さく、自局が送信した前記移動局における前記セル選択基準信号の受信電力値
が前記所定の基準電力値以下の場合、当該セル制御情報に含まれる前記識別情報によって
特定される自局が形成する前記セルに前記セル選択基準信号報知手段が報知する前記セル
選択基準信号の電力を所定量増加させる
ことを特徴とする請求項１２に記載の基地局。
【請求項１４】
前記セル制御手段は、前記移動局によって前記第１の基地局へ送信される、少なくとも前
記所定の基準電力値と前記第１のセル選択基準信号の受信電力値との差である第１の受信
電力値差と、前記第１及び第２の上り回線送信電力値の差と、前記第１の識別情報とを含
む前記第１のセル制御情報と、前記移動局によって前記第２の基地局へ送信される、少な
くとも前記所定の基準電力値と前記第２のセル選択基準信号の受信電力値との差である第
２の受信電力値差と、前記第１及び第２の上り回線送信電力値の差と、前記第２の識別情
報とを含む前記第２のセル制御情報と、のうち一方の前記セル制御情報を取得することを
特徴とする請求項１０又は１１に記載の基地局。
【請求項１５】
前記セル制御手段は、自局が前記第１または第２の基地局の一方に該当する場合に、前記
移動局の前記セル制御情報送信手段によって送信される前記セル制御情報を取得し、
前記セル制御情報に含まれる前記第１及び第２の上り回線送信電力値差に基づいて、自局
に対する前記上り回線送信電力値が、前記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち他方
の基地局に対する前記上り回線送信電力値より大きく、前記セル制御情報に含まれる前記
受信電力値差に基づいて、自局が送信した前記移動局における前記セル選択基準信号の受
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信電力値が前記所定の基準電力値より大きいと判断する場合に、前記セル制御情報に含ま
れる前記識別情報によって特定される自局が形成する前記セルに前記セル選択基準信号報
知手段が報知する前記セル選択基準信号の電力を所定量減少させ、
前記セル制御情報に含まれる前記第１及び第２の上り回線送信電力値差に基づいて、自局
に対する前記上り回線送信電力値が、前記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち他方
の基地局に対する上り回線送信電力値より小さく、前記セル制御情報に含まれる前記受信
電力値差に基づいて、自局が送信した前記移動局における前記セル選択基準信号の受信電
力値が前記所定の基準電力値以下と判断する場合に、前記セル制御情報に含まれる前記識
別情報によって特定される自局が形成する前記セルに前記セル選択基準信号報知手段が報
知する前記セル選択基準信号の電力を所定量増加させる
ことを特徴とする請求項１４に記載の基地局。
【請求項１６】
前記セル制御手段は、前記移動局によって前記第１の基地局へ送信される、少なくとも前
記所定の基準電力値と前記第１のセル選択基準信号の受信電力値との比である第１の受信
電力値比と、前記第１及び第２の上り回線送信電力値の比と、前記第１の識別情報とを含
む前記第１のセル制御情報と、前記移動局によって前記第２の基地局へ送信される、少な
くとも前記所定の基準電力値と前記第２のセル選択基準信号の受信電力値との比である第
２の受信電力値比と、前記第１及び第２の上り回線送信電力値の比と、前記第２の識別情
報とを含む前記第２のセル制御情報と、のうち一方の前記セル制御情報を取得することを
特徴とする請求項１０又は１１に記載の基地局。
【請求項１７】
前記セル制御手段は、自局が前記第１または第２の基地局の一方に該当する場合に、前記
移動局の前記セル制御情報送信手段によって送信される前記セル制御情報を取得し、
前記セル制御情報に含まれる前記第１及び第２の上り回線送信電力値比に基づいて、自局
に対する前記上り回線送信電力値が、前記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち他方
の基地局に対する前記上り回線送信電力値より大きく、前記セル制御情報に含まれる前記
受信電力値比に基づいて、自局が送信した前記移動局における前記セル選択基準信号の受
信電力値が前記所定の基準電力値より大きいと判断する場合に、前記セル制御情報に含ま
れる前記識別情報によって特定される自局が形成する前記セルに前記セル選択基準信号報
知手段が報知する前記セル選択基準信号の電力を所定量減少させ、
前記セル制御情報に含まれる前記第１及び第２の上り回線送信電力値比に基づいて、自局
に対する前記上り回線送信電力値が、前記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち他方
の基地局に対する上り回線送信電力値より小さく、前記セル制御情報に含まれる前記受信
電力値比に基づいて、自局が送信した前記移動局における前記セル選択基準信号の受信電
力値が前記所定の基準電力値以下と判断する場合に、前記セル制御情報に含まれる前記識
別情報によって特定される自局が形成する前記セルに前記セル選択基準信号報知手段が報
知する前記セル選択基準信号の電力を所定量増加させる
ことを特徴とする請求項１６に記載の基地局。
【請求項１８】
前記セル制御手段は、自局が前記第１または第２の基地局の一方に該当する場合に、自局
が送信した前記移動局における前記セル選択基準信号の受信電力値が前記所定の基準電力
値より大きく、自局に対する前記移動局からの前記上り回線送信電力値が、前記第１の基
地局または第２の基地局の他方の基地局に対する前記上り回線送信電力値より大きい場合
に、前記移動局によって送信される、自局が送信した前記セル選択基準信号に含まれる前
記識別情報によって特定される自局が形成する前記セルのサイズを縮小する旨を要求する
セル変更情報と、当該セル変更情報に対応付けられた自局が送信した前記セル選択基準信
号に含まれる前記識別情報とを含む前記セル制御情報を取得し、自局が送信した前記移動
局における前記セル選択基準信号の受信電力値が前記所定の基準電力値より小さく、自局
に対する前記移動局からの前記上り回線送信電力値が、前記第１の基地局または第２の基
地局の他方の基地局に対する前記上り回線送信電力値以下の場合に、前記移動局によって
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送信される、自局が送信した前記セル選択基準信号に含まれる前記識別情報によって特定
される自局が形成する前記セルのサイズを拡大する旨を要求するセル変更情報と、当該セ
ル変更情報に対応付けられた自局が送信した前記セル選択基準信号に含まれる前記識別情
報とを含む前記セル制御情報を取得し、
前記セル制御情報に含まれる前記セル変更情報がセルのサイズを縮小する旨を示す場合に
、前記セル制御情報に含まれる前記識別情報によって特定される自局が形成する前記セル
に前記セル選択基準信号報知手段が報知する前記セル選択基準信号の電力を所定量減少さ
せ、一方、前記セル制御情報に含まれる前記セル変更情報がセルのサイズを拡大する旨を
示す場合に、前記セル制御情報に含まれる前記識別情報によって特定される自局が形成す
る前記セルに前記セル選択基準信号報知手段が報知する前記セル選択基準信号の電力を所
定量増加させることを特徴とする請求項１０又は１１に記載の基地局。
【請求項１９】
移動局と、複数の基地局とを備える移動通信システムにおける前記移動局であって、
それぞれの前記基地局によって報知される当該基地局及び当該基地局の形成するセルを識
別する識別情報を含むセル選択基準信号のうち、当該移動局が接続する基地局を第１の前
記基地局から第２の前記基地局へ切り替えるハンドオーバ時に、当該第１の基地局による
第１の前記セル選択基準信号と、当該第２の基地局による第２の前記セル選択基準信号と
を受信するセル選択基準信号受信手段と、前記セル選択基準信号受信手段によって受信さ
れる前記第１及び第２のセル選択基準信号の受信電力値をそれぞれ計測するセル選択基準
信号受信電力計測手段と、
当該移動局から前記第１及び第２の基地局それぞれへの上り回線の送信電力である第１の
上り回線送信電力値と第２の上り回線送信電力値を取得する上り回線送信電力取得手段と
、
少なくとも前記第１のセル選択基準信号の受信電力値と、前記第１及び第２の上り回線送
信電力値と、前記第１のセル選択基準信号に含まれる第１の前記識別情報とに基づく第１
のセル制御情報を前記第１の基地局に送信すると共に、少なくとも前記第２のセル選択基
準信号の受信電力値と、前記第１及び第２の上り回線送信電力値と、前記第２のセル選択
基準信号に含まれる第２の前記識別情報とに基づく第２のセル制御情報を前記第２の基地
局へ送信するセル制御情報送信手段と
を備えることを特徴とする移動局。
【請求項２０】
前記セル制御情報送信手段は、少なくとも前記第１のセル選択基準信号の受信電力値と、
前記第１及び第２の上り回線送信電力値と、前記第１の識別情報とを含む前記第１のセル
制御情報を前記第１の基地局に送信すると共に、少なくとも前記第２のセル選択基準信号
の受信電力値と、前記第１及び第２の上り回線送信電力値と、前記第２の識別情報とを含
む前記第２のセル制御情報を前記第２の基地局に送信することを特徴とする請求項１９に
記載の移動局。
【請求項２１】
前記セル制御情報送信手段は、少なくとも前記所定の基準電力値と前記第１のセル選択基
準信号の受信電力値との差である第１の受信電力値差と、前記第１及び第２の上り回線送
信電力値の差と、前記第１の識別情報とを含む前記第１のセル制御情報を前記第１の基地
局へ送信すると共に、前記所定の基準電力値と前記第２のセル選択基準信号の受信電力値
との差である第２の受信電力値差と、前記第１及び第２の上り回線送信電力値の差と、前
記第２の識別情報とを含む前記第２のセル制御情報を前記第２の基地局へ送信することを
特徴とする請求項１９に記載の移動局。
【請求項２２】
前記セル制御情報送信手段は、少なくとも前記所定の基準電力値と前記第１のセル選択基
準信号の受信電力値との比である第１の受信電力値比と、前記第１及び第２の上り回線送
信電力値の比と、前記第１の識別情報とを含む前記第１のセル制御情報を前記第１の基地
局へ送信すると共に、前記所定の基準電力値と前記第２のセル選択基準信号の受信電力値
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との差である第２の受信電力値比と、前記第１及び第２の上り回線送信電力値の比と、前
記第２の識別情報とを含む前記第２のセル制御情報を前記第２の基地局へ送信することを
特徴とする請求項１９に記載の移動局。
【請求項２３】
前記セル制御情報送信手段は、前記第１の基地局または第２の基地局の一方の基地局が送
信した前記セル選択基準信号の受信電力値が前記所定の基準電力値より大きく、前記一方
の基地局に対する前記上り回線送信電力値が、前記第１の基地局または第２の基地局の他
方の基地局に対する前記上り回線送信電力値より大きい場合に、前記一方の基地局が送信
した前記セル選択基準信号に含まれる前記識別情報によって特定される当該一方の基地局
が形成する前記セルのサイズを縮小する旨を要求するセル変更情報を、前記一方の基地局
が送信した前記セル選択基準信号に含まれる前記識別情報に対応付けた前記セル制御情報
を前記一方の基地局に送信し、前記一方の基地局が送信した前記セル選択基準信号の受信
電力値が前記所定の基準電力値より小さく、前記一方の基地局に対する前記上り回線送信
電力値が、前記他方の基地局に対する前記上り回線送信電力値以下の場合に、前記一方の
基地局が送信した前記セル選択基準信号に含まれる前記識別情報によって特定される当該
一方の基地局が形成する前記セルのサイズを拡大する旨を要求するセル変更情報を、前記
一方の基地局が送信した前記セル選択基準信号に含まれる前記識別情報に対応付けた前記
セル制御情報を前記一方の基地局に送信することを特徴とする請求項１９に記載の移動局
。
【請求項２４】
複数の基地局それぞれが形成するセルを制御するセル制御方法であって、
前記各基地局が備えるセル選択基準信号報知手段が、当該基地局及び当該基地局の形成す
るセルを識別する識別情報を含むセル選択基準信号を報知するセル選択基準信号報知ステ
ップと、
移動局が備えるセル選択基準信号受信手段が、それぞれの基地局によって報知される当該
基地局及び当該基地局の形成するセルを識別する識別情報を含むセル選択基準信号のうち
、当該移動局が接続する基地局を第１の前記基地局から第２の前記基地局へ切り替えるハ
ンドオーバ時に、当該第１の基地局による第１の前記セル選択基準信号と、当該第２の基
地局による第２の前記セル選択基準信号とを受信するセル選択基準信号受信ステップと、
前記移動局が備えるセル選択基準信号受信電力計測手段が、前記セル選択基準信号受信手
段によって受信される前記第１及び第２のセル選択基準信号の受信電力値をそれぞれ計測
するセル選択基準信号受信電力計測ステップと、
前記移動局が備える上り回線送信電力取得手段が、セル当該移動局から前記第１及び第２
の基地局それぞれへの上り回線の送信電力である第１の上り回線送信電力値と第２の上り
回線送信電力値を取得する上り回線送信電力取得ステップと、
前記移動局が備えるセル制御情報送信手段が、少なくとも前記第１のセル選択基準信号の
受信電力値と、前記第１及び第２の上り回線送信電力値と、前記第１のセル選択基準信号
に含まれる第１の前記識別情報とに基づく第１のセル制御情報を前記第１の基地局に送信
すると共に、少なくとも前記第２のセル選択基準信号の受信電力値と、前記第１及び第２
の上り回線送信電力値と、前記第２のセル選択基準信号に含まれる第２の前記識別情報と
に基づく第２のセル制御情報を前記第２の基地局へ送信するセル制御情報送信ステップと
、
前記基地局が備えるセル制御手段が、前記移動局の前記セル制御情報送信手段によって自
局へ送信される前記セル制御情報を取得すると共に、当該セル制御情報に基づいて、前記
第１及び第２の上り回線送信電力値が略同一となり、自局が報知する前記セル選択基準信
号の前記移動局における受信電力値が所定の基準電力値と略同一となるように、当該セル
制御情報に含まれる前記識別情報によって特定される自局が形成する前記セルに前記セル
選択基準信号報知手段が報知する前記セル選択基準信号の電力を制御するセル制御ステッ
プと
を備えることを特徴とするセル制御方法。
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【請求項２５】
前記基地局は、複数のセルを形成し、
前記セル選択基準信号報知ステップにおいて、前記基地局が備える前記セル選択基準信号
報知手段は、当該基地局が形成する各セルに、当該基地局を識別する基地局識別子と当該
セルを識別するセル識別子とを有する前記識別情報を含む前記セル選択基準信号を報知す
ることを特徴とする請求項２４に記載のセル制御方法。
【請求項２６】
前記セル制御情報送信ステップにおいて、前記移動局が備える前記セル制御情報送信手段
は、少なくとも前記第１のセル選択基準信号の受信電力値と、前記第１及び第２の上り回
線送信電力値と、前記第１の識別情報とを含む前記第１のセル制御情報を前記第１の基地
局に送信すると共に、少なくとも前記第２のセル選択基準信号の受信電力値と、前記第１
及び第２の上り回線送信電力値と、前記第２の識別情報とを含む前記第２のセル制御情報
を前記第２の基地局に送信することを特徴とする請求項２４又は２５に記載のセル制御方
法。
【請求項２７】
前記セル制御ステップにおいて、前記基地局が備える前記セル制御手段は、自局が前記第
１または第２の基地局の一方に該当する場合に、前記移動局の前記セル制御情報送信手段
によって送信される前記セル制御情報に基づいて、
前記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち自局に対する前記上り回線送信電力値が、
前記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち他方の基地局に対する前記上り回線送信電
力値より大きく、自局が送信した前記移動局における前記セル選択基準信号の受信電力値
が前記所定の基準電力値より大きい場合、当該セル制御情報に含まれる前記識別情報によ
って特定される自局が形成する前記セルに前記セル選択基準信号報知手段が報知する前記
セル選択基準信号の電力を所定量減少させ、
前記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち自局に対する前記上り回線送信電力値が、
前記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち他方の基地局に対する前記上り回線送信電
力値より小さく、自局が送信した前記移動局における前記セル選択基準信号の受信電力値
が前記所定の基準電力値以下の場合、当該セル制御情報に含まれる前記識別情報によって
特定される自局が形成する前記セルに前記セル選択基準信号報知手段が報知する前記セル
選択基準信号の電力を所定量増加させる
ことを特徴とする請求項２６に記載のセル制御方法。
【請求項２８】
前記セル制御情報送信ステップにおいて、前記移動局が備える前記セル制御情報送信手段
は、少なくとも前記所定の基準電力値と前記第１のセル選択基準信号の受信電力値との差
である第１の受信電力値差と、前記第１及び第２の上り回線送信電力値の差と、前記第１
の識別情報とを含む前記第１のセル制御情報を前記第１の基地局へ送信すると共に、前記
所定の基準電力値と前記第２のセル選択基準信号の受信電力値との差である第２の受信電
力値差と、前記第１及び第２の上り回線送信電力値の差と、前記第２の識別情報とを含む
前記第２のセル制御情報を前記第２の基地局へ送信し、
前記セル制御ステップにおいて、前記基地局が備える前記セル制御手段は、自局が前記第
１または第２の基地局の一方に該当する場合に、前記移動局の前記セル制御情報送信手段
によって送信される前記セル制御情報に基づいて、前記第１及び第２の上り回線送信電力
値の差が第１の所定範囲に含まれ、自局が報知した前記移動局における前記セル選択基準
信号の受信電力値と前記所定の基準電力値との差からなる前記受信電力値差が、第２の所
定範囲に含まれるよう、前記セル制御情報に含まれる前記識別情報によって特定される自
局が形成する前記セルに前記セル選択基準信号報知手段が報知する前記セル選択基準信号
の電力を制御する
ことを特徴とする請求項２４又は２５に記載のセル制御方法。
【請求項２９】
前記セル制御ステップにおいて、前記基地局が備える前記セル制御手段は、自局が前記第
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１または第２の基地局の一方に該当する場合に、前記移動局の前記セル制御情報送信手段
によって送信される前記セル制御情報を取得し、
前記セル制御情報に含まれる前記第１及び第２の上り回線送信電力値差に基づいて、自局
に対する前記上り回線送信電力値が、前記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち他方
の基地局に対する前記上り回線送信電力値より大きく、前記セル制御情報に含まれる前記
受信電力値差に基づいて、自局が送信した前記移動局における前記セル選択基準信号の受
信電力値が前記所定の基準電力値より大きいと判断する場合に、前記セル制御情報に含ま
れる前記識別情報によって特定される自局が形成する前記セルに前記セル選択基準信号報
知手段が報知する前記セル選択基準信号の電力を所定量減少させ、
前記セル制御情報に含まれる前記第１及び第２の上り回線送信電力値差に基づいて、自局
に対する前記上り回線送信電力値が、前記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち他方
の基地局に対する上り回線送信電力値より小さく、前記セル制御情報に含まれる前記受信
電力値差に基づいて、自局が送信した前記移動局における前記セル選択基準信号の受信電
力値が前記所定の基準電力値以下と判断する場合に、前記セル制御情報に含まれる前記識
別情報によって特定される自局が形成する前記セルに前記セル選択基準信号報知手段が報
知する前記セル選択基準信号の電力を所定量増加させる
ことを特徴とする請求項２８に記載のセル制御方法。
【請求項３０】
前記セル制御情報送信ステップにおいて、前記移動局が備える前記セル制御情報送信手段
は、少なくとも前記所定の基準電力値と前記第１のセル選択基準信号の受信電力値との比
である第１の受信電力値比と、前記第１及び第２の上り回線送信電力値の比と、前記第１
の識別情報とを含む前記第１のセル制御情報を前記第１の基地局へ送信すると共に、前記
所定の基準電力値と前記第２のセル選択基準信号の受信電力値との差である第２の受信電
力値比と、前記第１及び第２の上り回線送信電力値の比と、前記第２の識別情報とを含む
前記第２のセル制御情報を前記第２の基地局へ送信し、
前記セル制御ステップにおいて、前記基地局が備える前記セル制御手段は、自局が前記第
１または第２の基地局の一方に該当する場合に、前記移動局の前記セル制御情報送信手段
によって送信される前記セル制御情報に基づいて、前記第１及び第２の上り回線送信電力
値の差が第１の所定範囲に含まれ、自局が報知した前記移動局における前記セル選択基準
信号の受信電力値と前記所定の基準電力値との比からなる前記受信電力値差が、第２の所
定範囲に含まれるよう、前記セル制御情報に含まれる前記識別情報によって特定される自
局が形成する前記セルに前記セル選択基準信号報知手段が報知する前記セル選択基準信号
の電力を制御する
ことを特徴とする請求項２４及び２５に記載のセル制御方法。
【請求項３１】
前記セル制御ステップにおいて、前記基地局が備える前記セル制御手段は、自局が前記第
１または第２の基地局の一方に該当する場合に、前記移動局の前記セル制御情報送信手段
によって送信される前記セル制御情報を取得し、
前記セル制御情報に含まれる前記第１及び第２の上り回線送信電力値比に基づいて、自局
に対する前記上り回線送信電力値が、前記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち他方
の基地局に対する前記上り回線送信電力値より大きく、前記セル制御情報に含まれる前記
受信電力値比に基づいて、自局が送信した前記移動局における前記セル選択基準信号の受
信電力値が前記所定の基準電力値より大きいと判断する場合に、前記セル制御情報に含ま
れる前記識別情報によって特定される自局が形成する前記セルに前記セル選択基準信号報
知手段が報知する前記セル選択基準信号の電力を所定量減少させ、
前記セル制御情報に含まれる前記第１及び第２の上り回線送信電力値比に基づいて、自局
に対する前記上り回線送信電力値が、前記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち他方
の基地局に対する上り回線送信電力値より小さく、前記セル制御情報に含まれる前記受信
電力値比に基づいて、自局が送信した前記移動局における前記セル選択基準信号の受信電
力値が前記所定の基準電力値より以下と判断する場合に、前記セル制御情報に含まれる前
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記識別情報によって特定される自局が形成する前記セルに前記セル選択基準信号報知手段
が報知する前記セル選択基準信号の電力を所定量増加させる
ことを特徴とする請求項３０に記載のセル制御方法。
【請求項３２】
前記セル制御情報送信ステップにおいて、前記移動局が備える前記セル制御情報送信手段
は、前記第１の基地局または第２の基地局の一方の基地局が送信した前記セル選択基準信
号の受信電力値が前記所定の基準電力値より大きく、前記一方の基地局に対する前記上り
回線送信電力値が、前記第１の基地局または第２の基地局の他方の基地局に対する前記上
り回線送信電力値より大きい場合に、前記一方の基地局が送信した前記セル選択基準信号
に含まれる前記識別情報によって特定される当該一方の基地局が形成する前記セルのサイ
ズを縮小する旨を要求するセル変更情報を、前記一方の基地局が送信した前記セル選択基
準信号に含まれる前記識別情報に対応付けた前記セル制御情報を前記一方の基地局に送信
し、前記一方の基地局が送信した前記セル選択基準信号の受信電力値が前記所定の基準電
力値より小さく、前記一方の基地局に対する前記上り回線送信電力値が、前記他方の基地
局に対する前記上り回線送信電力値以下の場合に、前記一方の基地局が送信した前記セル
選択基準信号に含まれる前記識別情報によって特定される当該一方の基地局が形成する前
記セルのサイズを拡大する旨を要求するセル変更情報を、前記一方の基地局が送信した前
記セル選択基準信号に含まれる前記識別情報に対応付けた前記セル制御情報を前記一方の
基地局に送信し、
前記セル制御ステップにおいて、前記複数の基地局それぞれが備える前記セル制御手段は
、自局が前記第１または第２の基地局の一方に該当する場合に、前記移動局の前記セル制
御情報送信手段によって送信される前記セル制御情報を取得すると共に、当該セル制御情
報に含まれる前記セル変更情報がセルのサイズを縮小する旨を示す場合に、前記セル制御
情報に含まれる前記識別情報によって特定される自局が形成する前記セルに前記セル選択
基準信号報知手段が報知する前記セル選択基準信号の電力を所定量減少させ、一方、前記
セル制御情報に含まれる前記セル変更情報がセルのサイズを拡大する旨を示す場合に、前
記セル制御情報に含まれる前記識別情報によって特定される自局が形成する前記セルに前
記セル選択基準信号報知手段が報知する前記セル選択基準信号の電力を、所定量増加させ
ることを特徴とする請求項２４又は２５に記載のセル制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、移動通信システムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
移動通信システムは、複数の基地局がそれぞれセル選択基準信号を報知することによって
セルを形成している。また、それぞれの基地局は指向性をもつセル選択基準信号を複数の
方向に報知することによって、複数のセクタセル（本明細書では、セクタセルも「セル」
と呼ぶ）を形成する場合もある。これらのセルのサイズは、基地局によって送信されるセ
ル選択基準信号の送信電力によって決定されるものであり、セル選択基準信号を所定の電
力値で受信できるエリアの大きさが、セルのサイズとなる。そして、移動局は最大の強度
のセル選択基準信号を受信できる基地局に接続することによって通信を行なう。このよう
な移動通信システムに新たに基地局が配置される場合、この新たな基地局は、隣接する基
地局から送信されるセル選択基準信号の送信電力値の通知を、この隣接する基地局から受
けると共に、隣接する基地局から送信されるセル選択基準信号の受信電力値を計測する。
そして、この新たな基地局は、隣接する基地局から送信されるセル選択基準信号の送信電
力値と受信電力値から、セル選択基準信号の伝搬ロスを計算することによって、隣接する
基地局のセルの境界を見積もり、見積もった隣接する基地局のセルの境界に応じて、自局
が報知するセル選択基準信号の送信電力値を制御することによって、自局が形成するセル
のサイズを自律的に調整している（例えば、非特許文献１）。
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【０００３】
【非特許文献１】
藤部秀樹他、「基地局配置に基づいた自律セル形成法の提案」、電子情報通信学会総合大
会、Ｂ－５－７０、２００２年３月、ｐ．５２０
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述したように基地局が新たに配置される場合、隣接する基地局が既に形
成しているセルの境界に応じて、新たに配置される基地局のセルのサイズが決定されるた
め、それぞれの基地局が形成するセルのサイズが異なることとなる。ここで、大きいサイ
ズのセルを形成する基地局と、これに隣接する小さいサイズのセルを形成する基地局のそ
れぞれによって形成されるセルが、それぞれの境界で重複しているとする。このようにセ
ルが重複している位置に移動局が存在して、大きいサイズのセルをもつ基地局に接続して
いる場合、移動局からその基地局への上り回線の送信電力は、基地局までの距離が長いた
め、大きくなる。したがって、移動局から送信する電波が、上記の小さいセルサイズを形
成する基地局に干渉をもたらすので、上り回線の通信品質が劣化する。一方、このような
上り回線での干渉を軽減するため、新たに配置される基地局のセルのサイズを、隣接する
基地局が既に形成しているセルのサイズと同等にすると、両基地局がそれぞれ形成するセ
ルが重複する領域が増大する。この場合、基地局から移動局への下り回線の通信品質が干
渉により劣化する。このように、従来の移動通信システムでは、基地局が自律的にセルを
形成できるものの、上述したように劣化する通信品質を改善することが望まれている。
【０００５】
そこで、本発明は、移動局から隣接する基地局への上り回線における干渉や、隣接する基
地局から移動局への下り回線における干渉を低減して、良好な通信品質を実現することを
課題としている。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、本発明の移動通信システムは、移動局と、複数の基地局とを備
える移動通信システムであって、上記移動局は、それぞれの上記基地局によって報知され
る当該基地局及び当該基地局の形成するセルを識別する識別情報を含むセル選択基準信号
のうち、当該移動局が接続する基地局を第１の上記基地局から第２の上記基地局へ切り替
えるハンドオーバ時に、当該第１の基地局による第１の上記セル選択基準信号と、当該第
２の基地局による第２の上記セル選択基準信号とを受信するセル選択基準信号受信手段と
、上記セル選択基準信号受信手段によって受信される上記第１及び第２のセル選択基準信
号の受信電力値をそれぞれ計測するセル選択基準信号受信電力計測手段と、当該移動局か
ら上記第１及び第２の基地局それぞれへの上り回線の送信電力である第１の上り回線送信
電力値と第２の上り回線送信電力値を取得する上り回線送信電力取得手段と、少なくとも
上記第１のセル選択基準信号の受信電力値と、上記第１及び第２の上り回線送信電力値と
、上記第１のセル選択基準信号に含まれる第１の上記識別情報とに基づく第１のセル制御
情報を上記第１の基地局に送信すると共に、少なくとも上記第２のセル選択基準信号の受
信電力値と、上記第１及び第２の上り回線送信電力値と、上記第２のセル選択基準信号に
含まれる第２の上記識別情報とに基づく第２のセル制御情報を上記第２の基地局へ送信す
るセル制御情報送信手段とを備え、上記基地局は上記セル選択基準信号を報知するセル選
択基準信号報知手段と、上記移動局の上記セル制御情報送信手段によって自局へ送信され
る上記セル制御情報を取得すると共に、当該セル制御情報に基づいて、上記第１及び第２
の上り回線送信電力値が略同一となり、自局が報知する上記セル選択基準信号の上記移動
局における受信電力値が所定の基準電力値と略同一となるように、当該セル制御情報に含
まれる上記識別情報によって特定される自局が形成する上記セルに上記セル選択基準信号
報知手段が報知する上記セル選択基準信号の電力を制御するセル制御手段とを備えること
を特徴としている。
【０００７】
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また、上記課題を解決するため、本発明の基地局は、複数の基地局を備える移動通信シス
テムにおける上記基地局であって、当該基地局及び当該基地局の形成するセルを識別する
識別情報を含むセル選択基準信号を報知するセル選択基準信号報知手段と、ハンドオーバ
時の前後に移動局によって接続される第１の上記基地局と第２の上記基地局の一方に自局
が該当する場合に、上記移動局によって上記第１の基地局へ送信される、上記第１の基地
局が報知した当該移動局におけるセル選択基準信号の受信電力値と、上記移動局から第１
及び第２の基地局それぞれへの第１及び第２の上り回線送信電力値と、上記第１のセル選
択基準信号に含まれる第１の上記識別情報とに少なくとも基づく第１のセル制御情報と、
上記移動局によって上記第２の基地局へ送信される、上記第２の基地局が報知した当該移
動局におけるセル選択基準信号の受信電力値と、上記第１及び第２の上り回線送信電力値
と、上記第２のセル選択基準信号に含まれる第２の上記識別情報とに少なくとも基づく第
２のセル制御情報と、のうち一方の上記セル制御情報を取得し、当該一方のセル制御情報
に基づいて、上記第１及び第２の上り回線送信電力値が略同一となり、自局が報知する上
記セル選択基準信号の上記移動局における受信電力値が所定の基準電力値と略同一となる
ように、当該一方のセル制御情報に含まれる上記識別情報によって特定される自局が形成
する上記セルに上記セル選択基準信号報知手段が報知する上記セル選択基準信号の電力を
制御するセル制御手段とを備えることを特徴としている。
【０００８】
また、上記課題を解決するため、本発明の移動局は、移動局と、複数の基地局とを備える
移動通信システムにおける上記移動局であって、それぞれの上記基地局によって報知され
る当該基地局及び当該基地局の形成するセルを識別する識別情報を含むセル選択基準信号
のうち、当該移動局が接続する基地局を第１の上記基地局から第２の上記基地局へ切り替
えるハンドオーバ時に、当該第１の基地局による第１の上記セル選択基準信号と、当該第
２の基地局による第２の上記セル選択基準信号とを受信するセル選択基準信号受信手段と
、上記セル選択基準信号受信手段によって受信される上記第１及び第２のセル選択基準信
号の受信電力値をそれぞれ計測するセル選択基準信号受信電力計測手段と、当該移動局か
ら上記第１及び第２の基地局それぞれへの上り回線の送信電力である第１の上り回線送信
電力値と第２の上り回線送信電力値を取得する上り回線送信電力取得手段と、少なくとも
上記第１のセル選択基準信号の受信電力値と、上記第１及び第２の上り回線送信電力値と
、上記第１のセル選択基準信号に含まれる第１の上記識別情報とに基づく第１のセル制御
情報を上記第１の基地局に送信すると共に、少なくとも上記第２のセル選択基準信号の受
信電力値と、上記第１及び第２の上り回線送信電力値と、上記第２のセル選択基準信号に
含まれる第２の上記識別情報とに基づく第２のセル制御情報を上記第２の基地局へ送信す
るセル制御情報送信手段とを備えることを特徴としている。
【０００９】
また、上記課題を解決するため、本発明のセル制御方法は、複数の基地局それぞれが形成
するセルを制御するセル制御方法であって、上記各基地局が備えるセル選択基準信号報知
手段が、当該基地局及び当該基地局の形成するセルを識別する識別情報を含むセル選択基
準信号を報知するセル選択基準信号報知ステップと、移動局が備えるセル選択基準信号受
信手段が、それぞれの基地局によって報知される当該基地局及び当該基地局の形成するセ
ルを識別する識別情報を含むセル選択基準信号のうち、当該移動局が接続する基地局を第
１の上記基地局から第２の上記基地局へ切り替えるハンドオーバ時に、当該第１の基地局
による第１の上記セル選択基準信号と、当該第２の基地局による第２の上記セル選択基準
信号とを受信するセル選択基準信号受信ステップと、上記移動局が備えるセル選択基準信
号受信電力計測手段が、上記セル選択基準信号受信手段によって受信される上記第１及び
第２のセル選択基準信号の受信電力値をそれぞれ計測するセル選択基準信号受信電力計測
ステップと、上記移動局が備える上り回線送信電力取得手段が、セル当該移動局から上記
第１及び第２の基地局それぞれへの上り回線の送信電力である第１の上り回線送信電力値
と第２の上り回線送信電力値を取得する上り回線送信電力取得ステップと、上記移動局が
備えるセル制御情報送信手段が、少なくとも上記第１のセル選択基準信号の受信電力値と



(14) JP 4150239 B2 2008.9.17

10

20

30

40

50

、上記第１及び第２の上り回線送信電力値と、上記第１のセル選択基準信号に含まれる第
１の上記識別情報とに基づく第１のセル制御情報を上記第１の基地局に送信すると共に、
少なくとも上記第２のセル選択基準信号の受信電力値と、上記第１及び第２の上り回線送
信電力値と、上記第２のセル選択基準信号に含まれる第２の上記識別情報とに基づく第２
のセル制御情報を上記第２の基地局へ送信するセル制御情報送信ステップと、上記基地局
が備えるセル制御手段が、上記移動局の上記セル制御情報送信手段によって自局へ送信さ
れる上記セル制御情報を取得すると共に、当該セル制御情報に基づいて、上記第１及び第
２の上り回線送信電力値が略同一となり、自局が報知する上記セル選択基準信号の上記移
動局における受信電力値が所定の基準電力値と略同一となるように、当該セル制御情報に
含まれる上記識別情報によって特定される自局が形成する上記セルに上記セル選択基準信
号報知手段が報知する上記セル選択基準信号の電力を制御するセル制御ステップとを備え
ることを特徴としている。
【００１０】
これらの発明によれば、複数の基地局がそれぞれ、自局及び自局の形成するセルを識別す
る識別情報を含むセル選択基準信号を、自局が形成するセル内へ報知する。移動局は、こ
れら複数の基地局のうち接続する基地局を第１の基地局から第２の基地局へ切り替えるハ
ンドオーバ時に、第１及び第２の基地局によって報知される第１及び第２のセル選択基準
信号を受信する。移動局は、これら第１及び第２のセル選択基準信号の受信電力値を計測
する。また、移動局は、第１及び第２の基地局への上り回線送信電力値を取得する。そし
て、移動局は、第１の基地局へ、少なくとも第１のセル選択基準信号の受信電力値と、第
１及び第２の上り回線送信電力値と、第１のセル選択基準信号に含まれる第１の識別情報
とに基づく第１のセル制御情報を送信する。また、移動局は、第２の基地局へ、少なくと
も第２のセル選択基準信号の受信電力値と、第１及び第２の上り回線送信電力値と、第２
のセル選択基準信号に含まれる第２の識別情報とに基づく第２のセル制御情報を送信する
。各基地局は、第１の基地局または第２の基地局の一方に該当する場合に、移動局によっ
て送信される上記のセル制御情報を取得する。基地局は、このセル制御情報に含まれる識
別情報によって自局が形成するセルを特定する。基地局は、取得したセル制御情報に基づ
いて、第１及び第２の上り回線送信電力値が略同一となり、自局が報知するセル選択基準
信号の移動局における受信電力値が所定の基準電力値と略同一となるように、上記の特定
したセルに報知するセル選択基準信号の電力を制御する。すなわち、ハンドオーバ時の前
後に移動局によって接続される基地局は、それぞれの形成するセルがハンドオーバ時に移
動局が存在する位置で重複しており、この位置における移動局からそれぞれの基地局への
上り回線送信電力を略同一となるように、それぞれの基地局が形成するセルへ各基地局が
報知するセル選択基準信号の電力を制御することによって、それぞれの基地局が形成する
セルの半径は略同一となる。また、上記の位置において、移動局がそれぞれの基地局から
受信するセル選択基準信号の受信電力値が所定の基準電力値と略同一なるように、それぞ
れの基地局が形成するセルへ各基地局が報知するセル選択基準信号の電力を制御すること
によって、上記のセルの重複を調整することができる。その結果、移動局から隣接する基
地局への上り回線における干渉や、隣接する基地局から移動局への下り回線における干渉
を、低減して、良好な通信品質を実現することができる。
【００１１】
また、本発明の移動通信システムにおいては、上記基地局は、複数のセルを形成し、上記
基地局が備える上記セル選択基準信号報知手段は、当該基地局が形成する各セルに、当該
基地局を識別する基地局識別子と当該セルを識別するセル識別子とを有する上記識別情報
含む上記セル選択基準信号を報知することを特徴とすることが好ましい。
【００１２】
また、本発明の基地局においては、上記基地局は、複数のセルを形成し、　上記基地局が
備える上記セル選択基準信号報知手段は、当該基地局が形成する各セルに、当該基地局を
識別する基地局識別子と当該セルを識別するセル識別子とを有する上記識別情報を含む上
記セル選択基準信号を報知することを特徴とすることが好ましい。
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【００１３】
また、本発明のセル制御方法においては、上記基地局は、複数のセルを形成し、上記セル
選択基準信号報知ステップにおいて、上記基地局が備える上記セル選択基準信号報知手段
は、当該基地局が形成する各セルに、当該基地局を識別する基地局識別子と当該セルを識
別するセル識別子とを有する上記識別情報を含む上記セル選択基準信号を報知することを
特徴とすることが好ましい。
【００１４】
これらの発明によれば、各基地局は複数のセル、すなわちセクタに分割された複数のセク
タセルを形成する。各基地局は、複数形成したそれぞれのセルへ自局を識別する基地局識
別子と各セルを識別するセル識別子とを有する識別情報を含むセル選択基準信号を報知す
る。したがって、移動局は、ハンドオーバ時の前後に接続する基地局それぞれから上記の
セル選択基準信号を受信することによって、上記のセル制御情報をそれぞれの基地局へ報
知するので、このセル制御情報を取得する基地局は、セル制御情報に含まれる識別情報の
セル識別子を参照することによって、自局が形成する複数のセルのサイズをそれぞれ独立
に制御することが可能となる。
【００１５】
また、本発明の移動通信システムにおいては、上記移動局が備える上記セル制御情報送信
手段は、少なくとも上記第１のセル選択基準信号の受信電力値と、上記第１及び第２の上
り回線送信電力値と、上記第１の識別情報とを含む上記第１のセル制御情報を上記第１の
基地局に送信すると共に、少なくとも上記第２のセル選択基準信号の受信電力値と、上記
第１及び第２の上り回線送信電力値と、上記第２の識別情報とを含む上記第２のセル制御
情報を上記第２の基地局に送信することを特徴とすることが好ましい。
【００１６】
また、本発明の基地局においては、上記セル制御手段は、自局が上記第１または第２の基
地局の一方に該当する場合に、上記移動局によって上記第１の基地局へ送信される、少な
くとも上記第１のセル選択基準信号の受信電力値と、上記第１及び第２の上り回線送信電
力値と、上記第１の識別情報とを含む上記第１のセル制御情報と、上記移動局によって上
記第２の基地局へ送信される、少なくとも上記第２のセル選択基準信号の受信電力値と、
上記第１及び第２の上り回線送信電力値と、上記第２の識別情報とを含む上記第２のセル
制御情報と、のうち一方の上記セル制御情報を取得することを特徴とすることが好ましい
。
【００１７】
また、本発明の移動局においては、上記セル制御情報送信手段は、少なくとも上記第１の
セル選択基準信号の受信電力値と、上記第１及び第２の上り回線送信電力値と、上記第１
の識別情報とを含む上記第１のセル制御情報を上記第１の基地局に送信すると共に、少な
くとも上記第２のセル選択基準信号の受信電力値と、上記第１及び第２の上り回線送信電
力値と、上記第２の識別情報とを含む上記第２のセル制御情報を上記第２の基地局に送信
することを特徴とすることが好ましい。
【００１８】
また、本発明のセル制御方法においては、上記セル制御情報送信ステップにおいて、上記
移動局が備える上記セル制御情報送信手段は、少なくとも上記第１のセル選択基準信号の
受信電力値と、上記第１及び第２の上り回線送信電力値と、上記第１の識別情報とを含む
上記第１のセル制御情報を上記第１の基地局に送信すると共に、少なくとも上記第２のセ
ル選択基準信号の受信電力値と、上記第１及び第２の上り回線送信電力値と、上記第２の
識別情報とを含む上記第２のセル制御情報を上記第２の基地局に送信することを特徴とす
ることが好ましい。
【００１９】
これらの発明によれば、移動局は、少なくとも第１のセル選択基準信号の受信電力値と、
第１及び第２の上り回線送信電力値と、第１の識別情報とを含む第１のセル制御情報を第
１の基地局に送信する。また、移動局は、少なくとも第２のセル選択基準信号の受信電力
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値と、第１及び第２の上り回線送信電力値と、第２の識別情報とを含む第２のセル制御情
報を第２の基地局に送信する。したがって、第１の基地局又は第２の基地局の一方に該当
する基地局は、これらのセル制御情報を受信することによって、上述したように自局が形
成するセルへ報知するセル選択基準信号の電力を制御することができる。その結果、自局
が形成するセルの半径を、第１の基地局又は第２の基地局の他方の基地局が形成するセル
の半径と略同一とできる。また、自局が形成するセルと、上記の他方の基地局が形成する
セルとの重複を調整することができる。その結果、移動局から隣接する基地局への上り回
線における干渉や、隣接する基地局から移動局への下り回線における干渉を、低減して、
良好な通信品質を実現することができる。
【００２０】
また、本発明の移動通信システムにおいては、上記基地局が備える上記セル制御手段は、
自局が上記第１または第２の基地局の一方に該当する場合に、上記移動局の上記セル制御
情報送信手段によって送信される上記セル制御情報に基づいて、上記第１及び第２の上り
回線送信電力値のうち自局に対する上記上り回線送信電力値が、上記第１及び第２の上り
回線送信電力値のうち他方の基地局に対する上記上り回線送信電力値より大きく、自局が
送信した上記移動局における上記セル選択基準信号の受信電力値が上記所定の基準電力値
より大きい場合、当該セル制御情報に含まれる上記識別情報によって特定される自局が形
成する上記セルに上記セル選択基準信号報知手段が報知する上記セル選択基準信号の電力
を所定量減少させ、上記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち自局に対する上記上り
回線送信電力値が、上記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち他方の基地局に対する
上記上り回線送信電力値より小さく、自局が送信した上記移動局における上記セル選択基
準信号の受信電力値が上記所定の基準電力値以下の場合、当該セル制御情報に含まれる上
記識別情報によって特定される自局が形成する上記セルに上記セル選択基準信号報知手段
が報知する上記セル選択基準信号の電力を所定量増加させることを特徴とすることが好ま
しい。
【００２１】
また、本発明の基地局においては、上記セル制御手段は、自局が上記第１または第２の基
地局の一方に該当する場合に、上記移動局によって送信される上記セル制御情報に基づい
て、上記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち自局に対する上記上り回線送信電力値
が、上記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち他方の基地局に対する上記上り回線送
信電力値より大きく、自局が送信した上記移動局における上記セル選択基準信号の受信電
力値が上記所定の基準電力値より大きい場合、当該セル制御情報に含まれる上記識別情報
によって特定される自局が形成する上記セルに上記セル選択基準信号報知手段が報知する
上記セル選択基準信号の電力を所定量減少させ、上記第１及び第２の上り回線送信電力値
のうち自局に対する上記上り回線送信電力値が、上記第１及び第２の上り回線送信電力値
のうち他方の基地局に対する上記上り回線送信電力値より小さく、自局が送信した上記移
動局における上記セル選択基準信号の受信電力値が上記所定の基準電力値以下の場合、当
該セル制御情報に含まれる上記識別情報によって特定される自局が形成する上記セルに上
記セル選択基準信号報知手段が報知する上記セル選択基準信号の電力を所定量増加させる
ことを特徴とすることが好ましい。
【００２２】
また、本発明のセル制御方法においては、上記セル制御ステップにおいて、上記基地局が
備える上記セル制御手段は、自局が上記第１または第２の基地局の一方に該当する場合に
、上記移動局の上記セル制御情報送信手段によって送信される上記セル制御情報に基づい
て、上記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち自局に対する上記上り回線送信電力値
が、上記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち他方の基地局に対する上記上り回線送
信電力値より大きく、自局が送信した上記移動局における上記セル選択基準信号の受信電
力値が上記所定の基準電力値より大きい場合、当該セル制御情報に含まれる上記識別情報
によって特定される自局が形成する上記セルに上記セル選択基準信号報知手段が報知する
上記セル選択基準信号の電力を所定量減少させ、上記第１及び第２の上り回線送信電力値
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のうち自局に対する上記上り回線送信電力値が、上記第１及び第２の上り回線送信電力値
のうち他方の基地局に対する上記上り回線送信電力値より小さく、自局が送信した上記移
動局における上記セル選択基準信号の受信電力値が上記所定の基準電力値以下の場合、当
該セル制御情報に含まれる上記識別情報によって特定される自局が形成する上記セルに上
記セル選択基準信号報知手段が報知する上記セル選択基準信号の電力を所定量増加させる
ことを特徴とすることが好ましい。
【００２３】
これらの発明によれば、第１または第２の基地局の一方に該当する基地局は、上記のセル
制御情報を取得し、このセル制御情報を参照して、自局に対する上り回線送信電力値が、
第１及び第２の上り回線送信電力値のうち他方の基地局に対する上り回線送信電力値より
大きく、自局が送信した移動局におけるセル選択基準信号の受信電力値が所定の基準電力
値より大きい場合に、セル制御情報に含まれる識別情報によって特定される自局が形成す
るセルに報知するセル選択基準信号の電力を所定量減少させる。逆に、自局に対する上り
回線送信電力値が、上記の他方の基地局に対する上り回線送信電力値より小さく、自局が
送信した移動局におけるセル選択基準信号の受信電力値が所定の基準電力値以下の場合、
セル制御情報に含まれる識別情報によって特定される自局が形成するセルに報知するセル
選択基準信号の電力を所定量増加させる。このようにハンドオーバ時の前後に移動局によ
って接続される基地局は、移動局から送信されるセル制御情報に基づいて、それぞれの形
成するセルに報知するセル選択基準信号の電力を減少または増加させることによって、そ
れらのセルのサイズを均等にできると共に、互いのセルの重複を調整することができる。
その結果、移動局から隣接する基地局への上り回線における干渉や、隣接する基地局から
移動局への下り回線における干渉を、低減して、良好な通信品質を実現することができる
。
【００２４】
また、本発明の移動通信システムにおいては、上記移動局が備える上記セル制御情報送信
手段は、少なくとも上記所定の基準電力値と上記第１のセル選択基準信号の受信電力値と
の差である第１の受信電力値差と、上記第１及び第２の上り回線送信電力値の差と、上記
第１の識別情報とを含む上記第１のセル制御情報を上記第１の基地局へ送信すると共に、
上記所定の基準電力値と上記第２のセル選択基準信号の受信電力値との差である第２の受
信電力値差と、上記第１及び第２の上り回線送信電力値の差と、上記第２の識別情報とを
含む上記第２のセル制御情報を上記第２の基地局へ送信し、上記基地局が備える上記セル
制御手段は、自局が上記第１または第２の基地局の一方に該当する場合に、上記移動局の
上記セル制御情報送信手段によって送信される上記セル制御情報に基づいて、上記第１及
び第２の上り回線送信電力値の差が第１の所定範囲に含まれ、自局が報知した上記移動局
における上記セル選択基準信号の受信電力値と上記所定の基準電力値との差からなる上記
受信電力値差が、第２の所定範囲に含まれるよう、上記セル制御情報に含まれる上記識別
情報によって特定される自局が形成する上記セルに上記セル選択基準信号報知手段が報知
する上記セル選択基準信号の電力を制御することを特徴とすることが好ましい。
【００２５】
また、本発明の基地局においては、上記セル制御手段は、上記移動局によって上記第１の
基地局へ送信される、少なくとも上記所定の基準電力値と上記第１のセル選択基準信号の
受信電力値との差である第１の受信電力値差と、上記第１及び第２の上り回線送信電力値
の差と、上記第１の識別情報とを含む上記第１のセル制御情報と、上記移動局によって上
記第２の基地局へ送信される、少なくとも上記所定の基準電力値と上記第２のセル選択基
準信号の受信電力値との差である第２の受信電力値差と、上記第１及び第２の上り回線送
信電力値の差と、上記第２の識別情報とを含む上記第２のセル制御情報と、のうち一方の
上記セル制御情報を取得することを特徴とすることが好ましい。
【００２６】
また、本発明の移動局においては、上記セル制御情報送信手段は、少なくとも上記所定の
基準電力値と上記第１のセル選択基準信号の受信電力値との差である第１の受信電力値差
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と、上記第１及び第２の上り回線送信電力値の差と、上記第１の識別情報とを含む上記第
１のセル制御情報を上記第１の基地局へ送信すると共に、上記所定の基準電力値と上記第
２のセル選択基準信号の受信電力値との差である第２の受信電力値差と、上記第１及び第
２の上り回線送信電力値の差と、上記第２の識別情報とを含む上記第２のセル制御情報を
上記第２の基地局へ送信することを特徴とすることが好ましい。
【００２７】
また、本発明のセル制御方法においては、上記セル制御情報送信ステップにおいて、上記
移動局が備える上記セル制御情報送信手段は、少なくとも上記所定の基準電力値と上記第
１のセル選択基準信号の受信電力値との差である第１の受信電力値差と、上記第１及び第
２の上り回線送信電力値の差と、上記第１の識別情報とを含む上記第１のセル制御情報を
上記第１の基地局へ送信すると共に、上記所定の基準電力値と上記第２のセル選択基準信
号の受信電力値との差である第２の受信電力値差と、上記第１及び第２の上り回線送信電
力値の差と、上記第２の識別情報とを含む上記第２のセル制御情報を上記第２の基地局へ
送信し、上記セル制御ステップにおいて、上記基地局が備える上記セル制御手段は、自局
が上記第１または第２の基地局の一方に該当する場合に、上記移動局の上記セル制御情報
送信手段によって送信される上記セル制御情報に基づいて、上記第１及び第２の上り回線
送信電力値の差が第１の所定範囲に含まれ、自局が報知した上記移動局における上記セル
選択基準信号の受信電力値と上記所定の基準電力値との差からなる上記受信電力値差が、
第２の所定範囲に含まれるよう、上記セル制御情報に含まれる上記識別情報によって特定
される自局が形成する上記セルに上記セル選択基準信号報知手段が報知する上記セル選択
基準信号の電力を制御することを特徴とすることが好ましい。
【００２８】
これらの発明によれば、移動局は、所定の基準電力値と第１のセル選択基準信号の受信電
力値との差である第１の受信電力値差と、第１及び第２の上り回線送信電力値の差と、第
１の識別情報とを含む第１のセル制御情報を第１の基地局へ送信する。また、移動局は、
所定の基準電力値と第２のセル選択基準信号の受信電力値との差である第２の受信電力値
差と、第１及び第２の上り回線送信電力値の差と、第２の識別情報とを含む第２のセル制
御情報を第２の基地局へ送信する。第１又は第２の基地局の一方に該当する基地局は、上
記のセル制御情報を取得して、移動局から自局への上り回線送信電力値と他方の基地局へ
の上り回線送信電力値との差が第１の所定範囲に含まれ、自局が報知したセル選択基準信
号の移動局における受信電力値と所定の基準電力値との差が、第２の所定範囲に含まれる
ように、上記のセル制御情報に含まれる識別情報によって特定される自局が形成するセル
に報知するセル選択基準信号の電力を制御する。したがって、第１の基地局又は第２の基
地局の一方に該当する基地局は、これらのセル制御情報を受信することによって、上述し
たように自局が形成するセルへ報知するセル選択基準信号の電力を制御することができる
。その結果、自局が形成するセルの半径を、第１の基地局又は第２の基地局の他方の基地
局が形成するセルの半径と略同一とできる。また、自局が形成するセルと、上記の他方の
基地局が形成するセルとの重複を調整することができる。その結果、移動局から隣接する
基地局への上り回線における干渉や、隣接する基地局から移動局への下り回線における干
渉を、低減して、良好な通信品質を実現することができる。更に、上記した発明に比べて
、移動局から基地局へ送信されるセル制御情報は、差に基づく情報によって構成されるの
で、その容量が小さくなる。
【００２９】
また、本発明の移動通信システムにおいては、上記基地局が備える上記セル制御手段は、
自局が上記第１または第２の基地局の一方に該当する場合に、上記移動局の上記セル制御
情報送信手段によって送信される上記セル制御情報を取得し、上記セル制御情報に含まれ
る上記第１及び第２の上り回線送信電力値差に基づいて、自局に対する上記上り回線送信
電力値が、上記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち他方の基地局に対する上記上り
回線送信電力値より大きく、上記セル制御情報に含まれる上記受信電力値差に基づいて、
自局が送信した上記移動局における上記セル選択基準信号の受信電力値が上記所定の基準
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電力値より大きいと判断する場合に、上記セル制御情報に含まれる上記識別情報によって
特定される自局が形成する上記セルに上記セル選択基準信号報知手段が報知する上記セル
選択基準信号の電力を所定量減少させ、上記セル制御情報に含まれる上記第１及び第２の
上り回線送信電力値差に基づいて、自局に対する上記上り回線送信電力値が、上記第１及
び第２の上り回線送信電力値のうち他方の基地局に対する上り回線送信電力値より小さく
、上記セル制御情報に含まれる上記受信電力値差に基づいて、自局が送信した上記移動局
における上記セル選択基準信号の受信電力値が上記所定の基準電力値以下と判断する場合
に、上記セル制御情報に含まれる上記識別情報によって特定される自局が形成する上記セ
ルに上記セル選択基準信号報知手段が報知する上記セル選択基準信号の電力を所定量増加
させることを特徴とすることが好ましい。
【００３０】
また、本発明の基地局においては、上記セル制御手段は、自局が上記第１または第２の基
地局の一方に該当する場合に、上記移動局の上記セル制御情報送信手段によって送信され
る上記セル制御情報を取得し、上記セル制御情報に含まれる上記第１及び第２の上り回線
送信電力値差に基づいて、自局に対する上記上り回線送信電力値が、上記第１及び第２の
上り回線送信電力値のうち他方の基地局に対する上記上り回線送信電力値より大きく、上
記セル制御情報に含まれる上記受信電力値差に基づいて、自局が送信した上記移動局にお
ける上記セル選択基準信号の受信電力値が上記所定の基準電力値より大きいと判断する場
合に、上記セル制御情報に含まれる上記識別情報によって特定される自局が形成する上記
セルに上記セル選択基準信号報知手段が報知する上記セル選択基準信号の電力を所定量減
少させ、上記セル制御情報に含まれる上記第１及び第２の上り回線送信電力値差に基づい
て、自局に対する上記上り回線送信電力値が、上記第１及び第２の上り回線送信電力値の
うち他方の基地局に対する上り回線送信電力値より小さく、上記セル制御情報に含まれる
上記受信電力値差に基づいて、自局が送信した上記移動局における上記セル選択基準信号
の受信電力値が上記所定の基準電力値以下と判断する場合に、上記セル制御情報に含まれ
る上記識別情報によって特定される自局が形成する上記セルに上記セル選択基準信号報知
手段が報知する上記セル選択基準信号の電力を所定量増加させることを特徴とすることが
好ましい。
【００３１】
また、本発明のセル制御方法においては、上記セル制御ステップにおいて、上記基地局が
備える上記セル制御手段は、自局が上記第１または第２の基地局の一方に該当する場合に
、上記移動局の上記セル制御情報送信手段によって送信される上記セル制御情報を取得し
、上記セル制御情報に含まれる上記第１及び第２の上り回線送信電力値差に基づいて、自
局に対する上記上り回線送信電力値が、上記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち他
方の基地局に対する上記上り回線送信電力値より大きく、上記セル制御情報に含まれる上
記受信電力値差に基づいて、自局が送信した上記移動局における上記セル選択基準信号の
受信電力値が上記所定の基準電力値より大きいと判断する場合に、上記セル制御情報に含
まれる上記識別情報によって特定される自局が形成する上記セルに上記セル選択基準信号
報知手段が報知する上記セル選択基準信号の電力を所定量減少させ、上記セル制御情報に
含まれる上記第１及び第２の上り回線送信電力値差に基づいて、自局に対する上記上り回
線送信電力値が、上記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち他方の基地局に対する上
り回線送信電力値より小さく、上記セル制御情報に含まれる上記受信電力値差に基づいて
、自局が送信した上記移動局における上記セル選択基準信号の受信電力値が上記所定の基
準電力値以下と判断する場合に、上記セル制御情報に含まれる上記識別情報によって特定
される自局が形成する上記セルに上記セル選択基準信号報知手段が報知する上記セル選択
基準信号の電力を所定量増加させることを特徴とすることが好ましい。
【００３２】
これらの発明によれば、第１または第２の基地局の一方に該当する基地局は、上記のセル
制御情報を取得する。この基地局は、セル制御情報に含まれる第１及び第２の上り回線送
信電力値差を参照して、自局に対する上り回線送信電力値が、第１及び第２の上り回線送
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信電力値のうち他方の基地局に対する上り回線送信電力値より大きく、自局が送信した移
動局におけるセル選択基準信号と所定の基準電力値との差に基づく電力値差を参照して、
自局が送信した移動局におけるセル選択基準信号の受信電力値が所定の基準電力値より大
きい場合に、セル制御情報に含まれる識別情報によって特定される自局が形成するセルに
報知するセル選択基準信号の電力を所定量減少させる。逆に、この基地局は、セル制御情
報に含まれる第１及び第２の上り回線送信電力値差を参照して、自局に対する上り回線送
信電力値が、第１及び第２の上り回線送信電力値のうち他方の基地局に対する上り回線送
信電力値より小さく、自局が送信した移動局におけるセル選択基準信号と所定の基準電力
値との差に基づく電力値差を参照して、自局が送信した移動局におけるセル選択基準信号
の受信電力値が所定の基準電力値以下の場合に、セル制御情報に含まれる識別情報によっ
て特定される自局が形成するセルに報知するセル選択基準信号の電力を所定量減少させる
。このようにハンドオーバ時の前後に移動局によって接続される基地局は、移動局から送
信されるセル制御情報に基づいて、それぞれの形成するセルに報知するセル選択基準信号
の電力を減少または増加させることによって、それらのセルのサイズを均等にできると共
に、互いのセルの重複を調整することができる。その結果、移動局から隣接する基地局へ
の上り回線における干渉や、隣接する基地局から移動局への下り回線における干渉を、低
減して、良好な通信品質を実現することができる。更に、上り回線送信電力値などの個々
の電力値を情報として送信するのに比して、移動局から基地局へ送信されるセル制御情報
は、差に基づく情報によって構成されるので、その容量が小さくなる。
【００３３】
また、本発明の移動通信システムにおいては、上記移動局が備える上記セル制御情報送信
手段は、少なくとも上記所定の基準電力値と上記第１のセル選択基準信号の受信電力値と
の比である第１の受信電力値比と、上記第１及び第２の上り回線送信電力値の比と、上記
第１の識別情報とを含む上記第１のセル制御情報を上記第１の基地局へ送信すると共に、
上記所定の基準電力値と上記第２のセル選択基準信号の受信電力値との差である第２の受
信電力値比と、上記第１及び第２の上り回線送信電力値の比と、上記第２の識別情報とを
含む上記第２のセル制御情報を上記第２の基地局へ送信し、上記基地局が備える上記セル
制御手段は、自局が上記第１または第２の基地局の一方に該当する場合に、上記移動局の
上記セル制御情報送信手段によって送信される上記セル制御情報に基づいて、上記第１及
び第２の上り回線送信電力値の差が第１の所定範囲に含まれ、自局が報知した上記移動局
における上記セル選択基準信号の受信電力値と上記所定の基準電力値との比からなる上記
受信電力値差が、第２の所定範囲に含まれるよう、上記セル制御情報に含まれる上記識別
情報によって特定される自局が形成する上記セルに上記セル選択基準信号報知手段が報知
する上記セル選択基準信号の電力を制御することを特徴とすることが好ましい。
【００３４】
また、本発明の基地局においては、上記セル制御手段は、上記移動局によって上記第１の
基地局へ送信される、少なくとも上記所定の基準電力値と上記第１のセル選択基準信号の
受信電力値との比である第１の受信電力値比と、上記第１及び第２の上り回線送信電力値
の比と、上記第１の識別情報とを含む上記第１のセル制御情報と、上記移動局によって上
記第２の基地局へ送信される、少なくとも上記所定の基準電力値と上記第２のセル選択基
準信号の受信電力値との比である第２の受信電力値比と、上記第１及び第２の上り回線送
信電力値の比と、上記第２の識別情報とを含む上記第２のセル制御情報と、のうち一方の
上記セル制御情報を取得することを特徴とすることが好ましい。
【００３５】
また、本発明の移動局においては、上記セル制御情報送信手段は、少なくとも上記所定の
基準電力値と上記第１のセル選択基準信号の受信電力値との比である第１の受信電力値比
と、上記第１及び第２の上り回線送信電力値の比と、上記第１の識別情報とを含む上記第
１のセル制御情報を上記第１の基地局へ送信すると共に、上記所定の基準電力値と上記第
２のセル選択基準信号の受信電力値との差である第２の受信電力値比と、上記第１及び第
２の上り回線送信電力値の比と、上記第２の識別情報とを含む上記第２のセル制御情報を
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上記第２の基地局へ送信することを特徴とすることが好ましい。
【００３６】
また、本発明のセル制御方法においては、記セル制御情報送信ステップにおいて、上記移
動局が備える上記セル制御情報送信手段は、少なくとも上記所定の基準電力値と上記第１
のセル選択基準信号の受信電力値との比である第１の受信電力値比と、上記第１及び第２
の上り回線送信電力値の比と、上記第１の識別情報とを含む上記第１のセル制御情報を上
記第１の基地局へ送信すると共に、上記所定の基準電力値と上記第２のセル選択基準信号
の受信電力値との差である第２の受信電力値比と、上記第１及び第２の上り回線送信電力
値の比と、上記第２の識別情報とを含む上記第２のセル制御情報を上記第２の基地局へ送
信し、上記セル制御ステップにおいて、上記基地局が備える上記セル制御手段は、自局が
上記第１または第２の基地局の一方に該当する場合に、上記移動局の上記セル制御情報送
信手段によって送信される上記セル制御情報に基づいて、上記第１及び第２の上り回線送
信電力値の差が第１の所定範囲に含まれ、自局が報知した上記移動局における上記セル選
択基準信号の受信電力値と上記所定の基準電力値との比からなる上記受信電力値差が、第
２の所定範囲に含まれるよう、上記セル制御情報に含まれる上記識別情報によって特定さ
れる自局が形成する上記セルに上記セル選択基準信号報知手段が報知する上記セル選択基
準信号の電力を制御することを特徴とすることが好ましい。
【００３７】
これらの発明によれば、これらの発明によれば、移動局は、所定の基準電力値と第１のセ
ル選択基準信号の受信電力値との比である第１の受信電力値比と、第１及び第２の上り回
線送信電力値の比と、第１の識別情報とを含む第１のセル制御情報を第１の基地局へ送信
する。また、移動局は、所定の基準電力値と第２のセル選択基準信号の受信電力値との比
である第２の受信電力値比と、第１及び第２の上り回線送信電力値の比と、第２の識別情
報とを含む第２のセル制御情報を第２の基地局へ送信する。第１又は第２の基地局の一方
に該当する基地局は、上記のセル制御情報を取得して、移動局から自局への上り回線送信
電力値と他方の基地局への上り回線送信電力値との比が第１の所定範囲に含まれ、自局が
報知したセル選択基準信号の移動局における受信電力値と所定の基準電力値との比が、第
２の所定範囲に含まれるように、上記のセル制御情報に含まれる識別情報によって特定さ
れる自局が形成するセルに報知するセル選択基準信号の電力を制御する。このように、上
述した発明では、第１及び第２の上り回線送信電力値の差などの電力値の差に基づく情報
を用いて、基地局が報知するセル選択基準信号の電力が制御されたが、これに代えて、電
力値の比に基づく情報によって基地局が報知するセル選択基準信号の電力を制御すること
も可能となる。
【００３８】
また、本発明の移動通信システムにおいては、上記基地局が備える上記セル制御手段は、
自局が上記第１または第２の基地局の一方に該当する場合に、上記移動局の上記セル制御
情報送信手段によって送信される上記セル制御情報を取得し、上記セル制御情報に含まれ
る上記第１及び第２の上り回線送信電力値比に基づいて、自局に対する上記上り回線送信
電力値が、上記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち他方の基地局に対する上記上り
回線送信電力値より大きく、上記セル制御情報に含まれる上記受信電力値比に基づいて、
自局が送信した上記移動局における上記セル選択基準信号の受信電力値が上記所定の基準
電力値より大きいと判断する場合に、上記セル制御情報に含まれる上記識別情報によって
特定される自局が形成する上記セルに上記セル選択基準信号報知手段が報知する上記セル
選択基準信号の電力を所定量減少させ、上記セル制御情報に含まれる上記第１及び第２の
上り回線送信電力値比に基づいて、自局に対する上記上り回線送信電力値が、上記第１及
び第２の上り回線送信電力値のうち他方の基地局に対する上り回線送信電力値より小さく
、上記セル制御情報に含まれる上記受信電力値比に基づいて、自局が送信した上記移動局
における上記セル選択基準信号の受信電力値が上記所定の基準電力値以下と判断する場合
に、上記セル制御情報に含まれる上記識別情報によって特定される自局が形成する上記セ
ルに上記セル選択基準信号報知手段が報知する上記セル選択基準信号の電力を所定量増加
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させることを特徴とすることが好ましい。
【００３９】
また、本発明の基地局においては、上記セル制御手段は、自局が上記第１または第２の基
地局の一方に該当する場合に、上記移動局の上記セル制御情報送信手段によって送信され
る上記セル制御情報を取得し、上記セル制御情報に含まれる上記第１及び第２の上り回線
送信電力値比に基づいて、自局に対する上記上り回線送信電力値が、上記第１及び第２の
上り回線送信電力値のうち他方の基地局に対する上記上り回線送信電力値より大きく、上
記セル制御情報に含まれる上記受信電力値比に基づいて、自局が送信した上記移動局にお
ける上記セル選択基準信号の受信電力値が上記所定の基準電力値より大きいと判断する場
合に、上記セル制御情報に含まれる上記識別情報によって特定される自局が形成する上記
セルに上記セル選択基準信号報知手段が報知する上記セル選択基準信号の電力を所定量減
少させ、上記セル制御情報に含まれる上記第１及び第２の上り回線送信電力値比に基づい
て、自局に対する上記上り回線送信電力値が、上記第１及び第２の上り回線送信電力値の
うち他方の基地局に対する上り回線送信電力値より小さく、上記セル制御情報に含まれる
上記受信電力値比に基づいて、自局が送信した上記移動局における上記セル選択基準信号
の受信電力値が上記所定の基準電力値以下と判断する場合に、上記セル制御情報に含まれ
る上記識別情報によって特定される自局が形成する上記セルに上記セル選択基準信号報知
手段が報知する上記セル選択基準信号の電力を所定量増加させることを特徴とすることが
好ましい。
【００４０】
また、本発明のセル制御方法においては、上記セル制御ステップにおいて、上記基地局が
備える上記セル制御手段は、自局が上記第１または第２の基地局の一方に該当する場合に
、上記移動局の上記セル制御情報送信手段によって送信される上記セル制御情報を取得し
、上記セル制御情報に含まれる上記第１及び第２の上り回線送信電力値比に基づいて、自
局に対する上記上り回線送信電力値が、上記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち他
方の基地局に対する上記上り回線送信電力値より大きく、上記セル制御情報に含まれる上
記受信電力値比に基づいて、自局が送信した上記移動局における上記セル選択基準信号の
受信電力値が上記所定の基準電力値より大きいと判断する場合に、上記セル制御情報に含
まれる上記識別情報によって特定される自局が形成する上記セルに上記セル選択基準信号
報知手段が報知する上記セル選択基準信号の電力を所定量減少させ、上記セル制御情報に
含まれる上記第１及び第２の上り回線送信電力値比に基づいて、自局に対する上記上り回
線送信電力値が、上記第１及び第２の上り回線送信電力値のうち他方の基地局に対する上
り回線送信電力値より小さく、上記セル制御情報に含まれる上記受信電力値比に基づいて
、自局が送信した上記移動局における上記セル選択基準信号の受信電力値が上記所定の基
準電力値より以下と判断する場合に、上記セル制御情報に含まれる上記識別情報によって
特定される自局が形成する上記セルに上記セル選択基準信号報知手段が報知する上記セル
選択基準信号の電力を所定量増加させることを特徴とすることが好ましい。
【００４１】
これらの発明によれば、第１または第２の基地局の一方に該当する基地局は、上記のセル
制御情報を取得する。この基地局は、セル制御情報に含まれる第１及び第２の上り回線送
信電力値比を参照して、自局に対する上り回線送信電力値が、第１及び第２の上り回線送
信電力値のうち他方の基地局に対する上り回線送信電力値より大きく、自局が送信した移
動局におけるセル選択基準信号と所定の基準電力値との比に基づく電力値比を参照して、
自局が送信した移動局におけるセル選択基準信号の受信電力値が所定の基準電力値より大
きい場合に、セル制御情報に含まれる識別情報によって特定される自局が形成するセルに
報知するセル選択基準信号の電力を所定量減少させる。逆に、この基地局は、セル制御情
報に含まれる第１及び第２の上り回線送信電力値比を参照して、自局に対する上り回線送
信電力値が、第１及び第２の上り回線送信電力値のうち他方の基地局に対する上り回線送
信電力値より小さく、自局が送信した移動局におけるセル選択基準信号と所定の基準電力
値との差に基づく電力値比を参照して、自局が送信した移動局におけるセル選択基準信号
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の受信電力値が所定の基準電力値以下の場合に、セル制御情報に含まれる識別情報によっ
て特定される自局が形成するセルに報知するセル選択基準信号の電力を所定量減少させる
。このように、上述した発明では、第１及び第２の上り回線送信電力値の差などの電力値
の差に基づく情報を用いて、基地局が報知するセル選択基準信号の電力が制御されたが、
これに代えて、電力値の比に基づく情報によって基地局が報知するセル選択基準信号の電
力を制御することも可能となる。
【００４２】
また、本発明の移動通信システムにおいては、上記移動局が備える上記セル制御情報送信
手段は、上記第１の基地局または第２の基地局の一方の基地局が送信した上記セル選択基
準信号の受信電力値が上記所定の基準電力値より大きく、上記一方の基地局に対する上記
上り回線送信電力値が、上記第１の基地局または第２の基地局の他方の基地局に対する上
記上り回線送信電力値より大きい場合に、上記一方の基地局が送信した上記セル選択基準
信号に含まれる上記識別情報によって特定される当該一方の基地局が形成する上記セルの
サイズを縮小する旨を要求するセル変更情報を、上記一方の基地局が送信した上記セル選
択基準信号に含まれる上記識別情報に対応付けた上記セル制御情報を上記一方の基地局に
送信し、上記一方の基地局が送信した上記セル選択基準信号の受信電力値が上記所定の基
準電力値より小さく、上記一方の基地局に対する上記上り回線送信電力値が、上記他方の
基地局に対する上記上り回線送信電力値以下の場合に、上記一方の基地局が送信した上記
セル選択基準信号に含まれる上記識別情報によって特定される当該一方の基地局が形成す
る上記セルのサイズを拡大する旨を要求するセル変更情報を、上記一方の基地局が送信し
た上記セル選択基準信号に含まれる上記識別情報に対応付けた上記セル制御情報を上記一
方の基地局に送信し、上記複数の基地局それぞれが備える上記セル制御手段は、自局が上
記第１または第２の基地局の一方に該当する場合に、上記移動局の上記セル制御情報送信
手段によって送信される上記セル制御情報を取得すると共に、当該セル制御情報に含まれ
る上記セル変更情報がセルのサイズを縮小する旨を示す場合に、上記セル制御情報に含ま
れる上記識別情報によって特定される自局が形成する上記セルに上記セル選択基準信号報
知手段が報知する上記セル選択基準信号の電力を所定量減少させ、一方、上記セル制御情
報に含まれる上記セル変更情報がセルのサイズを拡大する旨を示す場合に、上記セル制御
情報に含まれる上記識別情報によって特定される自局が形成する上記セルに上記セル選択
基準信号報知手段が報知する上記セル選択基準信号の電力を、所定量増加させることを特
徴とすることが好ましい。
【００４３】
また、本発明の基地局においては、上記セル制御手段は、自局が上記第１または第２の基
地局の一方に該当する場合に、自局が送信した上記移動局における上記セル選択基準信号
の受信電力値が上記所定の基準電力値より大きく、自局に対する上記移動局からの上記上
り回線送信電力値が、上記第１の基地局または第２の基地局の他方の基地局に対する上記
上り回線送信電力値より大きい場合に、上記移動局によって送信される、自局が送信した
上記セル選択基準信号に含まれる上記識別情報によって特定される自局が形成する上記セ
ルのサイズを縮小する旨を要求するセル変更情報と、当該セル変更情報に対応付けられた
自局が送信した上記セル選択基準信号に含まれる上記識別情報とを含む上記セル制御情報
を取得し、自局が送信した上記移動局における上記セル選択基準信号の受信電力値が上記
所定の基準電力値より小さく、自局に対する上記移動局からの上記上り回線送信電力値が
、上記第１の基地局または第２の基地局の他方の基地局に対する上記上り回線送信電力値
以下の場合に、上記移動局によって送信される、自局が送信した上記セル選択基準信号に
含まれる上記識別情報によって特定される自局が形成する上記セルのサイズを拡大する旨
を要求するセル変更情報と、当該セル変更情報に対応付けられた自局が送信した上記セル
選択基準信号に含まれる上記識別情報とを含む上記セル制御情報を取得し、上記セル制御
情報に含まれる上記セル変更情報がセルのサイズを縮小する旨を示す場合に、上記セル制
御情報に含まれる上記識別情報によって特定される自局が形成する上記セルに上記セル選
択基準信号報知手段が報知する上記セル選択基準信号の電力を所定量減少させ、一方、上
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記セル制御情報に含まれる上記セル変更情報がセルのサイズを拡大する旨を示す場合に、
上記セル制御情報に含まれる上記識別情報によって特定される自局が形成する上記セルに
上記セル選択基準信号報知手段が報知する上記セル選択基準信号の電力を所定量増加させ
ることを特徴とすることが好ましい。
【００４４】
また、本発明の移動局においては、上記セル制御情報送信手段は、上記第１の基地局また
は第２の基地局の一方の基地局が送信した上記セル選択基準信号の受信電力値が上記所定
の基準電力値より大きく、上記一方の基地局に対する上記上り回線送信電力値が、上記第
１の基地局または第２の基地局の他方の基地局に対する上記上り回線送信電力値より大き
い場合に、上記一方の基地局が送信した上記セル選択基準信号に含まれる上記識別情報に
よって特定される当該一方の基地局が形成する上記セルのサイズを縮小する旨を要求する
セル変更情報を、上記一方の基地局が送信した上記セル選択基準信号に含まれる上記識別
情報に対応付けた上記セル制御情報を上記一方の基地局に送信し、上記一方の基地局が送
信した上記セル選択基準信号の受信電力値が上記所定の基準電力値より小さく、上記一方
の基地局に対する上記上り回線送信電力値が、上記他方の基地局に対する上記上り回線送
信電力値以下の場合に、上記一方の基地局が送信した上記セル選択基準信号に含まれる上
記識別情報によって特定される当該一方の基地局が形成する上記セルのサイズを拡大する
旨を要求するセル変更情報を、上記一方の基地局が送信した上記セル選択基準信号に含ま
れる上記識別情報に対応付けた上記セル制御情報を上記一方の基地局に送信することを特
徴とすることが好ましい。
【００４５】
また、本発明のセル制御方法においては、上記セル制御情報送信ステップにおいて、上記
移動局が備える上記セル制御情報送信手段は、上記第１の基地局または第２の基地局の一
方の基地局が送信した上記セル選択基準信号の受信電力値が上記所定の基準電力値より大
きく、上記一方の基地局に対する上記上り回線送信電力値が、上記第１の基地局または第
２の基地局の他方の基地局に対する上記上り回線送信電力値より大きい場合に、上記一方
の基地局が送信した上記セル選択基準信号に含まれる上記識別情報によって特定される当
該一方の基地局が形成する上記セルのサイズを縮小する旨を要求するセル変更情報を、上
記一方の基地局が送信した上記セル選択基準信号に含まれる上記識別情報に対応付けた上
記セル制御情報を上記一方の基地局に送信し、上記一方の基地局が送信した上記セル選択
基準信号の受信電力値が上記所定の基準電力値より小さく、上記一方の基地局に対する上
記上り回線送信電力値が、上記他方の基地局に対する上記上り回線送信電力値以下の場合
に、上記一方の基地局が送信した上記セル選択基準信号に含まれる上記識別情報によって
特定される当該一方の基地局が形成する上記セルのサイズを拡大する旨を要求するセル変
更情報を、上記一方の基地局が送信した上記セル選択基準信号に含まれる上記識別情報に
対応付けた上記セル制御情報を上記一方の基地局に送信し、上記セル制御ステップにおい
て、上記複数の基地局それぞれが備える上記セル制御手段は、自局が上記第１または第２
の基地局の一方に該当する場合に、上記移動局の上記セル制御情報送信手段によって送信
される上記セル制御情報を取得すると共に、当該セル制御情報に含まれる上記セル変更情
報がセルのサイズを縮小する旨を示す場合に、上記セル制御情報に含まれる上記識別情報
によって特定される自局が形成する上記セルに上記セル選択基準信号報知手段が報知する
上記セル選択基準信号の電力を所定量減少させ、一方、上記セル制御情報に含まれる上記
セル変更情報がセルのサイズを拡大する旨を示す場合に、上記セル制御情報に含まれる上
記識別情報によって特定される自局が形成する上記セルに上記セル選択基準信号報知手段
が報知する上記セル選択基準信号の電力を、所定量増加させることを特徴とすることが好
ましい。
【００４６】
これらの発明によれば、移動局は、第１の基地局または第２の基地局の一方の基地局が送
信したセル選択基準信号の受信電力値が所定の基準電力値より大きく、一方の基地局に対
する上り回線送信電力値が、第１の基地局または第２の基地局の他方の基地局に対する上
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り回線送信電力値より大きい場合に、その一方の基地局が形成するセルのサイズを縮小す
る旨を要求するセル変更情報を、そのセル選択基準信号に含まれる識別情報に対応付けた
セル制御情報を送信する。このセル制御情報を取得する上記の基地局は、上記のセル制御
情報に含まれる識別情報を参照して、セルを特定するとともに、このセル制御情報に含ま
れるセル変更情報を参照して、セルのサイズを縮小する旨の要求が含まれていた場合に、
上記の特定されたセルに報知するセル選択基準信号の送信電力を所定量減少させる。逆に
、上記の一方の基地局が送信したセル選択基準信号の受信電力値が所定の基準電力値より
小さく、その一方の基地局に対する上り回線送信電力値が、他方の基地局に対する上り回
線送信電力値以下の場合に、その一方の基地局にセルのサイズを拡大する旨を要求するセ
ル変更情報を、そのセル選択基準信号に含まれる識別情報に対応付けたセル制御情報を移
動局は送信する。このセル制御情報を取得する上記の基地局は、上記のセル制御情報に含
まれる識別情報を参照して、セルを特定するとともに、このセル制御情報に含まれるセル
変更情報を参照して、セルのサイズを拡大する旨の要求が含まれていた場合に、特定され
たセルに報知するセル選択基準信号の送信電力を所定量増加させる。これらの発明によれ
ば、移動局から基地局へ送信するセル制御情報は、セルを特定するための識別情報と、そ
のセルにおけるセル選択基準信号の電力の増加又は減少を指示する指示情報だけとなるた
め、上述した発明に比べて、更に移動局から基地局へ送信する情報が軽減される。
【００４７】
【発明の実施の形態】
（第１実施形態）
本発明の第１実施形態にかかる移動通信システム１について添付の図面を参照して説明す
る。図１は移動通信システム１の構成を示す図である。図１に示すように、移動通信シス
テム１は、移動局（ＭＳ）１０と、複数の基地局（ＢＳ）２０，２１・・・（図１におい
ては、基地局２０及び２１だけを図示している。）を備えて構成される。移動局１０と基
地局２０，２１・・・とは、CDMA(Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａ
ｃｃｅｓｓ）通信を行う。図１においては、２つの基地局２０及び２１が示されている。
基地局２０及び２１はそれぞれ、６つのセクタセル（セル）を有しており、それぞれのセ
ルには基地局２０及び２１において固有のセル識別子が付されている。これらセルのサイ
ズは、基地局２０，２１によってそれぞれのセルへ報知されるセル選択基準信号が、所定
の電力で到達する範囲で決定される。移動局１０は、基地局２０及び２１によってそれぞ
れ形成されるセルが重複する領域において、上記のセル選択基準信号を最大強度で受信で
きる基地局に接続を切り替えるハンドオーバを行う。図１においては、基地局２０によっ
て形成されるセル識別子「４」のセルと、基地局２１によって形成されるセル識別子「１
」のセルとが重複しており、この重複した領域において、移動局１０は、ハンドオーバを
行う。以下、移動局１０及び基地局２０，２１・・・の詳細について説明する。
【００４８】
移動局１０は、ＣＤＭＡ通信を行う携帯電話等の移動通信端末である。移動局１０は、物
理的には、ＣＰＵ（中央処理装置）と、メモリといった記憶装置と、プッシュボタンとい
った入力装置と、ディスプレイといった表示装置と、通信装置などを備えて構成される。
【００４９】
図２は移動局１０の機能的な構成を示すブロック図である。移動局１０は、受信アンテナ
１０１と、基地局信号検出部（セル選択基準信号受信手段）１０２と、電力計測部（セル
選択基準信号受信電力計測手段）１０３と、ハンドオーバ制御部１０４と、上り回線電力
取得部（上り回線電力取得手段）１０５と、セル制御情報送信部（セル制御情報送信手段
）１０６と、送信アンテナ１０７とを備えて構成される。以下、移動局１０が備えるそれ
ぞれの機能的な構成要素について詳細に説明する。
【００５０】
受信アンテナ１０１は、基地局２０，２１・・・から送信される電波を受信する。送信ア
ンテナ１０７は、移動局１０から基地局２０，２１・・・それぞれに電波を送信する。
【００５１】
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基地局信号検出部１０２は、基地局２０，２１・・・からセル選択基準信号を受信した場
合、これを電力計測部１０３に出力する。また、基地局信号検出部１０２は、基地局２０
，２１・・・それぞれからセルのサイズを変更する処理を終了する旨のセル変更終了通知
を受信した場合、これをセル制御情報送信部１０６に出力する。ここで、基地局が報知す
るセル選択基準信号と、セル変更終了通知の信号形式について説明する。図３（ａ）は、
基地局２０がセル識別子「４」のセルに報知するセル選択基準信号の信号形式を示し、図
３（ｂ）は、基地局２１がセル識別子「１」のセルに報知するセル選択基準信号の信号形
式を示す。図３（ａ）及び図３（ｂ）に示すように、基地局２０及び２１は、それぞれが
形成するセルに、基地局を識別するための基地局識別子と、セルを識別するためのセル識
別子とを含むセル選択基準信号を、そのセル識別子をもつセルに報知する。図３（ａ）に
示すように、基地局２０は、セル識別子「４」のセルに、基地局２０を特定するための基
地局識別子「１」と、そのセルを特定するためのセル識別子「４」を含むセル選択基準信
号を報知する。一方、図３（ｂ）に示すように、基地局２１は、セル識別子「１」のセル
に、基地局２１を特定するための基地局識別子「２」と、そのセルを特定するためのセル
識別子「１」を含むセル選択基準信号を報知する。図４は、セル変更終了通知の信号形式
を示す。図４に示すように、それぞれの基地局から報知されるセル変更終了通知は、宛先
移動局識別子と通知情報とを含む信号である。移動局識別子は、このセル変更終了通知を
受信することよって、基地局にセルのサイズ変更にかかる情報を送信する処理を終了すべ
き対象となる移動局を識別するための情報である。図４に示すように、移動局識別子とし
て「全ＭＳ」である旨が含まれる場合、全ての移動局がこの通知の対象となる。通知情報
は、移動局に通知する命令の種別を示しており、図４において、この通知情報には、セル
のサイズ変更にかかる情報を送信する処理を移動局が終了すべき旨を示す「変更終了」が
含まれている。このようなセル変更終了通知を、基地局信号検出部１０２が受信した場合
、基地局信号検出部１０２は、セル変更にかかる情報を基地局へ送信する処理の中止を、
セル制御情報送信部１０６に出力する。これによって、セル制御情報送信部１０６は、基
地局へセル制御情報を送信する処理を終了する。このセル制御情報については、後述する
。
【００５２】
電力計測部１０３は、基地局信号検出部１０２によって受信されるセル選択基準信号の受
信電力を計測する。
【００５３】
ハンドオーバ制御部１０４は、電力計測部１０３によって計測されるセル選択基準信号の
受信電力のうち、最大強度の受信電力となるセル選択基準信号を報知する基地局が現行の
基地局から他の基地局に変わった場合に、移動局１０が接続する基地局を、その最大強度
の受信電力が得られたセル選択基準信号を報知した基地局に切り替えるハンドオーバを行
う。
【００５４】
上り回線送信電力取得部１０５は、移動局１０から基地局２０，２１・・・それぞれへの
上り回線の電波の電力、すなわち上り回線送信電力値を取得して、それぞれの上り回線送
信電力値を記憶する。
【００５５】
セル制御情報送信部１０６は、ハンドオーバ制御部１０４によってハンドオーバが行われ
る時の前後において移動局１０が接続する基地局に、セル制御情報を送信する。すなわち
、図１に示すように、移動局１０が、基地局２１によって形成されるセル識別子「１」の
セルから、基地局２０によって形成されるセル識別子「４」のセルに向かう方向に移動し
て、ハンドオーバ制御部１０４によってハンドオーバが行なわれる時に、セル制御情報送
信部１０６は、基地局２０と基地局２１のそれぞれに、セル制御情報を送信する。図５（
ａ）及び（ｂ）はそれぞれ、セル制御情報送信部１０６によって基地局２０と２１のそれ
ぞれに送信されるセル制御情報の形式を示す図である。図５（ａ）及び（ｂ）に示すよう
に、セル制御情報は、基地局識別子と、セル識別子と、宛先ＢＳ上り回線送信電力値と、
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他方ＢＳ上り回線送信電力値と、セル選択基準信号受信電力値とを含む。基地局識別子は
、このセル制御情報の送信先となる基地局を特定する情報であり、図５（ａ）に示すセル
制御情報には、基地局２０を特定する基地局識別子「１」が含められている。一方、図５
（ｂ）に示すセル制御情報には、このセル制御情報の送信先となる基地局２１の基地局識
別子「２」が含められている。セル識別子は、このセル制御情報に含まれるセル選択基準
信号受信電力値が、それぞれの基地局のどのセルにおいて移動局１０によって受信された
セル選択基準信号に基づくものかを特定するための情報であり、図５（ａ）に示すセル制
御情報には、基地局２０によって形成されるセルを特定するセル識別子「４」が含められ
ている。一方、図５（ｂ）に示すセル制御情報には、基地局２１によって形成されるセル
を特定するセル識別子「１」が含められている。宛先ＢＳ上り回線送信電力値は、移動局
１０がハンドオーバ時の前後に接続した基地局のうち、一方の基地局への移動局１０から
の上り回線送信電力の電力値を示す情報である。すなわち、このセル制御情報を受信する
基地局への移動局１０からの上り回線送信電力の電力値を示す情報である。また、他方Ｂ
Ｓ上り回線送信電力値は、移動局１０がハンドオーバ時の前後に接続した基地局のうち、
他方の基地局への移動局１０からの上り回線送信電力の電力値を示す情報である。図５（
ａ）に示すセル制御情報には、移動局１０から基地局２０への上り回線送信電力値「Ｐ１
」が宛先ＢＳ上り回線送信電力値として含められており、移動局１０から基地局２１への
上り回線送信電力値「Ｐ２」が他方ＢＳ上り回線送信電力値として含められている。一方
、図５（ｂ）に示すセル制御情報には、移動局１０から基地局２１への上り回線送信電力
値「Ｐ２」が宛先ＢＳ上り回線送信電力値として含められており、移動局１０から基地局
２０への上り回線送信電力値「Ｐ１」が他方ＢＳ上り回線送信電力値として含められてい
る。セル選択基準信号受信電力値は、基地局２０と２１のそれぞれから送信されるセル選
択基準信号の移動局１０における電力値を示す情報である。図５（ａ）に示すセル制御情
報には、基地局２０によって形成されるセル識別子「４」のセルにおいて、移動局１０に
よって受信されたセル選択基準信号の受信電力値「Ｒ１」が、セル選択基準信号受信電力
値として含められている。一方、図５（ｂ）に示すセル制御情報には、基地局２１によっ
て形成されるセル識別子「１」のセルにおいて、移動局１０によって受信されたセル選択
基準信号の受信電力値「Ｒ２」が、セル選択基準信号受信電力値として含められている。
セル制御情報送信部１０６は、このようにハンドオーバ時の前後に接続する基地局それぞ
れを送信先として生成したセル制御情報を、それぞれの送信先となる基地局へ送信する。
【００５６】
次に、基地局２０、２１・・・について詳細に説明する。図６は、基地局２０の機能的な
構成を示すブロック図である。他の基地局２１・・・も基地局２０と同様の機能的な構成
を有する。図６に示すように、基地局２０は、送信アンテナ２０１～２０６と、セル選択
基準信号報知部（セル選択基準信号報知手段）２０７と、セル制御部（セル制御手段）２
０８と、受信アンテナ２１１～２１６とを備えて構成される。
【００５７】
送信アンテナ２０１～２０６は、基地局２０の形成するセル識別子「１」～「６」のそれ
ぞれのセルへ基地局２０からの電波を送信するアンテナである。送信アンテナ２０１～２
０６は、セル選択基準信号報知部２０７によって生成されるセル選択基準信号を、基地局
２０が形成するセル識別子「１」～「６」のそれぞれのセルへ報知する場合にも用いられ
る。
【００５８】
受信アンテナ２１１～２１６は、基地局２０の形成するセル識別子「１」～「６」のそれ
ぞれのセルにおいて、移動局１０から送信される電波を受信するアンテナである。受信ア
ンテナ２１１～２１６は、それぞれのセルにおいて、移動局１０から送信されるセル制御
情報を受信する場合にも用いられる。
【００５９】
セル選択基準信号報知部２０７は、基地局２０が形成するそれぞれのセルへ報知する上述
した信号形式のセル選択基準信号を生成する。そして、セル選択基準信号報知部２０７は
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、生成した各セル選択基準信号をセル制御部２０８によって制御される電力で、それぞれ
のセルごとに設けた送信アンテナ２０１～２０６を用いて報知する。
【００６０】
セル制御部２０８は、移動局１０によって送信され、受信アンテナ２１１～２１６のうち
いずれかによって受信されるセル制御情報を取得する。そして、セル制御部２０８は、取
得したセル制御情報に含まれる基地局識別子を確認して、自局に送信されたセル制御情報
であるか否かを確認する。そして、セル制御部２０８は、取得したセル制御情報が自局に
送信されたものであることを確認すると、そのセル制御情報に含まれるセル識別子を参照
して、自局が形成するセルを特定する。そして、セル制御部２０８は、そのセル制御情報
に含まれる宛先ＢＳ上り回線送信電力値と、他方ＢＳ上り回線送信電力値と、セル選択基
準信号受信電力値と、予め定められたセル選択基準信号の基準電力値Ｒ０とに基づいて、
上述のように特定されたセルに報知するセル選択基準信号の電力値を所定量づつ段階的に
制御する。
【００６１】
この制御において、セル制御部２０８は、セル制御情報に含まれる宛先ＢＳ上り回線送信
電力値から他方ＢＳ上り回線送信電力値を差し引いて、この値をＫとして算出する。また
、セル制御部２０８は、セル制御情報に含まれるセル選択基準信号受信電力値から上記の
基準電力値Ｒ０を差し引いて、この値をＬとして算出する。そして、セル制御部２０８は
、Ｋ＜０かつＬ＝０の場合、セル制御情報に含まれるセル識別子によって特定されるセル
に報知するセル選択基準信号の電力を、所定量増加させる。一方、Ｋ＞０かつＬ＞０の場
合には、セル制御情報に含まれるセル識別子によって特定されるセルに報知するセル選択
基準信号の電力を所定量減少させる。これらの条件以外の場合には、セル制御部２０８は
セル選択基準信号の電力を変更する処理を行なわない。
【００６２】
以下、図７（ａ）～（ｄ）を参照して、基地局２０及び２１がそれぞれ形成するセルのサ
イズを変更する動作の一例を説明する。図７（ａ）～（ｄ）は、基地局２０及び２１が、
それぞれ形成するセルのサイズを変更する動作を段階的に示す図である。まず、図７（ａ
）に示すように、既に配置された基地局２０に基地局２１が隣接して配置され、基地局２
０が形成する基地局識別子「４」のセルと、基地局２１が形成する基地局識別子「１」の
セルがそれらの境界において重複しているとする。また、このとき、基地局２０が形成す
る基地局識別子「４」のセルのサイズに比べて、基地局２１が形成する基地局識別子「１
」のセルはサイズが小さいとする。図７（ａ）では、移動局１０が、基地局２１が形成す
る基地局識別子「１」のセル内からその境界に移動し、基地局２１が形成する基地局識別
子「１」のセルと基地局２０が形成する基地局識別子「４」のセルが重複する位置に存在
する。この場合に、移動局１０によって受信される基地局２１からのセル選択基準信号の
受信電力値より、基地局２０からのセル選択基準信号の受信電力値の方が大きくなると、
移動局１０は接続する基地局を基地局２１から基地局２０へ変更するハンドオーバを行な
う。このとき、移動局１０から基地局２０への距離に比して、移動局１０から基地局２１
への距離が短いので、移動局１０から基地局２０への上り回線の電波が大きくなるため、
この電波が基地局２１において干渉する。このような、ハンドオーバ時の前後において、
移動局１０はハンドオーバ時の前後にそれぞれ接続する基地局２１と基地局２０に対する
上り回線送信電力値と、セル選択基準信号の受信電力値を取得する。移動局１０は、この
ように取得した上り回線送信電力値と、セル選択基準信号の受信電力値とを含めたセル制
御情報を基地局２０及び基地局２１へ送信する。この場合に移動局１０が送信するセル制
御情報は、基地局２０に対しては図５（ａ）に示す形式となり、基地局２１に対しては、
図５（ｂ）に示す形式となる。基地局２０及び基地局２１はそれぞれ、これらのセル制御
情報を受信する。基地局２１において、受信されるセル制御情報では、図７（ａ）に示す
状態の場合、移動局１０から基地局２１への上り回線基準電力値Ｐ２が基地局２０への上
り回線基準電力値Ｐ１より小さく、Ｋ＜０となる。また、基地局２１によって報知され、
移動局１０によって計測されるセル選択基準信号の受信電力値Ｒ２は、基準電力値Ｒ０と
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略等しい値となり、Ｌ＝０となる。したがって、基地局２１は、セル制御情報に含まれる
セル識別子「１」によって特定されるセルに報知するセル選択基準信号の電力値を所定量
増加させる。すると、図７（ｂ）に示すように、基地局２１が形成するセル識別子「１」
のセルのサイズは大きくなる。
【００６３】
次に、図７（ｃ）に示すように、移動局１０が基地局２１から離れて、更に基地局２０へ
近づくように移動した場合に、移動局１０が基地局２１から基地局２０へ接続する基地局
を変更するハンドオーバが行なわれる。このとき、移動局１０は、上述したように基地局
２０と基地局２１へ送信するためのセル制御情報を生成して、それらのセル制御情報をそ
れぞれ基地局２０と基地局２１へ送信する。図７（ｃ）に示す状態では、移動局１０から
基地局２０に送信されるセル制御情報から、移動局１０から基地局２０への上り回線送信
電力値Ｐ１は、移動局１０から基地局２１への上り回線送信電力値Ｐ２より、大きくなる
ため、Ｋ＞０となる。また、基地局２０がセル識別子「４」のセルに報知するセル選択基
準信号の移動局１０における受信電力値Ｒ１は、基準電力値Ｒ０より大きくなるため、Ｌ
＞０となる。したがって、基地局２０は、セル識別子「４」のセルに報知するセル選択基
準信号の電力値を所定量減少させるので、基地局２０が形成するセル識別子「４」のセル
のサイズは小さくなる。以上のような動作を繰り返すことによって、基地局２０がセル識
別子「４」のセルに報知するセル選択基準信号の電力と、基地局２１がセル識別子「１」
のセルに報知するセル選択基準信号の電力値と略同一となるため、基地局２０が形成する
セル識別子「４」のセルと、基地局２１が形成するセル識別子「１」のセルは、サイズが
略同一となる。また、移動局１０が基地局２０と基地局２１との間で接続する基地局を切
り替えるハンドオーバ時に、基地局２０が形成するセル識別子「４」において報知される
セル選択基準信号と、基地局２１が形成するセル識別子「１」において報知されるセル選
択基準信号のそれぞれの受信電力値を移動局１０が計測し、これらの受信電力値を基準電
力値Ｒ０と略同一となるように、それぞれのセル選択基準信号の電力値が制御されること
によって、基地局２０が形成するセル識別子「４」のセルと、基地局２１が形成するセル
識別子「１」のセルは、それらの境界での重複が調整される。なお、このように行われる
基地局が報知するセル選択基準信号の電力の制御は、ハンドオーバ時の前後に移動局１０
が接続する基地局それぞれへの上り回線送信電力値の差が所定の範囲内となり、ハンドオ
ーバ時の前後に移動局１０が接続する基地局それぞれから報知されるセル選択基準信号の
移動局１０における受信電力値と基準電力値Ｒ０との差が所定の範囲内となるよう、それ
ぞれの基地局が報知するセル選択基準信号の電力が制御されれば良い。
【００６４】
以下、本実施形態にかかる移動通信システム１によるセル制御方法について説明する。ま
ず、このセル制御方法における移動局１０の処理について図８を参照して説明する。図８
は、本実施形態にかかるセル制御方法における移動局１０の処理を示すフローチャートで
ある。図８に示すように、移動局１０は、その存在位置においてセルを形成する基地局か
ら送信される電波を受信アンテナ１０１によって受信する。そして、基地局信号検出部１
０２が、受信アンテナ１０１によって受信された電波のうち、セル選択基準信号またはセ
ル変更終了通知にかかる信号を検出する（ステップＳ１１）。次に、電力計測部１０３は
、基地局信号検出部１０２によって検出されたセル選択基準信号の電力値を計測する（ス
テップＳ１２）。そして、ハンドオーバ制御部１０４が、電力計測部１０３によって計測
される電力値に基づいて、現在接続している基地局からのセル選択基準信号の受信電力値
より、他方の基地局からのセル選択基準信号の受信電力値が大きくなったか否かを判断す
ることによって、ハンドオーバエリアに移動局１０が存在するか否かを判断する（ステッ
プＳ１３）。この判断の結果、ハンドオーバ制御部１０４は、現在接続している基地局か
らのセル選択基準信号の受信電力値が、他方の基地局からのセル選択基準信号の受信電力
値以上の場合には、接続する基地局を切り替えず処理を終了する。一方、ハンドオーバ制
御部１０４は、現在接続している基地局からのセル選択基準信号の受信電力値より、他方
の基地局からのセル選択基準信号の受信電力値が大きくなった場合に、ハンドオーバを行
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なうと共に、セル制御情報送信部１０６に、セル制御情報をハンドオーバ時の前後に接続
する基地局へ送信するよう指示する。この指示に基づいて、セル制御情報送信部１０６は
、まず、基地局信号検出部１０２によって、上記のハンドオーバ時の前後に接続する基地
局から送信されるセル変更終了通知が未だ検出されていないか否かを判断する（ステップ
Ｓ１４）。この判断の結果、基地局信号検出部１０２が、既に上記のセル変更終了通知を
検出していた場合には、セル制御情報送信部１０６は処理を終了する。一方、基地局信号
検出部１０２が、未だ上記のセル変更終了通知を検出していない場合に、セル制御情報送
信部１０６は、上り回線送信電力取得部１０５によって記憶されている上記のハンドオー
バ時の前後に接続する基地局それぞれへの移動局１０からの上り回線送信電力値を取得す
る（ステップＳ１５）。そして、上述したように、セル制御情報送信部１０６は、上記の
ハンドオーバ時の前後に接続する基地局それぞれへ送信するセル制御情報を生成すると共
に、それら制御情報をそれぞれの基地局に送信する（ステップＳ１６）。以上の処理を移
動局１０は繰り返す。
【００６５】
次に、図９及び図１０を参照して、本実施形態にかかるセル制御方法における基地局２０
，２１・・・の処理を説明する。図９は、本実施形態にかかるセル制御方法における基地
局２０，２１・・・よって行なわれる処理のフローチャートである。また、図１０は、図
９に示すフローチャートにおけるセル制御情報処理のフローチャートである。まず、図９
に示すように、移動局１０によって接続される基地局は、移動局１０からセル制御情報が
送信された場合、図１０に示すセル制御情報処理を行なう（ステップＳ２１）。図１０に
示すように、このセル制御情報処理において、移動局１０によって接続される基地局のセ
ル制御部２０８は、移動局１０から送信されるセル制御情報の内容を参照して、自局への
上り回線送信電力値と、ハンドオーバ時の前後に移動局が接続する基地局のうち、他方の
基地局（相手先）への送信電力値との差Ｋを算出する（ステップＳ２２）。また、セル制
御部２０８は、移動局１０から送信されるセル制御情報の内容を参照して、自局が報知し
たセル選択基準信号の移動局１０における受信電力値と、基準電力値Ｒ０との差Ｌを算出
する（ステップＳ２３）。
【００６６】
図９に戻り、セル制御部２０８は、上記のＫ及びＬを用いて、「Ｋ＞０かつＬ＝０」また
は「Ｋ＞０かつＬ＞０」の条件を満たすか否かを判断する（ステップＳ２４）。この判断
の結果、セル制御部２０８は、「Ｋ＜０かつＬ＝０」であると判断する場合、セル制御部
２０８は上記のセル制御情報に含まれるセル識別子によって特定されるセルにおいて報知
するセル選択基準信号の現行の電力値に予め定められた規定電力値を加算して、再設定電
力値とする（ステップＳ２５）。一方、上記の判断の結果、セル制御部２０８は、「Ｋ＞
０かつＬ＞０」であると判断する場合、上記のセル制御情報に含まれるセル識別子によっ
て特定されるセルにおいて報知するセル選択基準信号の現行の電力値から規定電力値を差
し引いて、この値を再設定電力値とする（ステップＳ２６）。また、セル制御部２０８は
、上記以外の条件に該当すると判断する場合は、処理を終了する。
【００６７】
次に、セル制御部２０８は、上述のごとく設定した再設定電力値が、セル選択基準信号報
知部２０７によって報知されるセル選択基準信号の送信電力値として設定可能な最大値よ
り大きいか否かを判断する（ステップＳ２７）。この判断の結果、再設定電力値が上記の
送信電力の最大値以下の場合に、セル制御部２０８は、セル制御情報に含まれるセル識別
子によって特定されるセルに報知するセル選択基準信号の電力値を上記の再設定電力値に
再設定する（ステップＳ２８）。一方、再設定電力値が上記の送信電力の最大値より大き
い場合に、セル制御部２０８は、上述したセル変更終了通知を移動局１０に送信する（ス
テップＳ２９）。
【００６８】
以下、本実施形態にかかる移動通信システム１の作用及び効果を説明する。本実施形態に
かかる移動通信システム１では、複数の基地局２０，２１・・・がそれぞれ、自局を特定
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するための基地局識別子及び自局が形成するセルを特定するためのセル識別子を含むセル
選択基準信号を、セル識別子によって特定されるセルへ報知する。移動局１０は、これら
複数の基地局のうち接続する基地局を切り替えるハンドオーバ時に、この切り替え前後に
接続する基地局それぞれによって報知されるセル選択基準信号を受信する。移動局１０は
、それらのセル選択基準信号の受信電力値をそれぞれ計測する。また、移動局１０は、上
記の切り替え前後に接続する基地局への上り回線送信電力値をそれぞれ取得する。そして
、移動局１０は、上記の切り替え前後に接続する基地局の一方には、その基地局を特定す
る基地局識別子、セルを特定するセル識別子、その基地局への上り回線送信電力値、他方
の基地局への上り回線送信電力値、及びその基地局から報知されたセル選択基準信号の受
信電力値を含むセル制御情報を送信する。また、移動局１０は、上記の切り替え前後に接
続する基地局の他方の基地局には、その基地局を特定する基地局識別子、セルを特定する
セル識別子、その基地局への上り回線送信電力値、上記の一方の基地局への上り回線送信
電力値、及びその基地局から報知されたセル選択基準信号の受信電力値を含むセル制御情
報を送信する。移動局１０によって送信されるセル制御情報を受信する各基地局は、受信
したセル制御情報に含まれるセル識別子を参照して自局が形成するセルを特定する。また
、各基地局は受信したセル制御情報を参照して、移動局１０から自局に対する上り回線送
信電力値が、上記の他方の基地局に対する上り回線送信電力値大きく、自局が送信したセ
ル選択基準信号の移動局１０における受信電力値が所定の基準電力値Ｒ０より大きい場合
に、上記のように特定された自局が形成するセルに報知するセル選択基準信号の電力を所
定量減少させる。逆に、各基地局は、移動局１０から自局への上り回線送信電力値が、上
記の他方の基地局への上り回線送信電力値より小さく、自局が報知したセル選択基準信号
の移動局における受信電力値が所定の基準電力値以下の場合、上記のように特定された自
局が形成するセルに報知するセル選択基準信号の電力を所定量増加させる。このようにハ
ンドオーバ時の前後に移動局１０によって接続されるそれぞれの基地局は、移動局から送
信されるセル制御情報によって、それぞれの形成するセルに報知するセル選択基準信号の
電力を減少または増加させ、ハンドオーバ時の前後に移動局１０が位置した各セルに報知
するセル選択基準信号の送信電力値を略同一にする。その結果、ハンドオーバ時の前後に
移動局１０が位置した各セルのサイズを同等にできる。また、移動局１０が、ハンドオー
バ時の前後に受信するセル選択基準信号の受信電力値が基準電力値Ｒ０と略同一となるよ
う、ハンドオーバ時の前後に移動局１０が位置したセルに報知するセル選択基準信号の電
力値を制御する。その結果、ハンドオーバ時の前後に移動局１０によって接続される基地
局が形成するセルのそれぞれの境界での重複が調整される。これによって、移動局１０か
ら基地局への上り回線の干渉や、基地局から移動局１０への下り回線の干渉が低減され、
より通信品質の良い通信が実現される。
【００６９】
なお、本発明は上記した本実施形態に限定されることなく種々の変形が可能である。例え
ば、セル制御情報送信部１０６が、ハンドオーバ時の前後に移動局１０によって接続され
る基地局それぞれへ送信するセル制御情報は、ハンドオーバ時の前後に移動局１０によっ
て接続される基地局のうち、そのセル制御情報の送信先である基地局によって報知された
セル選択基準信号の受信電力値と基準電力値Ｒ０との差Ｌと、その基地局への移動局１０
からの上り回線送信電力値と、他方の基地局への移動局１０からの上り回線送信電力値と
の差Ｋと、上述した基地局識別子、及びセル識別子を含めたセル制御情報としても良い。
このようなセル制御情報を受信する各基地局は、セル制御情報に含まれるＫとＬとを、本
実施形態において説明した上記の条件に当てはめることによって、本実施形態の移動通信
システム１と同様に、セルのサイズを他方の基地局のセルのサイズと略同一にできると共
に、各基地局が形成するセル同士の重複を調整することができる。したがって、移動局１
０から基地局への上り回線の干渉や、基地局から移動局１０への下り回線の干渉をなくし
、より通信品質の良い通信が実現される。また、上述した第１実施形態にかかるセル制御
情報のように、上り回線送信電力値などの個々の電力値を情報として送信するのに比して
、移動局１０から基地局へ送信されるセル制御情報は、差に基づく情報によって構成され
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るので、その容量が小さくなる。
【００７０】
また、セル制御情報送信部１０６が、ハンドオーバ時の前後に移動局１０によって接続さ
れる基地局それぞれへ送信するセル制御情報は、ハンドオーバ時の前後に移動局１０によ
って接続される基地局のうち、そのセル制御情報の送信先である基地局によって報知され
たセル選択基準信号の受信電力値と基準電力値Ｒ０との比Ｌと、その基地局への移動局１
０からの上り回線送信電力値と、他方の基地局への移動局１０からの上り回線送信電力値
との比Ｋと、上述した基地局識別子、及びセル識別子を含めたセル制御情報としても良い
。このようなセル制御情報を受信する各基地局は、セル制御情報に含まれるＫが予め定め
られた範囲を超え、Ｌが予め定められた範囲を超える場合に、そのセル制御情報に含まれ
るセル識別子によって特定されるセルに報知するセル選択基準信号の電力を所定量減少さ
せる。一方、セル制御情報に含まれるＫが予め定められた範囲を下回り、Ｌが予め定めら
れた範囲を下回る場合に、そのセル制御情報に含まれるセル識別子によって特定されるセ
ルに報知するセル選択基準信号の電力を所定量増加させる。このように上り回線送信電力
値等の電力値の比に基づく情報を用いても、本実施形態の移動通信システム１と同様に、
セルのサイズを他方の基地局のセルサイズと略同一にできると共に、各基地局が形成する
セル同士の重複を調整することができる。したがって、移動局１０から基地局への上り回
線の干渉や、基地局から移動局１０への下り回線の干渉をなくし、より通信品質の良い通
信が実現される。また、上述した第１実施形態にかかるセル制御情報のように、上り回線
送信電力値などの個々の電力値を情報として送信するのに比して、移動局１０から基地局
へ送信されるセル制御情報は、比に基づく情報によって構成されるので、その容量が小さ
くなる。
【００７１】
（第２実施形態）
次に本発明の第２実施形態にかかる移動通信システム２について説明する。図１１は移動
通信システム２の構成を示す図である。図１１に示すように移動通信システム２は、移動
局１２と、複数の基地局３０，３１・・・（図１１においては、基地局３０及び３１だけ
を図示している。）とを備えて構成される。移動局１２と、複数の基地局３０，３１・・
・は第１実施形態と同様にＣＤＭＡ通信を行ない、それぞれが形成するセルの数も第１実
施形態と同様である。以下、移動局１２と、基地局３０，３１・・・について詳細に説明
する。
【００７２】
移動局１２は、物理的には第１実施形態と同様の構成を有する。図１２は、移動局１２の
機能的な構成を示すブロック図である。図１２に示すように、受信アンテナ１２１と、基
地局信号検出部（セル選択基準信号受信手段）１２２と、電力計測部（セル選択基準信号
受信電力計測手段）１２３と、ハンドオーバ制御部１２４と、上り回線電力取得部（上り
回線電力取得手段）１２５と、セル制御情報送信部（セル制御情報送信手段）１２６と、
送信アンテナ１２７とを備えて構成される。以下、移動局１２が備えるそれぞれの機能的
な構成要素について詳細に説明する。受信アンテナ１２１及び送信アンテナ１２７はそれ
ぞれ第１実施形態において説明した受信アンテナ１０１及び送信アンテナ１０７と同様の
構成を有する。また、基地局信号検出部１２２と、電力計測部１２３と、ハンドオーバ制
御部１２４と、上り回線送信電力取得部１２５も、それぞれ第１実施形態において説明し
た基地局信号検出部１０２と、電力計測部１０３と、ハンドオーバ制御部１０４と、上り
回線送信電力取得部１０５と同様の構成を有する。
【００７３】
次に、セル制御情報送信部１２６について説明する。セル制御情報送信部１２６は、ハン
ドオーバ制御部１２４によってハンドオーバが行われる時の前後において移動局１２が接
続する基地局に、セル制御情報を送信して、このセル制御情報を受信する基地局へセルの
サイズ変更を要求する。図１１に示すように、移動局１２が、基地局２１によって形成さ
れるセル識別子「１」のセルから、基地局２０によって形成されるセル識別子「４」のセ
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ルに移動して、ハンドオーバ制御部１２４によってハンドオーバが行なわれる場合に、セ
ル制御情報送信部１２６は、以下に説明するセル制御情報を、セルのサイズを変更すべき
基地局へ送信する。図１３は、セル制御情報送信部１２６によって送信されるセル制御情
報の形式を示す図である。図１３に示すように、セル制御情報は、基地局識別子と、セル
識別子と、セル変更情報とを含む。基地局識別子は、このセル制御情報の送信先となる基
地局を特定する情報であり、図１３に示すセル制御情報には、基地局２０を特定する基地
局識別子「１」が含められている。セル識別子は、このセル制御情報によってセルのサイ
ズを変更するセルを特定する情報である。図１３に示すセル制御情報には、基地局２０に
よって形成されるセルを特定するセル識別子「４」が含められている。セル変更情報は、
このセル変更情報を含むセル制御情報を送信された基地局が、上記のセル識別子によって
特定されるセルのサイズを「拡大」または「縮小」の何れに変更すべきかを示す情報であ
る。図１３に示すセル制御情報の例には、セルのサイズを「拡大」する旨を示す情報がセ
ル変更情報として含められている。
【００７４】
上記のセル変更情報は、以下のようにして定められる。セル制御情報送信部１２６は、ハ
ンドオーバ時の前後に接続する基地局の一方への移動局１２からの上り回線の電波の送信
電力値である上り回線送信電力値と、他方の基地局への移動局１２からの上り回線送信電
力値を比較する。また、セル制御情報送信部１２６は、上記の一方の基地局から送信され
るセル選択基準信号の受信電力値と基準電力値Ｒ０とを比較する。セル制御情報送信部１
２６は、上述のように比較した上り回線送信電力値に差があり、かつ、上述のように比較
した受信電力値と基準電力値Ｒ０が略同一の場合には、上り回線送信電力の大きい方の基
地局が形成するセルのうち、セル識別子によって特定されるセルのサイズの「縮小」を要
求する旨の情報を、セル変更情報とする。このセル変更情報が含められたセル制御情報を
受信する基地局は、セル制御情報に含まれるセル識別子によって特定されるセルに報知す
るセル選択基準信号の電力を、所定量減少させることによって、セルのサイズを縮小する
。一方、セル制御情報送信部１２６は、上述のように比較した上り回線送信電力値に差が
あり、かつ、上述のように比較した受信電力値が基準電力値Ｒ０より大きい場合には、上
り回線送信電力の小さい方の基地局が形成するセルのうち、セル識別子によって特定され
るセルのサイズの「拡大」を要求する旨の情報を、セル変更情報とする。このセル変更情
報が含められたセル制御情報を受信する基地局は、セル制御情報に含まれるセル識別子に
よって特定されるセルに報知するセル選択基準信号の電力を、所定量増加させることによ
って、セルのサイズを拡大する。また、上記の条件が満たされない場合には、セル制御情
報送信部１２６は、セル制御情報を送信しない。このように作成されるセル変更情報は、
ハンドオーバ時の前後に移動局１０が接続する基地局それぞれへの上り回線送信電力値の
差が所定の範囲内となり、ハンドオーバ時の前後に移動局１０が接続する基地局それぞれ
から報知されるセル選択基準信号の移動局１０における受信電力値と基準電力値Ｒ０との
差が所定の範囲内となるよう、それぞれの基地局へ送信するセル変更情報に「拡大」ある
いは「縮小」を示す情報が含められれば良い。
【００７５】
次に、基地局３０，３１・・・について説明する。図１４は、基地局３０の機能的な構成
を示すブロック図である。他の基地局３１・・・も基地局３０と同様の機能的な構成を有
する。図１４に示すように、基地局３０は、送信アンテナ２２１～２２６と、セル選択基
準信号報知部（セル選択基準信号報知手段）２２７と、セル制御部（セル制御手段）２２
８と、受信アンテナ２３１～２３６とを備えて構成される。送信アンテナ２２１～２２６
と、受信アンテナ２３１～２３６はそれぞれ、第１実施形態において説明した送信アンテ
ナ２０１～２０６と、受信アンテナ２１１～２１６と同様の構成を有する。また、セル選
択基準信号報知部２２７も、第１実施形態において説明したセル選択基準信号報知部２０
７と同様の構成を有する。
【００７６】
セル制御部２２８は、移動局１２によって送信され、受信アンテナ２３１～２３６のうち
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いずれかによって受信されるセル制御情報を取得する。そして、セル制御部２２８は、取
得したセル制御情報に含まれる基地局識別子を確認して、自局に送信されたセル制御情報
であるか否かを確認する。そして、セル制御部２２８は、取得したセル制御情報が自局に
送信されたものであることを確認すると、そのセル制御情報に含まれるセル識別子を参照
して、自局の形成するセルを特定する。そして、セル制御部２２８は、そのセル制御情報
に含まれるセル変更情報よって特定される要求に応じて、上述のように特定されたセルの
サイズを変更する。すなわち、セル制御部２２８は、セル制御情報に「拡大」を示す要求
のセル変更情報が含められている場合に、上述のように特定されたセルに報知するセル選
択基準信号の電力値を所定量増加させることによって、そのセルのサイズを拡大する。一
方、セル制御部２２８は、セル制御情報に「縮小」を示す要求のセル変更情報が含められ
ている場合に、上述のように特定されたセルに報知するセル選択基準信号の電力値を所定
量増加させることによって、そのセルのサイズを縮小する。
【００７７】
以下、本実施形態にかかる移動通信システム２によるセル制御方法について説明する。ま
ず、このセル制御方法における移動局１２の処理について図１５を参照して説明する。図
１５は、本実施形態にかかるセル制御方法における移動局１２による処理のフローチャー
トである。図１５に示すように、移動局１２は、その存在位置においてセルを形成する基
地局から送信される電波を受信アンテナ１２１によって受信する。そして、基地局信号検
出部１２２が、受信アンテナ１２１によって受信された電波のうち、セル選択基準信号ま
たはセル変更終了通知にかかる信号を検出する（ステップＳ１０１）。次に、電力計測部
１２３は、基地局信号検出部１２２によって検出されたセル選択基準信号の電力値を計測
する（ステップＳ１０２）。そして、ハンドオーバ制御部１２４が、電力計測部１２３に
よって計測される電力値に基づいて、現在接続している基地局からのセル選択基準信号の
受信電力値より、他の基地局からのセル選択基準信号の受信電力値が大きくなったか否か
を判断することによって、ハンドオーバエリアに移動局１２が存在するか否かを判断する
（ステップＳ１０３）。この判断の結果、ハンドオーバ制御部１２４は、現在接続してい
る基地局からのセル選択基準信号の受信電力値が、他の基地局からのセル選択基準信号の
受信電力値以上の場合には、接続する基地局を切り替えず処理を終了する。一方、ハンド
オーバ制御部１２４は、現在接続している基地局からのセル選択基準信号の受信電力値よ
り、他の基地局からのセル選択基準信号の受信電力値が大きくなった場合に、ハンドオー
バを行なうと共に、セル制御情報送信部１２６に、セル制御情報をハンドオーバ時の前後
に接続する基地局へ送信するよう指示する。この指示に基づいて、セル制御情報送信部１
２６は、基地局信号検出部１２２によって、上記のハンドオーバ時の前後に接続する基地
局から送信されるセル変更終了通知が未だ検出されていないか否かを判断する（ステップ
Ｓ１０４）。この判断の結果、基地局検出部１２２が、既に上記のセル変更終了通知を検
出していた場合には、セル制御情報送信部１２６は処理を終了する。一方、基地局検出部
１２２が、未だ上記のセル変更終了通知を検出していない場合に、セル制御情報送信部１
２６は、上り回線送信電力取得部１２５によって記憶されている上記のハンドオーバ時の
前後に接続する基地局それぞれへの移動局１２からの上り回線送信電力を取得する（ステ
ップＳ１０５）。そして、セル制御情報送信部１２６は、ハンドオーバ時の前後に接続す
る基地局の一方への移動局１２からの上り回線の電波の送信電力値である上り回線送信電
力値と、他方の基地局への移動局１２からの上り回線送信電力値を比較する。また、セル
制御情報送信部１２６は、上記の一方の基地局から送信されるセル選択基準信号の受信電
力値と基準電力値Ｒ０を比較する。この比較において、セル制御情報送信部１２６は、条
件（１）として、上述のように比較した上り回線送信電力値に差があり、かつ、上述のよ
うに比較した受信電力値と基準電力値Ｒ０が略同一であるか、または、条件（２）として
、上述のように比較した上り回線送信電力値に差があり、かつ、上述のように比較した受
信電力値が基準電力値Ｒ０より大きいか否かを判断する（ステップＳ１０６）。この判断
の結果、条件（１）を満たす場合に、セル制御情報送信部１２６は、上り回線送信電力の
大きい方の基地局が形成するセルのうち、セル識別子によって特定されるセルのサイズの
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「縮小」を要求する旨の情報をセル変更情報としてセル制御情報を生成し、このセル制御
情報を、上記の上り回線送信電力の大きい方の基地局へ送信する（ステップＳ１０７）。
一方、この判断の結果、条件（２）を満たす場合に、セル制御情報送信部１２６は、上り
回線送信電力の小さい方の基地局が形成するセルのうち、セル識別子によって特定される
セルのサイズの「拡大」を要求する旨の情報をセル変更情報としてセル制御情報を生成し
、このセル制御情報を、上記の上り回線送信電力の小さい方の基地局へ送信する（ステッ
プＳ１０８）。また、条件（１）及び（２）の両者を満たさない場合に、セル制御情報送
信部１２６は、セル制御情報を送信しない。以上の処理を、移動局１２は繰り返す。
【００７８】
次に、図１６を参照して、本実施形態にかかるセル制御方法における基地局３０，３１・
・・の処理を説明する。図１６は、本実施形態にかかるセル制御方法における基地局３０
，３１・・・よって行なわれる処理のフローチャートである。図１６に示すように、ハン
ドオーバ時の前後に移動局１２によって接続される基地局のセル制御部２２８は、移動局
１２から送信されるセル制御情報を受信する（ステップＳ２０１）。そして、セル制御部
２２８は、受信したセル制御情報に含まれるセル変更情報がセルのサイズを「拡大」する
旨を要求する情報か、「縮小」する旨を要求する情報かを判断する（ステップＳ２０２）
。この判断の結果、セル変更情報がセルのサイズを「拡大」する旨を要求する情報である
場合、セル制御部２２８は、上記のセル制御情報に含まれるセル識別子によって特定され
る自局が形成するセルに報知するセル選択基準信号の現行の電力値に予め定められた規定
電力値を加算して再設定電力値とする（ステップＳ２０３）。一方、セル変更情報がセル
のサイズを「縮小」する旨を要求する情報である場合、セル制御部２２８は、上記のセル
制御情報に含まれるセル識別子によって特定される自局が形成するセルに報知するセル選
択基準信号の現行の電力値から予め定められた規定電力値を差し引いて再設定電力値とす
る（ステップＳ２０４）。そして、セル制御部２２８は、このように算出された再設定電
力値が、上記のように特定されたセルに報知するセル選択基準信号の送信電力値として設
定可能な最大値より大きいか否かを判断する（ステップＳ２０７）。この判断の結果、上
記の再設定電力値が、上記のように特定されたセルに報知するセル選択基準信号の送信電
力値として設定可能な最大値以下の場合、セル制御部２２８は、セル制御情報に含まれる
セル識別子によって特定されるセルに報知するセル選択基準信号の電力値を上記の再設定
電力値に再設定する（ステップＳ２０８）。一方、再設定電力値が上記の送信電力の最大
値より大きい場合に、セル制御部２２８は、上述したセル変更終了通知を移動局１０に送
信する。
【００７９】
以下、本実施形態にかかる移動通信システム２の作用及び効果を説明する。本実施形態に
かかる移動通信システム２では、移動局１２が、ハンドオーバ時の前後に接続する基地局
によって形成されるセルについて、上述した条件の下、これらのセルのサイズを拡大また
は縮小する要求を示すセル変更情報を含むセル制御情報を生成する。そして、移動局１２
はこのセル制御情報を、セルのサイズを変更すべきセルを形成する基地局に送信する。基
地局は、移動局１２によって送信されるセル制御情報に含まれるセル変更情報を参照して
、セル制御情報に含まれるセル識別子によって特定されるセルのサイズを、そのセルに報
知するセル選択基準信号の送信電力を制御することによって、変更する。このようにして
、第１実施形態で説明した移動通信システム１と同様に、ハンドオーバ時の前後に移動局
１２が位置した各セルに報知するセル選択基準信号の送信電力値が略同一とされる。その
結果、ハンドオーバ時の前後に移動局１２が位置した各セルのサイズを均等にできる。ま
た、移動局１２が、ハンドオーバ時の前後に受信するセル選択基準信号の受信電力値が基
準電力値Ｒ０と略同一となるよう、それぞれの基地局から報知されるセル選択基準信号の
電力が制御される。その結果、ハンドオーバ時の前後に移動局１２によって接続される基
地局が形成するセルのそれぞれの境界での重複が調整される。
【００８０】
また、移動局１２によって基地局へ送信されるセル制御情報は、基地局識別子と、セル識
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別子と、セル変更情報のみによって構成されるので、第１実施形態で説明した移動通信シ
ステム１おいて移動局１０が送信するセル制御情報に比して、その容量が小さくなる。
【００８１】
更に、基地局は、移動局１２によって送信されるセル制御情報に含まれるセル変更情報に
応じて、セルの拡大または縮小を制御するだけでよく、第１実施形態で説明した移動通信
システム１における基地局による処理より、基地局が行なうべき処理の負担が軽減される
。
【００８２】
【発明の効果】
本発明によれば、ハンドオーバが行われる前後に移動局によって接続される各基地局が、
移動局によって送信されるセル制御情報に基づいて、このハンドオーバが行われる前後に
移動局が存在した位置に形成するセルを、他方の基地局が形成するセルのサイズと略同一
とできると共に、それらのセルの重複を調整できる。したがって、移動局から隣接する基
地局への上り回線における干渉や、隣接する基地局から移動局への下り回線における干渉
を、低減して、良好な通信品質を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、第１実施形態にかかる移動通信システムの構成を示す図である。
【図２】図２は、第１実施形態にかかる移動局の機能的な構成を示すブロック図である。
【図３】図３（ａ）は、第１実施形態にかかる基地局がセルに報知するセル選択基準信号
の信号形式を示す図である。
図３（ｂ）は、第１実施形態にかかる基地局がセルに報知するセル選択基準信号の信号形
式を示す図である。
【図４】図４は、セル変更終了通知の信号形式を示す図である。
【図５】図５（ａ）は、第１実施形態にかかるセル制御情報の形式を示す図である。
図５（ｂ）は、第１実施形態にかかるセル制御情報の形式を示す図である。
【図６】図６は、第１実施形態にかかる基地局の機能的な構成を示すブロック図である。
【図７】図７（ａ）は、基地局が形成するセルのサイズを変更する動作の一例を説明する
図である。
図７（ｂ）は、基地局が形成するセルのサイズを変更する動作の一例を説明する図である
。
図７（ｃ）は、基地局が形成するセルのサイズを変更する動作の一例を説明する図である
。
図７（ｄ）は、基地局が形成するセルのサイズを変更する動作の一例を説明する図である
。
【図８】図８は、第１実施形態にかかるセル制御方法における移動局の処理を示すフロー
チャートである
【図９】図９は、第１実施形態にかかるセル制御方法における基地局よって行なわれる処
理のフローチャートである
【図１０】図１０は、図９に示すフローチャートにおけるセル制御情報処理のフローチャ
ートである。
【図１１】図１１は、第２実施形態にかかる移動通信システムの構成を示す図である。
【図１２】図１２は、第２実施形態にかかる移動局の機能的な構成を示すブロック図であ
る。
【図１３】図１３は、第２実施形態にかかるセル制御情報送信部によって送信されるセル
制御情報の形式を示す図である。
【図１４】図１４は、第２実施形態にかかる基地局の機能的な構成を示すブロック図であ
る。
【図１５】図１５は、第２実施形態にかかるセル制御方法における移動局による処理のフ
ローチャートである。
【図１６】図１６は、第２実施形態にかかるセル制御方法における基地局によって行なわ
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れる処理のフローチャートである。
【符号の説明】
１，２…移動通信システム、１０，１２…移動局、２０，２１，３０，３１…基地局、１
０１，１２１…受信アンテナ、１０２，１２２…基地局信号検出部、１０３，１２３…電
力計測部、１０４，１２４…ハンドオーバ制御部、１０５，１２５…上り回線送信電力取
得部、１０６，１２６…セル制御情報送信部、１０７，１２７…送信アンテナ、２０１～
２０６，２２１～２２６…送信アンテナ、２０７，２２７…セル選択基準信号報知部、２
０８，２２８…セル制御部、２１１～２１６，２３１～２３６…受信アンテナ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【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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【図１５】 【図１６】
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