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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１又は複数の基地局は所定の電力でパイロット信号を送信し、
　１又は複数の移動局は、前記１又は複数の基地局から送信される各パイロット信号の受
信品質を周期的に測定し、当該測定結果に応じて回線を設定する１又は複数の基地局を決
定するとともに、決定された１又は複数の基地局から１又は複数の送信基地局を決定する
移動通信制御方法であって、
　前記送信基地局の決定は、所定の条件に基づいて、当該送信基地局の数ができるだけ少
なく、かつ、前記移動局におけるパイロット信号の受信品質が最良の基地局が送信基地局
に含まれる確率が高くなるように決定することを特徴とする移動通信制御方法。
【請求項２】
　１又は複数の基地局は所定の電力でパイロット信号を送信し、
　１又は複数の移動局は、前記１又は複数の基地局から送信される各パイロット信号の受
信品質を周期的に測定し、当該測定結果に応じて回線を設定する１又は複数の基地局を決
定するとともに、決定された１又は複数の基地局から１又は複数の送信基地局を決定する
移動通信制御方法であって、
　前記１又は複数の移動局は、伝搬環境を推定し、推定された伝搬環境に基づいて前記送
信基地局を決定するための所定のしきい値を決定し、当該所定のしきい値に基づいて前記
１又は複数の送信基地局を決定することを特徴とする移動通信制御方法。
【請求項３】
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　前記１又は複数の移動局は、前記推定された伝搬環境に基づいて前記パイロット信号の
測定時間を決定することを特徴とする請求項２に記載の移動通信制御方法。
【請求項４】
　１又は複数の基地局は所定の電力でパイロット信号を送信し、
　１又は複数の移動局は、前記１又は複数の基地局から送信される各パイロット信号の受
信品質を周期的に測定し、当該測定結果に応じて回線を設定する１又は複数の基地局を決
定するとともに、決定された１又は複数の基地局から１又は複数の送信基地局を決定する
移動通信制御方法であって、
　前記１又は複数の移動局は、伝搬環境を推定し、基地局制御装置へ通知し、
　前記基地局制御装置は、前記伝搬環境に基づいて前記送信基地局を決定するための所定
のしきい値を決定し、該当する移動局へ通知し、
　前記通知を受信した移動局は、前記所定のしきい値に基づいて前記１又は複数の送信基
地局を決定することを特徴とする移動通信制御方法。
【請求項５】
　前記基地局制御装置は、前記伝搬環境に基づいて前記パイロット信号の測定時間を決定
し、該当する移動局へ通知することを特徴とする請求項４に記載の移動通信制御方法。
【請求項６】
　１又は複数の基地局は所定の電力でパイロット信号を送信し、
　１又は複数の移動局は、前記１又は複数の基地局から送信される各パイロット信号の受
信品質を周期的に測定し、当該測定結果に応じて回線を設定する１又は複数の基地局を決
定するとともに、決定された１又は複数の基地局から１又は複数の送信基地局を決定する
移動通信制御方法であって、
　前記１又は複数の移動局は、伝搬環境を推定し、基地局へ通知し、
　前記基地局は、前記伝搬環境に基づいて前記送信基地局を決定するための所定のしきい
値を決定し、該当する移動局へ通知し、
　前記通知を受信した移動局は、前記所定のしきい値に基づいて前記１又は複数の送信基
地局を決定することを特徴とする移動通信制御方法。
【請求項７】
　前記基地局は、前記伝搬環境に基づいて前記パイロット信号の測定時間を決定し、該当
する移動局へ通知することを特徴とする請求項６に記載の移動通信制御方法。
【請求項８】
　１又は複数の基地局は所定の電力でパイロット信号を送信し、
　１又は複数の移動局は、前記１又は複数の基地局から送信される各パイロット信号の受
信品質を周期的に測定し、当該測定結果に応じて回線を設定する１又は複数の基地局を決
定するとともに、決定された１又は複数の基地局から１又は複数の送信基地局を決定する
移動通信制御方法であって、
　前記１又は複数の基地局は、前記１又は複数の移動局の伝搬環境を推定し、該当する移
動局へ通知し、
　前記通知を受信した移動局は、前記伝搬環境に基づいて前記送信基地局を決定するため
の所定のしきい値を決定し、前記所定のしきい値に基づいて前記１又は複数の送信基地局
を決定することを特徴とする移動通信制御方法。
【請求項９】
　前記通知を受信した移動局は、前記伝搬環境に基づいて前記パイロット信号の測定時間
を決定することを特徴とする請求項８に記載の移動通信制御方法。
【請求項１０】
　１又は複数の基地局は所定の電力でパイロット信号を送信し、
　１又は複数の移動局は、前記１又は複数の基地局から送信される各パイロット信号の受
信品質を周期的に測定し、当該測定結果に応じて回線を設定する１又は複数の基地局を決
定するとともに、決定された１又は複数の基地局から１又は複数の送信基地局を決定する
移動通信制御方法であって、
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　前記１又は複数の基地局は、前記１又は複数の移動局の伝搬環境を推定し、基地局制御
装置へ通知し、
　前記基地局制御装置は、前記伝搬環境に基づいて前記送信基地局を決定するための所定
のしきい値を決定し、該当する移動局へ通知し、
　前記所定のしきい値を受信した移動局は、前記所定のしきい値に基づいて前記１又は複
数の送信基地局を決定することを特徴とする移動通信制御方法。
【請求項１１】
　前記基地局制御装置は、前記伝搬環境に基づいて前記パイロット信号の測定時間を決定
し、該当する移動局へ通知することを特徴とする請求項１０に記載の移動通信制御方法。
【請求項１２】
　１又は複数の基地局は所定の電力でパイロット信号を送信し、
　１又は複数の移動局は、前記１又は複数の基地局から送信される各パイロット信号の受
信品質を周期的に測定し、当該測定結果に応じて回線を設定する１又は複数の基地局を決
定するとともに、決定された１又は複数の基地局から１又は複数の送信基地局を決定する
移動通信制御方法であって、
　前記１又は複数の基地局は、前記１又は複数の移動局の伝搬環境を推定し、前記伝搬環
境に基づいて前記送信基地局を決定するための所定のしきい値を決定し、該当する移動局
へ通知し、
　前記１又は複数の移動局は、前記所定のしきい値に基づいて前記１又は複数の送信基地
局を決定することを特徴とする移動通信制御方法。
【請求項１３】
　前記１又は複数の基地局は、前記伝搬環境に基づいて前記パイロット信号の測定時間を
決定し、該当する移動局へ通知することを特徴とする請求項１２に記載の移動通信制御方
法。
【請求項１４】
　前記伝搬環境が、前記移動局の移動速度であることを特徴とする請求項２、３、４、５
、６、７、８、９、１０、１１、１２又は１３のいずれかに記載の移動通信制御方法。
【請求項１５】
　前記伝搬環境が、前記移動局の移動速度であり、前記測定時間長を前記移動局の移動速
度が速くなるほど長くすることを特徴とする請求項３、５、７、９、１１又は１３のいず
れかに記載の移動通信制御方法。
【請求項１６】
　前記伝搬環境が、前記移動局の移動速度であり、前記所定のしきい値を前記移動局が速
くなるほど大きくすることを特徴とする請求項２、４、６、８、１０又は１２のいずれか
に記載の移動通信制御方法。
【請求項１７】
　１又は複数の基地局は所定の電力でパイロット信号を送信し、
　１又は複数の移動局は、前記１又は複数の基地局から送信される各パイロット信号の受
信品質を周期的に測定し、当該測定結果に応じて回線を設定する１又は複数の基地局を決
定するとともに、決定された１又は複数の基地局から１又は複数の送信基地局を決定する
セルラシステムであって、
　前記送信基地局の決定は、所定の条件に基づいて、当該送信基地局の数ができるだけ少
なく、かつ、前記移動局におけるパイロット信号の受信品質が最良の基地局が送信基地局
に含まれる確率が高くなるように決定することを特徴とするセルラシステム。
【請求項１８】
　１又は複数の基地局は所定の電力でパイロット信号を送信し、
　１又は複数の移動局は、前記１又は複数の基地局から送信される各パイロット信号の受
信品質を周期的に測定し、当該測定結果に応じて回線を設定する１又は複数の基地局を決
定するとともに、決定された１又は複数の基地局から１又は複数の送信基地局を決定する
セルラシステムであって、
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　前記１又は複数の移動局は、伝搬環境を推定し、推定された伝搬環境に基づいて前記送
信基地局を決定するための所定のしきい値を決定し、当該所定のしきい値に基づいて前記
１又は複数の送信基地局を決定することを特徴とするセルラシステム。
【請求項１９】
　前記１又は複数の移動局は、前記推定された伝搬環境に基づいて前記パイロット信号の
測定時間を決定することを特徴とする請求項１８に記載のセルラシステム。
【請求項２０】
　１又は複数の基地局は所定の電力でパイロット信号を送信し、
　１又は複数の移動局は、前記１又は複数の基地局から送信される各パイロット信号の受
信品質を周期的に測定し、当該測定結果に応じて回線を設定する１又は複数の基地局を決
定するとともに、決定された１又は複数の基地局から１又は複数の送信基地局を決定する
セルラシステムであって、
　前記１又は複数の移動局は、伝搬環境を推定し、基地局制御装置へ通知し、
　前記基地局制御装置は、前記伝搬環境に基づいて前記送信基地局を決定するための所定
のしきい値を決定し、該当する移動局へ通知し、
　前記通知を受信した移動局は、前記所定のしきい値に基づいて前記１又は複数の送信基
地局を決定することを特徴とするセルラシステム。
【請求項２１】
　前記基地局制御装置は、前記伝搬環境に基づいて前記パイロット信号の測定時間を決定
し、該当する移動局へ通知することを特徴とする請求項２０に記載のセルラシステム。
【請求項２２】
　１又は複数の基地局は所定の電力でパイロット信号を送信し、
　１又は複数の移動局は、前記１又は複数の基地局から送信される各パイロット信号の受
信品質を周期的に測定し、当該測定結果に応じて回線を設定する１又は複数の基地局を決
定するとともに、決定された１又は複数の基地局から１又は複数の送信基地局を決定する
セルラシステムであって、
　前記１又は複数の移動局は、伝搬環境を推定し、基地局へ通知し、
　前記基地局は、前記伝搬環境に基づいて前記送信基地局を決定するための所定のしきい
値を決定し、該当する移動局へ通知し、
　前記通知を受信した移動局は、前記所定のしきい値に基づいて前記１又は複数の送信基
地局を決定することを特徴とするセルラシステム。
【請求項２３】
　前記基地局は、前記伝搬環境に基づいて前記パイロット信号の測定時間を決定し、該当
する移動局へ通知することを特徴とする請求項２２に記載のセルラシステム。
【請求項２４】
　１又は複数の基地局は所定の電力でパイロット信号を送信し、
　１又は複数の移動局は、前記１又は複数の基地局から送信される各パイロット信号の受
信品質を周期的に測定し、当該測定結果に応じて回線を設定する１又は複数の基地局を決
定するとともに、決定された１又は複数の基地局から１又は複数の送信基地局を決定する
セルラシステムであって、
　前記１又は複数の基地局は、前記１又は複数の移動局の伝搬環境を推定し、該当する移
動局へ通知し、
　前記通知を受信した移動局は、前記伝搬環境に基づいて前記送信基地局を決定するため
の所定のしきい値を決定し、前記所定のしきい値に基づいて前記１又は複数の送信基地局
を決定することを特徴とするセルラシステム。
【請求項２５】
　前記通知を受信した移動局は、前記伝搬環境に基づいて前記パイロット信号の測定時間
を決定することを特徴とする請求項２４に記載のセルラシステム。
【請求項２６】
　１又は複数の基地局は所定の電力でパイロット信号を送信し、
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　１又は複数の移動局は、前記１又は複数の基地局から送信される各パイロット信号の受
信品質を周期的に測定し、当該測定結果に応じて回線を設定する１又は複数の基地局を決
定するとともに、決定された１又は複数の基地局から１又は複数の送信基地局を決定する
セルラシステムであって、
　前記１又は複数の基地局は、前記１又は複数の移動局の伝搬環境を推定し、基地局制御
装置へ通知し、
　前記基地局制御装置は、前記伝搬環境に基づいて前記送信基地局を決定するための所定
のしきい値を決定し、該当する移動局へ通知し、
　前記所定のしきい値を受信した移動局は、前記所定のしきい値に基づいて前記１又は複
数の送信基地局を決定することを特徴とするセルラシステム。
【請求項２７】
　前記基地局制御装置は、前記伝搬環境に基づいて前記パイロット信号の測定時間を決定
し、該当する移動局へ通知することを特徴とする請求項２６に記載のセルラシステム。
【請求項２８】
　１又は複数の基地局は所定の電力でパイロット信号を送信し、
　１又は複数の移動局は、前記１又は複数の基地局から送信される各パイロット信号の受
信品質を周期的に測定し、当該測定結果に応じて回線を設定する１又は複数の基地局を決
定するとともに、決定された１又は複数の基地局から１又は複数の送信基地局を決定する
セルラシステムであって、
　前記１又は複数の基地局は、前記１又は複数の移動局の伝搬環境を推定し、前記伝搬環
境に基づいて前記送信基地局を決定するための所定のしきい値を決定し、該当する移動局
へ通知し、
　前記１又は複数の移動局は、前記所定のしきい値に基づいて前記１又は複数の送信基地
局を決定することを特徴とするセルラシステム。
【請求項２９】
　前記１又は複数の基地局は、前記伝搬環境に基づいて前記パイロット信号の測定時間を
決定し、該当する移動局へ通知することを特徴とする請求項２８に記載のセルラシステム
。
【請求項３０】
　前記伝搬環境が、前記移動局の移動速度であることを特徴とする請求項１８、１９、２
０、２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８又は２９のいずれかに記載のセル
ラシステム。
【請求項３１】
　前記伝搬環境が、前記移動局の移動速度であり、前記測定時間長を前記移動局の移動速
度が速くなるほど長くすることを特徴とする請求項のいずれかに記載１９、２１、２３、
２５、２７又は２９のセルラシステム。
【請求項３２】
　前記伝搬環境が、前記移動局の移動速度であり、前記所定のしきい値を前記移動局の移
動速度が速くなるほど大きくすることを特徴とする請求項１８、２０、２２、２４、２６
又は２８のいずれかに記載のセルラシステム。
【請求項３３】
　１又は複数の基地局から所定の電力で送信されたパイロット信号を受信し、
　前記１又は複数の基地局から送信される各パイロット信号の受信品質を周期的に測定し
、当該測定結果に応じて回線を設定する１又は複数の基地局を決定するとともに、決定さ
れた１又は複数の基地局から１又は複数の送信基地局を決定する移動局であって、
　前記送信基地局の決定は、所定の条件に基づいて、当該送信基地局の数ができるだけ少
なく、かつ、前記移動局におけるパイロット信号の受信品質が最良の基地局が送信基地局
に含まれる確率が高くなるように決定することを特徴とする移動局。
【請求項３４】
　１又は複数の基地局から所定の電力で送信されたパイロット信号を受信し、
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　前記１又は複数の基地局から送信される各パイロット信号の受信品質を周期的に測定し
、当該測定結果に応じて回線を設定する１又は複数の基地局を決定するとともに、決定さ
れた１又は複数の基地局から１又は複数の送信基地局を決定する移動局であって、
　伝搬環境を推定し、推定された伝搬環境に基づいて前記送信基地局を決定するための所
定のしきい値を決定し、当該所定のしきい値に基づいて前記１又は複数の送信基地局を決
定することを特徴とする移動局。
【請求項３５】
　前記推定された伝搬環境に基づいて前記パイロット信号の測定時間を決定することを特
徴とする請求項３４に記載の移動局。
【請求項３６】
　１又は複数の基地局から所定の電力で送信されたパイロット信号を受信し、
　前記１又は複数の基地局から送信される各パイロット信号の受信品質を周期的に測定し
、当該測定結果に応じて回線を設定する１又は複数の基地局を決定するとともに、決定さ
れた１又は複数の基地局から１又は複数の送信基地局を決定する移動局であって、
　伝搬環境を推定し、基地局制御装置へ通知し、
　前記基地局制御装置にて前記伝搬環境に基づいて決定された前記送信基地局を決定する
ための所定のしきい値を受信し、
　前記所定のしきい値に基づいて前記１又は複数の送信基地局を決定することを特徴とす
る移動局。
【請求項３７】
　前記基地局制御装置にて前記伝搬環境に基づいて決定された前記パイロット信号の測定
時間を受信することを特徴とする請求項３６に記載の移動局。
【請求項３８】
　１又は複数の基地局から所定の電力で送信されたパイロット信号を受信し、
　前記１又は複数の基地局から送信される各パイロット信号の受信品質を周期的に測定し
、当該測定結果に応じて回線を設定する１又は複数の基地局を決定するとともに、決定さ
れた１又は複数の基地局から１又は複数の送信基地局を決定する移動局であって、
　伝搬環境を推定し、基地局へ通知し、
　前記基地局にて前記伝搬環境に基づいて決定された前記送信基地局を決定するための所
定のしきい値を受信し、
　前記所定のしきい値に基づいて前記１又は複数の送信基地局を決定することを特徴とす
る移動局。
【請求項３９】
　前記基地局にて前記伝搬環境に基づいて決定された前記パイロット信号の測定時間を受
信することを特徴とする請求項３８に記載の移動局。
【請求項４０】
　１又は複数の基地局から所定の電力で送信されたパイロット信号を受信し、
　前記１又は複数の基地局から送信される各パイロット信号の受信品質を周期的に測定し
、当該測定結果に応じて回線を設定する１又は複数の基地局を決定するとともに、決定さ
れた１又は複数の基地局から１又は複数の送信基地局を決定する移動局であって、
　前記１又は複数の基地局にて推定された伝搬環境を受信し、
　前記伝搬環境に基づいて前記送信基地局を決定するための所定のしきい値を決定し、前
記所定のしきい値に基づいて前記１又は複数の送信基地局を決定することを特徴とする移
動局。
【請求項４１】
　前記伝搬環境に基づいて前記パイロット信号の測定時間を決定することを特徴とする請
求項４０に記載の移動局。
【請求項４２】
　１又は複数の基地局から所定の電力で送信されたパイロット信号を受信し、
　前記１又は複数の基地局から送信される各パイロット信号の受信品質を周期的に測定し
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、当該測定結果に応じて回線を設定する１又は複数の基地局を決定するとともに、決定さ
れた１又は複数の基地局から１又は複数の送信基地局を決定する移動局であって、
　前記１又は複数の基地局にて推定された伝搬環境が基地局制御装置へ通知され、前記基
地局制御装置にて前記伝搬環境に基づいて決定された前記送信基地局を決定するための所
定のしきい値を受信し、
　前記所定のしきい値に基づいて前記１又は複数の送信基地局を決定することを特徴とす
る移動局。
【請求項４３】
　前記基地局制御装置にて前記伝搬環境に基づいて決定された前記パイロット信号の測定
時間を受信することを特徴とする請求項４２に記載の移動局。
【請求項４４】
　１又は複数の基地局から所定の電力で送信されたパイロット信号を受信し、
　前記１又は複数の基地局から送信される各パイロット信号の受信品質を周期的に測定し
、当該測定結果に応じて回線を設定する１又は複数の基地局を決定するとともに、決定さ
れた１又は複数の基地局から１又は複数の送信基地局を決定する移動局であって、
　前記１又は複数の基地局にて推定された前記１又は複数の移動局の伝搬環境に基づいて
前記１又は複数の基地局にて決定された前記送信基地局を決定するための所定のしきい値
を受信することを特徴とする移動局。
【請求項４５】
　前記１又は複数の基地局にて推定された前記１又は複数の移動局の伝搬環境に基づいて
前記１又は複数の基地局にて決定された前記パイロット信号の測定時間を受信することを
特徴とする請求項４４に記載の移動局。
【請求項４６】
　前記伝搬環境が、前記移動局の移動速度であることを特徴とする請求項３４、３５、３
６、３７、３８、３９、４０、４１、４２、４３、４４又は４５のいずれかに記載の移動
局。
【請求項４７】
　前記伝搬環境が、前記移動局の移動速度であり、前記測定時間長を前記移動局の移動速
度が速くなるほど長くすることを特徴とする請求項３５、３７、３９、４１、４３又は４
５のいずれかに記載の移動局。
【請求項４８】
　前記伝搬環境が、前記移動局の移動速度であり、前記所定のしきい値を前記移動局の移
動速度が速くなるほど大きくすることを特徴とする請求項３４、３６、３８、４０、４２
又４４のいずれかに記載の移動局。
【請求項４９】
　所定の電力でパイロット信号を送信し、
　１又は複数の移動局にて周期的に測定された、前記パイロット信号の受信品質に応じて
決定された、回線を設定する１又は複数の基地局を決定するとともに、決定された１又は
複数の基地局の中から選ばれた１又は複数の送信基地局の情報を受信する基地局であって
、
　前記送信基地局の決定は、所定の条件に基づいて、当該送信基地局の数ができるだけ少
なく、かつ、前記移動局におけるパイロット信号の受信品質が最良の基地局が送信基地局
に含まれる確率が高くなるように決定されていることを特徴とする基地局。
【請求項５０】
　所定の電力でパイロット信号を送信し、
　１又は複数の移動局にて周期的に測定された、前記パイロット信号の受信品質に応じて
決定された、回線を設定する１又は複数の基地局を決定するとともに、決定された１又は
複数の基地局の中から選ばれた１又は複数の送信基地局の情報を受信する基地局であって
、
　前記１又は複数の移動局にて推定された伝搬環境に基づいて決定された、前記送信基地
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局を決定するための所定のしきい値に基づいて、前記１又は複数の移動局にて決定された
前記１又は複数の送信基地局の情報を受信することを特徴とする基地局。
【請求項５１】
　１又は複数の移動局にて推定された伝搬環境に基づいて決定された前記パイロット信号
の測定時間で周期的に測定された前記パイロット信号の受信品質に応じて、前記１又は複
数の移動局にて決定された回線を設定する１又は複数の基地局を決定するとともに、決定
された１又は複数の基地局のら選ばれた１又は複数の送信基地局の情報を受信する請求項
５０に記載の基地局。
【請求項５２】
　所定の電力でパイロット信号を送信し、
　１又は複数の移動局にて周期的に測定された、前記パイロット信号の受信品質に応じて
決定された、回線を設定する１又は複数の基地局を決定するとともに、決定された１又は
複数の基地局の中から選ばれた１又は複数の送信基地局の情報を受信する基地局であって
、
　前記１又は複数の移動局にて推定された移動局の伝搬環境を受信し、基地局制御装置へ
通知し、
　前記基地局制御装置にて前記伝搬環境に基づいて決定された前記送信基地局を決定する
ための所定のしきい値を受信し、該当する移動局へ通知することを特徴とする基地局。
【請求項５３】
　前記１又は複数の移動局にて推定された伝搬環境を受信し、基地局制御装置へ通知し、
　前記基地局制御装置にて前記伝搬環境に基づいて決定された前記パイロット信号の測定
時間を受信し、該当する移動局へ通知することを特徴とする請求項５２に記載の基地局。
【請求項５４】
　所定の電力でパイロット信号を送信し、
　１又は複数の移動局にて周期的に測定された、前記パイロット信号の受信品質に応じて
決定された、回線を設定する１又は複数の基地局を決定するとともに、決定された１又は
複数の基地局の中から選ばれた１又は複数の送信基地局の情報を受信する基地局であって
、
　前記１又は複数の移動局にて推定された移動局の伝搬環境を受信し、
　前記伝搬環境に基づいて前記送信基地局を決定するための所定のしきい値を決定し、該
当する移動局へ通知することを特徴とする基地局。
【請求項５５】
　前記伝搬環境に基づいて前記パイロット信号の測定時間を決定し、該当する移動局へ通
知することを特徴とする請求項５４に記載の基地局。
【請求項５６】
　所定の電力でパイロット信号を送信し、
　１又は複数の移動局にて周期的に測定された、前記パイロット信号の受信品質に応じて
決定された、回線を設定する１又は複数の基地局を決定するとともに、決定された１又は
複数の基地局の中から選ばれた１又は複数の送信基地局の情報を受信する基地局であって
、
　前記１又は複数の移動局の伝搬環境を推定し、該当する移動局へ通知し、
　前記通知を受信した移動局に、前記伝搬環境に基づいて前記送信基地局を決定するため
の所定のしきい値を決定させることを特徴とする基地局。
【請求項５７】
　前記１又は複数の移動局に前記伝搬環境に基づいて前記パイロット信号の測定時間を決
定させることを特徴とする請求項５６に記載の基地局。
【請求項５８】
　所定の電力でパイロット信号を送信し、
　１又は複数の移動局にて周期的に測定された、前記パイロット信号の受信品質に応じて
決定された、回線を設定する１又は複数の基地局を決定するとともに、決定された１又は
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複数の基地局の中から選ばれた１又は複数の送信基地局の情報を受信する基地局であって
、
　前記１又は複数の移動局の伝搬環境を推定し、基地局制御装置へ通知し、
　前記基地局制御装置にて前記伝搬環境に基づいて決定された前記送信基地局を決定する
ための所定のしきい値を受信し、該当する移動局へ通知することを特徴とする基地局。
【請求項５９】
　前記基地局制御装置にて前記伝搬環境に基づいて決定された前記パイロット信号の測定
時間を受信し、該当する移動局へ通知することを特徴とする請求項５８に記載の基地局。
【請求項６０】
　所定の電力でパイロット信号を送信し、
　１又は複数の移動局にて周期的に測定された、前記パイロット信号の受信品質に応じて
決定された、回線を設定する１又は複数の基地局を決定するとともに、決定された１又は
複数の基地局の中から選ばれた１又は複数の送信基地局の情報を受信する基地局であって
、
　前記１又は複数の移動局の伝搬環境を推定し、前記伝搬環境に基づいて前記送信基地局
を決定するための所定のしきい値を決定し、該当する移動局へ通知し、
　前記１又は複数の移動局に、前記所定のしきい値に基づいて前記１又は複数の送信基地
局を決定させることを特徴とする基地局。
【請求項６１】
　前記伝搬環境に基づいて前記パイロット信号の測定時間を決定し、該当する移動局へ通
知することを特徴とする請求項６０に記載の基地局。
【請求項６２】
　前記伝搬環境が、前記移動局の移動速度であることを特徴とする請求項５０、５１、５
２、５３、５４、５５、５６、５７、５８、５９、６０又は６１のいずれかに記載の基地
局。
【請求項６３】
　前記伝搬環境が、前記移動局の移動速度であり、前記測定時間長を前記移動局の移動速
度が速くなるほど長くすることを特徴とする請求項５１、５３、５５、５７、５９又は６
１のいずれかに記載の基地局。
【請求項６４】
　前記伝搬環境が、前記移動局の移動速度であり、前記所定のしきい値を前記移動局の移
動速度が速くなるほど大きくすることを特徴とする請求項５０、５２、５４、５６、５８
又は６０のいずれかに記載の基地局。
【請求項６５】
　１又は複数の基地局にて所定の電力で送信されたパイロット信号が、１又は複数の移動
局にて受信され、前記１又は複数の移動局にて前記パイロット信号に基づいて推定された
移動局の伝搬環境を受信し、前記伝搬環境に基づいて回線を設定する１又は複数の基地局
から１又は複数の送信基地局を決定するための所定のしきい値を決定し、該当する移動局
へ通知し、前記１又は複数の移動局に、前記所定のしきい値に基づいて前記１又は複数の
送信基地局を決定させることを特徴とする基地局制御装置。
【請求項６６】
　前記伝搬環境に基づいて前記パイロット信号の測定時間を決定し、該当する移動局へ通
知し、１又は複数の移動局に、前記１又は複数の基地局から送信される各パイロット信号
の受信品質を周期的に測定させ、当該測定結果に応じて回線を設定する１又は複数の基地
局を決定するとともに、決定された１又は複数の基地局から１又は複数の送信基地局を決
定させることを特徴とする請求項６５に記載の基地局制御装置。
【請求項６７】
　１又は複数の基地局にて推定された１又は複数の移動局の伝搬環境を受信し、前記伝搬
環境に基づいて、回線を設定する１又は複数の基地局から１又は複数の送信基地局を決定
するための所定のしきい値を決定し、該当する移動局へ通知し、前記１又は複数の移動局
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にて、周期的に測定された前記１又は複数の基地局から送信される各パイロット信号の受
信品質に基づき決定された回線を設定する１又は複数の基地局から、前記所定のしきい値
に基づいて１又は複数の送信基地局を決定させることを特徴とする基地局制御装置。
【請求項６８】
　前記伝搬環境に基づいて、１又は複数の移動局で測定される前記１又は複数の基地局が
所定の電力で送信するパイロット信号の測定時間を決定し、該当する移動局へ通知し、前
記１又は複数の移動局に、前記１又は複数の基地局から送信される各パイロット信号の受
信品質を周期的に測定させ、当該測定結果に応じて回線を設定する１又は複数の基地局を
決定するとともに、決定された１又は複数の基地局から１又は複数の送信基地局を決定さ
せることを特徴とする請求項６７に記載の基地局制御装置。
【請求項６９】
　前記伝搬環境が、前記移動局の移動速度であることを特徴とする請求項６５、６６、６
７又は６８のいずれかに記載の基地局制御装置。
【請求項７０】
　前記伝搬環境が、前記移動局の移動速度であり、前記測定時間長を前記移動局の移動速
度が速くなるほど長くすることを特徴とする請求項６６又は６８に記載の基地局制御装置
。
【請求項７１】
　前記伝搬環境が、前記移動局の移動速度であり、前記所定のしきい値を前記移動局の移
動速度が速くなるほど大きくすることを特徴とする請求項６５又は６７に記載の基地局制
御装置。
【請求項７２】
　前記送信基地局の決定のための所定の条件を、移動局ごとに変更することを特徴とする
請求項１に記載の移動通信制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ハンドオーバー中に送信を行う基地局を少なくすると共に、移動局に対して最
適な基地局が送信を行う確率を高くする場合に用いて好適な移動通信制御方法、セルラシ
ステム、及びそれらに用いられる移動局、基地局制御装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
直接拡散符号分割多元接続を用いたセルラシステムでは、複数のチャネルで同じ周波数帯
を使用するため、他チャネルの電波は干渉となり、干渉波が増加すると希望波の受信品質
が劣化し、回線の切断などが生じる。従って、ある一定基準の通話品質を保ちつつ同時に
通話が可能である回線数、即ち、回線容量は干渉波の量に依存する。
【０００３】
このため、直接拡散符号分割多元接続を用いたセルラシステムでは、基地局から複数の移
動局へ送信を行う場合に、一般的に各移動局が受け取る下り回線信号が必要最低限の受信
レベルとなるように、基地局の送信電力値を制御するようにしている。これは、各移動局
が基地局の送信する信号の受信品質を周期的に測定し、所定の目標値を上回っていれば、
基地局に対して送信電力を下げることを指示する信号を送信し、所定の目標値を下回って
いれば、基地局に対して送信電力を上げることを指示する信号を送信する閉ループ制御を
行うものである。通常、この制御はスロット単位の高速閉ループ型の制御を行い、移動局
での受信レベルが通話可能である最小限の受信レベルとなるようにする。
【０００４】
また、一般的に直接拡散符号分割多元接続を用いるセルラシステムのハンドオーバーでは
、ソフトハンドオーバーという技術が用いられる。これは、移動局が通信を行っている基
地局のセル境界付近に達し、伝搬損等により下り回線の受信レベルが減少した場合に、隣
接する基地局とも回線を設定し同時接続を行うものである。このために移動局は、各基地
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局が所定の電力で送信しているパイロット信号を周期的に測定し、現在通信を行っている
基地局からの受信レベルとの差が所定のしきい値内となる基地局が存在した場合に、品質
の良い順に予め定められた最大数以内となるように基地局を選択し、同時接続するように
している。
【０００５】
ソフトハンドオーバー中は移動局では、複数の基地局から同じ下り情報を受信し、ダイバ
ーシチ合成を行う。セル境界付近では基地局との距離が離れるために受信品質が低下し、
また、他セルからの干渉により回線品質が劣化しがちであるが、このような複数の基地局
と接続することによるダイバーシチ効果により、下り回線品質の劣化を防ぐことができる
。
【０００６】
しかし、ソフトハンドオーバーは１つの移動局に対して複数の回線を使用するため、ソフ
トハンドオーバーを使用しないセルラシステムと比較して下り回線の干渉が増加し、回線
容量の増加が図れないという問題がある。
この問題を解決するための技術として、特開平11-69416号公報に、ソフトハンドオーバー
中の基地局群のうち、実際に送信を行う送信基地局を特定することにより、下り回線容量
を増加させるようにした基地局選択型の送信電力制御技術が開示されている。
【０００７】
この基地局選択型の送信電力制御技術では、受信品質の差があるしきい値内となる基地局
群と回線を設定し、さらに回線を設定した基地局群の中から実際に送信を行う送信基地局
を選択する。送信基地局は、受信品質の差が回線を設定するときのしきい値よりもさらに
小さい内部しきい値内である基地局とし、送信基地局以外の回線を設定した基地局は、所
定の最小送信電力値へと送信電力を切り替える。これにより、従来のソフトハンドオーバ
ーのスムーズなハンドオーバー切り替えの利点を保ちつつ下り回線の干渉を減少させるこ
とが可能となり、回線容量を高めることができる。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、受信品質の測定時と実際の送信時との間には、測定結果を基地局へ送信す
るための遅延時間があり、また受信レベルはフェージング等により変動しているため、遅
延時間の間に受信レベルが変動し、測定結果と実際の送信時の受信品質にはずれが生じる
。
【０００９】
従って、受信品質測定時に品質の良い順に送信基地局を決定しても、実際の送信時に品質
の良い基地局が送信基地局に含まれていない場合が起こり得る。このような場合、最良な
基地局よりも伝搬損の大きい基地局が送信を行わなければならない。通常、高速閉ループ
型の送信電力制御により、移動局における受信品質が所要の基準を満足するように制御さ
れるため、基地局の送信電力は大きくなり、他の移動局に対する干渉電力が増加し、回線
容量が減少するという問題があった。
【００１０】
従って、本発明は、送信基地局の数を少なくすると共に、最良な基地局が含まれる可能性
を高くしながら、下り回線容量を増加させることを目的としている。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、本発明による移動通信制御方法は、複数の基地局と、それ
らと回線を設定する移動局と、前記基地局に接続された基地局制御装置とからなるセルラ
システムにおける移動通信制御方法であって、且つ、前記基地局から所定の電力でパイロ
ット信号を送信し、複数の基地局から送信される各パイロット信号の受信品質を周期的に
測定し、その測定結果に応じて回線を設定する複数の基地局を決定し、さらに前記回線を
設定された複数の基地局から１つ以上の送信基地局を決定して前記回線を設定された複数
の基地局に通知し、前記通知に応じて各基地局は前記移動局への送信を制御し、前記送信
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基地局を決定する際、所定の条件に基づいて決定することにより、送信基地局の数を少な
くすると共に、前記移動局におけるパイロット信号の受信品質が最良の基地局が送信基地
局に含まれる確率が高くなるように決定するようにした移動通信制御方法において、前記
移動局における前記パイロット信号の受信品質の測定時間長を移動局毎に変更するように
したものである。
【００１２】
本発明によるセルラシステムは、複数の基地局と、それらと回線を設定する移動局と、前
記基地局に接続された基地局制御装置とからなるセルラシステムであって、且つ、前記基
地局は所定の電力でパイロット信号を送信し、基地局は、複数の基地局から送信される各
パイロット信号の受信品質を周期的に測定し、さらに前記回線を設定された複数の基地局
から１つ以上の送信基地局を
前記回線を設定された複数の基地局に通知し、前記通知に応じて各基地局は前記移動局へ
の送信を制御し、前記送信基地局を決定する際、所定の条件に基づいて決定することによ
り、送信基地局の数を少なくすると共に、前記移動局におけるパイロット信号の受信品質
が最良の基地局が送信基地局に含まれる確率が高くなるように決定するようにしたセルラ
システムにおいて、前記移動局における前記パイロット信号の受信品質の測定時間長を移
動局毎に変更するようにしたものである。
【００１３】
本発明による移動局は、複数の基地局から送信されるパイロット信号の受信品質を周期的
に測定する測定手段と、この測定結果に応じて回線を設定された複数の基地局から１つ以
上の送信基地局を決定し、その際、所定の条件に基づいて決定することにより、送信基地
局の数を少なくすると共に、前記移動局におけるパイロット信号の受信品質が最良の基地
局が送信基地局に含まれる確率が高くなるように決定し、決定結果を前記回線を設定され
た複数の基地局に通知する決定通知手段と、前記測定手段によるパイロット信号の受信品
質の測定時間長を前記基地局または移動局で検出された移動速度に基づいて変更する変更
手段とを設けたものである。
【００１４】
本発明による基地局制御装置は、移動局が基地局から受信するパイロット信号の受信品質
を周期的に測定する測定時間長を移動局毎に設定し、設定した測定時間長をその移動局に
通知する設定通知手段を設けたものである。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
本実施の形態では、１又は複数の基地局は所定の電力でパイロット信号を送信し、１又は
複数の移動局にて、１又は複数の基地局から送信される各パイロット信号の受信品質を周
期的に測定する。そして、測定結果に応じて回線を設定する１又は複数の基地局を決定す
るとともに、決定された１又は複数の基地局から１又は複数の送信基地局を選択する。
本発明の特徴は、送信基地局の決定をする所定の条件、例えば、伝搬環境や伝搬環境の変
化等を、移動局ごとに変更する。また、所定の条件に基づいて、送信基地局の数ができる
だけ少なく、かつ、移動局におけるパイロット信号の受信品質が最良の基地局が送信基地
局に含まれる確率が高くなるように決定する点にある。
まず、本発明の実施の形態を詳細に説明するのに先立ち本実施の形態を原理的に説明する
。所定の条件の一例である伝搬環境や伝搬環境の変化の具体例として移動局の移動速度を
用いた場合の例を用いる。
【００１６】
移動局におけるパイロット信号の受信品質測定の結果として、測定時間中の受信レベルの
平均値等を用いるとすると、測定時と送信時との受信品質のずれは、移動速度に応じて変
化するフェージングピッチと測定時間長に大きく依存する。このことを図１、図２を参照
して詳しく説明する。
【００１７】
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図１は速度が遅い場合、すなわちフェージングピッチの小さい場合のハンドオーバー基地
局BS1 、BS2 からの移動局における受信レベルの例を示す。
図中には、測定時間の短い場合である測定時間1 と、長い場合である測定時間2 と、受信
品質の測定結果から送信基地局を決定し回線を設定した基地局へ通知するための遅延時間
、実際に送信基地局より送信が行われる送信時間が記してある。また図中の電力レベルS 
は、BS1 とBS2 の比較のための基準値であり、BS1とBS2 で同じ電力レベル値とする。こ
の図１の場合、実際の送信が行われる時間での受信レベルはBS1 の方がBS2 よりも大きい
。
【００１８】
測定による受信品質の値を測定時間内の受信レベルの平均値とすると、測定時間1 で測定
を行った場合、測定結果はBS1 が受信レベルA 、BS2 が受信レベルB であり、この場合は
最良の受信品質である基地局はBS1 と判断される。
しかし、測定時間2 で測定を行った場合、測定結果はBS1 が受信レベルC 、BS2 が受信レ
ベルD であり、この場合はD ＞C となる。従って、最良の受信品質である基地局はBS2 と
判断される。送信基地局は受信品質の良い順に選択されるため、この場合は送信時に最良
である基地局BS1 が送信基地局として選択される確率は低くなる。
【００１９】
一方、図２は移動局の速度が速い場合であり、図１と同様に実際の送信時における受信品
質は、BS1 の方がBS2 よりも良い場合を示し、測定時間、遅延時間、送信時間、基準とな
る受信レベルも図１と同様に記してある。
図２に示されるような場合において、測定時間2 で測定を行った場合、測定結果はBS1 が
受信レベルG 、BS2 が受信レベルH となり、図から明らかなように、G ＞H である。従っ
て、送信時に最良の受信品質となる基地局BS1 が最良の受信品質であると判断される。
【００２０】
しかし、測定時間1 で測定を行った場合は、測定平均はBS1 が受信レベルE 、BS2 が受信
レベルF となり、図から明らかなように、F ＞E となる。従って、最良の受信品質である
基地局はBS2 と判断され、送信時に最良である基地局BS1 は送信基地局に含まれる確率が
低くなる。
【００２１】
以上のように、移動速度が遅い場合はフェージングピッチが小さいため、受信レベル変動
が小さく測定時間は短くとり、できるだけ送信時間に近い時間のみの平均値を用いる方が
最良の基地局が送信基地局に含まれる確率が高くなる。また、移動速度が速い場合は、フ
ェージングピッチが大きく受信レベル変動が大きいため、測定時間を長くとり、フェージ
ングを平均化した値を用いる方が最良の基地局が送信基地局に含まれる確率が高くなるこ
とが分かる。
【００２２】
しかし、従来の基地局選択型の送信電力制御方式では速度によらず測定時間は一定である
ため、最良な基地局が送信基地局に含まれる確率が低くなるという問題があった。
【００２３】
また、実際に送信基地局を決定する際の基準となる内部しきい値の大きさと移動速度との
関係も、送信時に最良の送信基地局が含まれる確率に影響を与える。内部しきい値内であ
る基地局が送信基地局となるため、内部しきい値が大きいほど送信基地局数は多くなる確
率が高い。従って、最良の基地局が送信基地局に含まれる確率も高くなる。しかし、送信
基地局数が増加すると１つの移動局に対する回線数が増加するため、全体として回線の干
渉が増加し、回線容量が減少することになる。
【００２４】
移動局の速度が遅くフェージングピッチが小さい場合は、受信品質を測定してから実際に
送信基地局が送信を行うまでの遅延時間の間の受信品質変動が小さいため、測定結果から
判定された受信品質の良好な基地局の順位と、実際に送信を行うときの順位との差異が小
さい。従って、移動速度が遅い場合は、内部しきい値が小さくとも最良の受信品質である
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基地局が送信基地局となる確率は大きく、内部しきい値が大きくなるほど送信条件の良く
ない基地局も送信基地局へ含まれるようになり、全体として干渉が増加する。
【００２５】
一方、移動局の速度が速くフェージングピッチが大きい場合は、遅延時間の間の受信品質
変動が大きいため、受信品質測定時と実際の送信時での受信品質の順位の差異が大きくな
る。従って、内部しきい値が小さいと送信時に最良の受信品質である基地局が送信基地局
に含まれない確率が高くなる。
【００２６】
以上のように、内部しきい値は移動速度が遅い場合は小さく、速くなるほど大きくとるほ
うがよいことが分かる。
最適な内部しきい値の値は移動局の速度によって異なるが、従来の基地局選択型の送信電
力制御方式では内部しきい値は一定であり、速度に応じた最適な条件下での送信基地局決
定が行われず、最良な基地局が送信基地局に含まれない、又は不要な送信基地局を増やし
てしまい、回線の干渉増加が増加し回線容量が減少するという問題があった。
【００２７】
従って、本実施の形態においては、各移動局の速度に応じてパイロット信号の受信品質測
定時間長及び内部しきい値を変化させることにより、送信基地局の数を少なくすると共に
、最良な基地局が含まれる可能性を高くし、下り回線容量を増加させるようにしている。
その際、上記測定時間長は、移動局の移動速度が速くなるほど長くとるようにし、上記内
部しきい値は、移動局の移動速度が速くなるほど大きくとるようにする。
【００２８】
図３は本発明が適用されるセルラシステムの構成図である。
図３において、基地局３０１～３０３は、各々のセル３１１～３１３の範囲内の移動局３
３１、３３２に送信を行っている。各基地局は基地局制御装置（BSC）３２１に接続され
ている。各基地局はセル内の全移動局を対象とした所定電力値のパイロット信号と各移動
局に対する個別の信号を送信しており、各移動局に対する個別信号は、高速閉ループ型の
制御によって送信電力制御されている。
【００２９】
移動局は、各基地局から送信されるパイロット信号の受信品質を周期的に測定し、回線を
設定する基地局を決定する。回線の設定は、最良の受信品質である基地局と、その基地局
との受信品質との差が所定のしきい値内である基地局と行う。
【００３０】
セル３１１の中心付近に位置する移動局３３１は、基地局３０１からの受信品質が最良で
あり、かつ他セルからの信号の受信品質は所定のしきい値内となっていないため、基地局
３０１とのみ回線を設定し通信を行う。
【００３１】
また、移動局３３２は、セル３１１の境界付近に位置しているため、伝搬損により基地局
３０１からの受信品質は低下し、基地局３０２、３０３からの信号の受信品質は、基地局
３０１の受信品質との差が所定のしきい値内となった状態である。従って、このとき移動
局３３２は３つの基地局３０１～３０３と回線を設定する。さらに、上記しきい値よりも
小さい内部しきい値を設定し、上記回線を設定した基地局３０１～３０３の中から受信品
質が内部しきい値以内となる基地局が送信基地局として選択され、実際の送信を行う。送
信基地局でない回線を設定した基地局は、送信電力を所定の最小値へ切り替える。
【００３２】
基地局３０１、３０２からの受信品質が内部しきい値内であれば、基地局３０１、３０２
は送信基地局として選択され、個別信号を通常の高速閉ループ制御により制御された電力
値で送信する。基地局３０３は内部しきい値内ではなく非送信基地局であるため、個別信
号は最小送信電力値で送信を行う。
【００３３】
図４、図５、図６は本発明の第１の実施形態による移動局、基地局、基地局制御装置の構
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成を示すものである。
図４において、移動局は、１つ又は複数の基地局から送信される無線信号を受信する受信
アンテナ４０１、送受共用器(DUP) ４０２、無線信号を受信ベースバンド信号に変換する
無線受信部(Rx)４０３、複数の基地局のパイロット信号を受信し、受信品質を測定する受
信品質モニタ４０６、受信したパイロット信号から自局の速度を推定する速度推定装置４
０７、推定された速度に応じた制御を行う制御部４０８、パイロット信号の受信品質より
送信基地局を決定し指示する送信基地局指定部４０９、基地局指示信号と入力データとを
多重し上り送信信号を生成するマルチプレクサ(MUX) ４１０、上り送信信号を拡散し、送
信ベース信号を出力する拡散回路４１１、送信ベース信号を無線信号に変換して送信する
無線送信部(Tx)４１２、複数の送信基地局からのベース信号を合成するRAKE受信機４０４
及びデマルチプレクサ(DMUX)４０５から構成される。
【００３４】
速度推定装置４０７は、受信信号の受信電界強度からフェージングピッチを検出し、この
検出結果から自局の移動速度を推定する。
制御部４０８は、パイロット信号測定時間長指定部４１３と内部しきい値指定部４１４と
から成り、各々推定された速度に応じた値を指定する。
【００３５】
受信品質モニタ４０６は、パイロット信号測定時間長指定部４１３から指定された時間長
だけ、基地局から送信されるパイロット信号の受信レベルを測定し、送信基地局指定部４
０９へその結果を通知する。
【００３６】
送信基地局指定部４０９は、受信レベルの測定結果より受信品質の差があるしきい値内と
なる基地局群を回線を設定する基地局とし、さらに回線を設定した基地局群の中から実際
に送信を行う送信基地局を選択する。送信基地局は、受信品質の差が回線を設定するとき
のしきい値よりもさらに小さい内部しきい値内である基地局とする。具体的には、送信基
地局は、受信品質が最良の基地局と最良の基地局との受信品質の差が内部しきい値指定部
により指示されたしきい値内にある基地局を送信基地局と決定し、送信基地局を指定する
信号を生成する。この送信基地局指定信号は、回線を設定している１又は複数の基地局へ
送信される。
【００３７】
図５において、基地局は、移動局から送信される無線信号を受信する受信アンテナ５０１
、送受共用器(DUP) ５０２、無線信号を受信ベースバンド信号に変換する無線受信部(Rx)
５０３、ベース信号を合成するRAKE受信機５０４、デマルチプレクサ(DMUX)５０５、デマ
ルチプレクサで分離された信号を基地局制御装置へ送信する出力端子５０６、基地局制御
装置からの制御信号を入力する入力端子５０７、デマルチプレクサで分離された送信基地
局指定信号に従って自局の送信電力を制御する送信電力制御部５０８、マルチプレクサ（
MUX）５０９、送信ベース信号を出力する拡散回路５１０及び送信ベース信号を無線信号
に変換して送信する無線送信部 (Tx) ５１１から構成される。
【００３８】
送信電力制御部５０８は、移動局から送信される送信基地局指定信号に従って、自局が送
信基地局である場合、送信電力を通常の高速閉ループ送信電力制御に従った送信電力値で
送信を行い、自局が送信基地局でない場合は、送信電力を所定の最小送信電力値へ切り替
える。
【００３９】
図６において、基地局制御装置は、基地局から送信される信号を受信する入力端子６０１
、受信処理部６０２、基地局の送受信に関する各種制御を行う制御部６０３、送信処理部
６０４及び各基地局へ信号を送信する出力端子６０５から構成される。
【００４０】
図７は本発明の第１の実施形態による移動局の動作を示すフローチャートである。以下、
移動局が周期的に行う送信基地局変更の動作中に所定の時間毎に行われるパイロット信号
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測定時間長と内部しきい値の変更について説明する。
まず、所定の時間毎に行われるパイロット信号測定時間長と内部しきい値の変更タイミン
グである場合は（ステップ７０１、YES ）、測定した基地局からのパイロット信号受信レ
ベルよりフェージングピッチを測定し、自局の移動速度Ｖを推定する( ステップ７０２）
。
【００４１】
この推定速度Ｖがある速度Vth １よりも大きければ（ステップ７０３、YES）、パイロッ
ト信号測定時間長T を所定の値T1と設定し（ステップ７０４）、推定速度ＶがVth1より小
さい場合は（ステップ７０３、NO）、パイロット信号測定長T をT2に変更する（ステップ
７０５）。この場合、T1＞T2である。また、推定速度Ｖがある速度Vth2よりも大きい場合
は（ステップ７０６、YES）、内部しきい値E を所定の値E1と設定し（ステップ７０７）
、推定速度Ｖが速度Vth2よりも小さい場合は（ステップ７０６、NO）、内部しきい値E を
E2に変更する（ステップ７０８）。この場合、E1＞E2である。
【００４２】
測定時間長及び内部しきい値の変更タイミングでない場合は（ステップ７０１、NO）、測
定時間長と内部しきい値は変更しない。
【００４３】
パイロット信号の受信品質を測定時間長T だけ測定する（ステップ７０９）。測定した基
地局群の中で最良の受信品質であった基地局と、その最良の基地局の受信品質との差が設
定された内部しきい値E 内である基地局のうち、受信品質が良い順に所定の最大送信基地
局数までを送信基地局と決定し、送信基地局を指示する信号を送信する（ステップ７１０
）。
この送信基地局の変更は移動局がハンドオーバーを行っている間に周期的に行う。
【００４４】
次に、本実施の形態の全体の動作について説明する。
本実施の形態の根幹をなす動作は、移動局の速度に応じたパイロット信号の測定時間長の
変更と、内部しきい値の変更との２つである。
【００４５】
最適なパイロット測定時間長は、移動局の移動速度に応じて異なる。移動速度が遅い場合
は実際に送信が行われるまでの遅延時間の間での受信レベル変動は小さい。
そこで本実施の形態では、移動速度が遅い場合は、パイロット測定時間長は短くし、送信
時に近い時間のみの平均値を用いるようにする。これによって送信時の受信品質との差異
を小さくすることができ、送信基地局として最良な基地局を含む確率を高めることができ
る。
【００４６】
一方、移動速度が速い場合は、実際に送信が行われるまでの遅延時間の間での受信レベル
変動は大きく、短い時間の測定平均では瞬時値の一部分のみの平均となり、送信時間中の
平均的な受信レベルとの差異は大きくなる。
そこで本実施の形態では、移動速度が速い場合は、パイロット測定時間長を長くし、フェ
ージング変動を平均化した値を用いることにより、送信時に最良である基地局を送信基地
局に含む確率を高くすることができる。
【００４７】
また、内部しきい値は大きいほど送信基地局数が多くなる確率が高く、従って最良の基地
局が送信基地局に含まれる確率も高くなるが、送信基地局数が増加すると１つの移動局に
対する送信信号が増加するため、全体としての干渉が増加する。
【００４８】
そこで本実施の形態では、速度が遅く受信レベル変動が小さい場合、即ち、測定結果と実
際の送信時とで差異が出にくい場合は、内部しきい値を小さくとることにより、最良の受
信品質である基地局が送信基地局に含まれる確率を低下させることなく、不要な送信基地
局を減少させることができる。
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【００４９】
また、速度が速い場合は内部しきい値を大きくとることにより、受信レベル変動が大きく
測定結果と実際の送信時で差異が出やすくとも、最良の受信品質である基地局が送信基地
局に含まれる確率を高めることができる。
【００５０】
このようにして、本実施の形態によれば、各移動速度に応じた条件で送信基地局を決定し
、送信基地局の数を減らすと共に、送信時に最良な受信品質である基地局が送信基地局に
含まれる確率を高めるため、回線の干渉を減少させ、回線容量を高めることができる。
【００５１】
次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
図８、図９は本実施の形態による移動局と基地局制御装置の構成を示す図であり、図４、
図６と対応する部分には同一番号を付して重複する説明は省略する。尚、本実施の形態に
よる基地局は、図４の第１の実施の形態のものと同じである。また、本実施の形態が適用
されるセルラシステムは図３と同じである。
【００５２】
図８において、本実施の形態による移動局は、図４の移動局が備えていた制御部４０８を
備えていない。その代わりに所定の時間間隔で速度推定装置４０７により推定された移動
局の速度を示す信号がマルチプレクサ（MUX）４１０へ出力され、送信信号に多重されて
基地局へ送信される。
【００５３】
また、送信基地局からの送信信号に多重化されたパイロット信号測定時間長と内部しきい
値を指示する信号をデマルチプレクサ（DMUX）４０５で分離し、パイロット信号測定時間
長を受信品質モニタ４０６へ、内部しきい値を送信基地局指定部４０９へ通知する。図８
のその他の構成要素の動作は、図４の移動局動作と同様に行われる。
【００５４】
また、本実施の形態による基地局制御装置は、図９に示すとおり図６の基地局制御装置が
備えていなかったパイロット信号測定時間長指定部６０６と内部しきい値指定部６０７と
を備えている。
【００５５】
基地局制御装置は、移動局から送信される信号に所定の時間間隔で多重化されている移動
局の移動速度を示す信号を分離し、その推定速度をパイロット信号測定時間長指定部６０
６と内部しきい値指定部６０７へ通知する。パイロット信号測定時間長指定部６０６と内
部しきい値指定部６０７では、その推定速度に応じたパイロット信号の受信品質測定時間
長と内部しきい値を決定し、各々を指定する信号を送信信号に多重化し、送信処理部６０
４から送信基地局を介して移動局へ通知する。図９のその他の構成要素の動作は、図６の
基地局制御装置の動作と同様に行われる。
【００５６】
図１０は本実施の形態の基地局制御装置の動作を示すフローチャートである。以下、所定
の時間間隔で行われるパイロット信号測定時間長と内部しきい値の変更を指示する制御に
ついて説明する。
まず、基地局制御装置は送信基地局を介して移動局からの送信信号を受信する（ステップ
１００１）。パイロット信号測定時間長及び内部しきい値の変更タイミングである場合は
（ステップ１００２、YES ）、移動局で推定された移動速度Ｖを通知する信号が移動局か
らの送信信号に多重化されており、基地局制御装置はその信号を分離する（ステップ１０
０３）。
【００５７】
通知された推測速度が所定の値Vth1よりも大きければ（ステップ１０４、YES）、パイロ
ット信号の測定時間長ＴをT1とし（ステップ１００５）、小さければ（ステップ１０４、
NO）T2と指定する（ステップ１００６）信号を送信基地局を介して移動局へ送信する（ス
テップ１００７）。ここでT1＞T2である。
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【００５８】
また、推定速度Ｖが所定の値Vth2よりも大きければ（ステップ１００８、YES）、内部し
きい値をE1とし（ステップ１００９）、小さければ（ステップ１００８、NO）E2と指定す
る（ステップ１０１０）信号を送信基地局を介して移動局へ送信する（ステップ１０１１
）。ここでE1＞E2である。
【００５９】
パイロット信号測定時間長及び内部しきい値の変更でない場合は（ステップ１００２、NO
）、パイロット信号測定時間長及び内部しきい値の変更は行わない。
基地局制御装置は、移動局がソフトハンドオーバーを行っている間、上記の動作を周期的
に行う。
【００６０】
以上のように、第１の実施の形態と第２の実施の形態との差異は、第１の実施の形態の場
合は、移動局で推定した自局の移動速度に応じて移動局側でパイロット信号測定時間長と
内部しきい値を決定していたが、第２の実施の形態の場合は、移動局は推定した移動速度
を示す信号を送信信号に多重化して基地局を介して基地局制御装置へ通知し、基地局制御
装置側で通知された推定速度に応じたパイロット信号の測定時間長と内部しきい値を決定
し移動局へ通知する点である。
【００６１】
また、第２の実施の形態の動作は第１の実施の形態と実質的に同じであり、パイロット信
号測定時間長に関しては、速度が遅く受信レベル変動が小さい場合は短くとり、できるだ
け実際の送信時に近い時間のみの平均値を用いるようにし、速度が速く受信レベル変動が
大きい場合は長くとり、フェージング変動を平均化した値を用いるようにするため、受信
時と送信時での受信レベルの差異を少なくすることができ、従って、最良の受信品質であ
る基地局が送信基地局に含まれる確率を高めることができる。
【００６２】
また、内部しきい値に関しては、速度が遅く受信レベル変動が小さいため受信結果と実際
の送信時との差異が小さい場合は、内部しきい値を小さくとり、速度が速く受信レベル変
動が大きいため受信結果と実際の送信時の差異が大きい場合は大きくとるようにするため
、最良の受信レベルである基地局が送信基地局に含まれる確率を高めつつ不要な送信基地
局を減少させることができる。
【００６３】
次に第３の実施の形態について説明する。第１及び第２の実施の形態の場合は、移動局で
推定した自局の移動速度に応じてパイロット信号測定時間長と内部しきい値を決定してい
たが、第３の実施の形態では、移動局の移動速度を基地局にて推定する。そのため、基地
局に速度推定装置を備えて、移動局から回線を設定した基地局へ周期的に送信される送信
電力制御信号の変化等から移動局の移動速度を推定する。
【００６４】
基地局で移動局の移動速度が推定されると、移動速度を推定した移動局へ推定結果を通知
する。移動局では、第１の実施の形態と同様に、この基地局で推定された移動速度を用い
てパイロット信号の測定時間長と内部しきい値を決定すれば良い。
【００６５】
図１１、図１２は、本発明の第３の実施形態による、移動局、基地局の構成を示すもので
ある。基地局制御装置は第１の実施形態の図６と同様の構成で良い。
図１１において、本実施の形態による移動局は、図４に移動局が備えていた速度推定装置
４０７を備えていない。そのかわりに送信基地局からの送信信号に多重化された移動局の
速度を示す信号をデマルチプレクサ(DMUX)４０５で分離し、制御部４０８のパイロット信
号測定時間指定部４１３及び内部しきい値指定部４１４へ入力されている。
制御部４０８の動作及びその他の構成の動作は、第１の実施の形態と同様であるので説明
を省略する。
本実施の形態における移動局の動作は、第１の実施の形態の動作を示すフローチャートで
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ある図７のステップ７０２にて基地局からの移動局の速度を示す信号を受信し、この速度
Ｖに基づいてステップ７０３、７０６にてパイロット信号測定時間長、内部しきい値を決
定すれば良い。
【００６６】
図１２において、本実施の形態による基地局は、図５に示した基地局に速度推定装置５１
７を更に備えている。速度推定装置５１７は、デマルチプレクサ(DMUX)５０５にて分離さ
れた移動局からの送信信号に多重化された送信電力制御信号を入力し、送信電力制御信号
の変化に基づいて移動局の移動速度を推定する。速度推定装置５１７により推定された移
動局の速度を示す信号は、マルチプレクサ（MUX）５０９へ出力され、送信信号に多重さ
れて該当する移動局へ送信される。
なお、基地局におけるその他の動作は、第１の実施の形態と同様であるので省略する。
【００６７】
次に第４の実施の形態について説明する。第３の実施の形態では、移動局の移動速度を基
地局にて推定し、該当する移動局へ推定した移動速度を通知していた。第４の実施の形態
では、基地局にて推定した移動局の移動速度を基地局制御装置に通知し、第２の実施の形
態と同様に、基地局制御装置にて、パイロット信号測定時間長、内部しきい値を決定し、
該当する移動局へ基地局を介して通知する。移動局は、基地局制御装置からの通知に基づ
いてパイロット信号測定時間長、内部しきい値を変更する。
【００６８】
図１３、図１４は、本発明の第４の実施形態による、移動局、基地局の構成を示す図であ
り、図８、図５と対応する部分には同一番号を付して重複する説明は省略する。なお、本
実施の形態による基地局制御装置は図９の第２の実施形態のものと同じである。また、本
実施の形態が適用されるセルラシステムは図３と同じである。
図１３において、本実施の形態による移動局は、図８に移動局が備えていた速度推定装置
４０７を備えていない。そのかわりに送信基地局からの送信信号に多重化されたパイロッ
ト信号測定時間長と内部しきい値を指示する信号をデマルチプレクサ(DMUX)４０５で分離
し、パイロット信号測定時間長を受信品質モニタ４０６へ、内部しきい値を送信基地局指
定部４０９へ通知する。また、マルチプレクサ(MUX) ４１０は、送信基地局指定部４０９
からの基地局指示信号と入力データとを多重し上り送信信号を生成する。その他の構成の
動作は、第２の実施の形態と同様であるので説明を省略する。
図１４において、本実施の形態による基地局は、図５に示した基地局に速度推定装置５１
７を更に備えている。速度推定装置５１７は、デマルチプレクサ(DMUX)５０５にて分離さ
れた移動局からの送信信号に多重化された送信電力制御信号を入力し、送信電力制御信号
の変化に基づいて移動局の移動速度を推定する。この推定は、回線を設定している移動局
ごとに行われる。速度推定装置５１７により推定された移動局の速度を示す信号は、出力
端子５０６へ出力され、基地局制御装置へ通知される。
なお、基地局におけるその他の動作は、第１の実施の形態と同様であるので省略する。
また、基地局制御装置の構成及び動作は、第２の実施の形態と同様なので説明を省略する
。
【００６９】
次に、本発明の第５の実施形態について説明する。第２の実施の形態の場合は、移動局で
推定した自局の移動速度に応じて、基地局制御装置にてパイロット信号測定時間長と内部
しきい値を決定していたが、第５の実施の形態では、基地局にてパイロット信号測定時間
長と内部しきい値を決定し、該当する移動局へ通知する。
移動局では、基地局からの通知に基づきパイロット信号測定時間長と内部しきい値を変更
する。
図１５は、本実施の形態による基地局の構成を示す図であり、図５と対応する部分には、
同一の番号を付して重複する説明は省略する。なお、本実施の形態における移動局は、図
８の第２の実施の形態のものと同じである。また、本実施の形態が適用されるセルラシス
テムは図３と同じである。
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図１５において、本実施の形態による基地局は、図６の基地局制御装置が備えていなかっ
たパイロット信号測定時間長指定部５１３と内部しきい値指定部５１４からなる制御部５
１２を備えている。
基地局は、移動局から送信される信号に所定の時間間隔で多重化されている移動局の移動
速度を示す信号をデマルチプラレクサ(DMUX)５０５で分離し、その推定速度をパイロット
信号測定時間長指定部５１３と内部しきい値指定部５１４へ通知する。パイロット信号測
定時間長指定部５１３と内部しきい値指定部５１４では、その推定速度に応じたパイロッ
ト信号の受信品質測定時間長と内部しきい値を決定し、マルチプレクサ(MUX)５０９にて
各々を指定する信号を送信信号に多重化し、拡散回路５１０、無線送信部(Tx)５１１、送
受共用器(DUP)５０２、にて処理され、受信アンテナ５０１から移動局へ送信される。そ
の他の構成要素の動作は、図５の基地局の動作と同様に行われる。
本実施の形態のおける基地局の動作は、第２の実施の形態の基地局制御装置の動作を示す
フローチャートである図１０のステップ１００１にて基地局からの移動局の速度を示す信
号を受信し、この速度Ｖに基づいてステップ１００３、１００７にてパイロット信号測定
時間長、内部しきい値を決定し、移動局へ通知すれば良い。
第２の実施の形態では、移動局は、基地局制御装置で決定されたパイロット信号測定時間
長と内部しきい値を基地局を介して受信し、パイロット信号測定時間長と内部しきい値を
変更していたが、本実施の形態では、移動局は、基地局で決定されたパイロット信号測定
時間長と内部しきい値を直接受信している点のみ相違するので、本実施の形態における移
動局は、図８に示す第２の実施の形態の移動局の構成と同じ構成で実現することができる
ので説明を省略する。
【００７０】
次に、第６の実施の形態について説明する。第５の実施の形態の場合は、移動局で推定し
た自局の移動速度に応じて、基地局にてパイロット信号測定時間長と内部しきい値を決定
し、該当する移動局へ通知していたが、第６の実施の形態では、基地局にて移動局ごとに
移動速度を推定し、その推定した移動速度に応じて、基地局にてパイロット信号測定時間
長と内部しきい値を決定し、該当する移動局へ通知する。
移動局では、基地局からの通知に基づきパイロット信号測定時間長と内部しきい値を変更
する。
図１６は、本実施の形態による基地局の構成を示す図であり、図１５と対応する部分には
、同一の番号を付して重複する説明は省略する。なお、本実施の形態における移動局は、
図１３の第４の実施の形態のものと同じである。また、本実施の形態が適用されるセルラ
システムは図３と同じである。
図１６において、本実施の形態による基地局は、図１５の基地局が備えていなかった速度
推定装置５１７を備えている。
速度推定装置５１７は、デマルチプレクサ(DMUX)５０５にて分離された移動局からの送信
信号に多重化された送信電力制御信号を入力し、送信電力制御信号の変化に基づいて移動
局の移動速度を推定する。この推定は、回線を設定している移動局ごとに行われる。速度
推定装置５１７により推定された移動局の速度を示す信号は、パイロット信号測定時間長
指定部５１３と内部しきい値指定部５１４へ通知する。その他の本実施の形態における基
地局の構成及び動作は、第５の実施の形態と同様なので説明を省略する。
本実施の形態のおける基地局の動作は、第２の実施の形態の基地局制御装置の動作を示す
フローチャートである図１０のステップ１００１にて移動局の速度を推定し、推定された
速度Ｖに基づいてステップ１００３、１００７にてパイロット信号測定時間長、内部しき
い値を決定し、移動局へ通知すれば良い。
第４の実施の形態では、移動局は、基地局制御装置で決定されたパイロット信号測定時間
長と内部しきい値を基地局を介して受信し、パイロット信号測定時間長と内部しきい値を
変更していたが、本実施の形態では、移動局は、基地局で決定されたパイロット信号測定
時間長と内部しきい値を直接受信している点のみ相違するので、本実施の形態における移
動局は、図１３に示す第４の実施の形態の移動局の構成と同じ構成で実現することができ
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るので説明を省略する。
【００７１】
尚、本発明は以上の各実施の形態に限定されるものではない。
例えば、本発明における基地局制御装置は図３の構成に限るものではなく、各基地局に個
別に設置されてもよい。
また、各記実施の形態では１つの基準速度を設定し、その基準速度に関してパイロット信
号測定時間長と内部しきい値を２段階に設定したが、基準となる速度を複数設定し、速度
に応じて数段階の値を設定してさらに細かい変更を行っても良い。
【００７２】
また、伝搬環境や伝搬環境の変化の例として移動局の移動速度を用いて説明したが、伝搬
環境や伝搬環境の変化の他の例としては、有効なマルチパスの数が考えられる。有効なパ
ス数が少ないほどマクロダイバーシチ効果はあがるため、内部しきい値を大きくするよう
に制御すれば良い。
【００７３】
【発明の効果】
以上、説明した通り、本発明によれば、移動局毎とにその移動速度に応じた最適な条件で
送信基地局を決定できるようになる。このため、送信基地局の数をできるだけ少なくする
と共に、送信基地局に最良な基地局が含まれる確率が高くなるように送信基地局を決定す
ることができる。その結果、下り回線の干渉を減少させ、回線容量を増加させることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態を原理的に説明するための移動局の移動速度が遅い場合の
移動局におけるパイロット信号受信レベルの例を示す特性図である。
【図２】　本発明の実施の形態を原理的に説明するための移動局の移動速度が速い場合の
移動局におけるパイロット信号受信レベルの例を示す特性図である。
【図３】　本発明の第１の実施の形態によるセルラシステムの構成図である。
【図４】　本発明の第１の実施の形態による移動局の構成を示すブロック図である。
【図５】　本発明の第１の実施の形態による基地局の構成を示すブロック図である。
【図６】　本発明の第１の実施の形態による基地局制御装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図７】　本発明の第１の実施の形態による移動局の動作を示すフローチャートである。
【図８】　本発明の第２の実施の形態による移動局の構成を示すブロック図である。
【図９】　本発明の第２の実施の形態による基地局制御装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図１０】　本発明の第２の実施の形態による基地局制御装置の動作を示すフローチャー
トである。
【図１１】　本発明の第３の実施の形態による移動局の構成を示すブロック図である。
【図１２】　本発明の第３の実施の形態による基地局の構成を示すブロック図である。
【図１３】　本発明の第４の実施の形態による移動局の構成を示すブロック図である。
【図１４】　本発明の第４の実施の形態による基地局の構成を示すブロック図である。
【図１５】　本発明の第５の実施の形態による基地局の構成を示すブロック図である。
【図１６】　本発明の第６の実施の形態による基地局の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
３０１～３０３　基地局
３１１～３１３　セル
３２１　基地局制御装置（BSC）
３３１、３３２ 移動局
４０１、５０１　アンテナ
４０２、５０２　送受共用器（DUP）
４０３、５０３　無線受信部（RX）
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４０４、５０４　RAKE受信機
４０５、５０５　デマルチプレクサ（DMUX）
４０６　受信品質モニタ
４０７、５１７　速度推定装置
４０８、５１２　制御部
４０９　送信基地局指定部
４１０、５０９　マルチプレクサ（MUX）
４１１、５１０　拡散回路
４１２、５１１　無線送信部（Tx）
４１３、６０６、５１３　パイロット信号測定時間長指定部
４１４、６０７、５１４　内部しきい値指定部
５０６、６０５　出力端子
５０７、６０１　入力端子
５０８ 送信電力制御部
６０３　制御部

【図１】 【図２】
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【図５】
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【図７】
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