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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
無線による下り信号の送信及び上り信号の受信を行い、自局の無線エリア内の移動機の通
信を制御する無線基地局装置と、
自装置の現在位置を検出するための位置測定手段を有し、前記無線エリア内を任意に移動
しながら対応する前記無線基地局装置との間で無線による下り信号の受信及び上り信号の
送信を行い、ユーザの通信情報を送受信するとともに、現在位置情報を送信する移動機と
、
前記無線エリア内で予め決められた位置に配置され、対応する前記無線基地局装置からの
下り信号を監視してモニタ情報を作成し、当該無線基地局装置への上り信号として送信す
る１つ以上の固定端末と、
前記無線基地局装置を収容し、前記無線基地局装置を通して前記移動端末と相手先との通
信を制御し、前記移動端末からの現在位置情報を受信し移動方向を認識するとともに、前
記固定端末からのモニタ情報を受信し蓄積し統計処理を行い、この統計処理結果に基づい
て前記固定端末の配置位置に接近する前記移動機及び対応する前記無線基地局装置に対す
る無線パラメータの制御を事前に行う無線ネットワーク制御装置とを有することを特徴と
する移動体無線通信システム。
【請求項２】
無線による下り信号の送信及び上り信号の受信を行い、自局の無線エリア内の移動機の通
信を制御する無線基地局装置と、
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自装置の現在位置を検出するための位置測定手段を有し、前記無線エリア内を任意に移動
しながら対応する前記無線基地局装置との間で無線による下り信号の受信及び上り信号の
送信を行い、ユーザの通信情報を送受信するとともに、現在位置情報を送信する移動機と
、
前記無線エリア内で予め決められた位置に配置され、対応する前記無線基地局装置からの
下り信号を監視してモニタ情報を作成し、有線伝送路を通して出力する１つ以上の固定端
末と、
前記無線基地局装置を収容し、前記無線基地局装置を通して前記移動端末と相手先との通
信を制御し、前記移動端末からの現在位置情報を受信し移動方向を認識するとともに、前
記有線伝送路を通した前記固定端末からのモニタ情報を受信し蓄積し統計処理を行い、こ
の統計処理結果に基づいて前記固定端末の配置位置に接近する前記移動機及び対応する前
記無線基地局装置に対する無線パラメータの制御を事前に行う無線ネットワーク制御装置
とを有することを特徴とする移動体無線通信システム。
【請求項３】
前記無線ネットワーク制御装置に対し、前記無線エリアの天候情報を通知する保守運用セ
ンタを有し、前記無線ネットワーク制御装置が前記天候情報を含めて前記統計処理を行う
ことを特徴とする請求項１または２記載の移動体無線通信システム。
【請求項４】
前記無線基地局装置及び前記移動機間の無線アクセス方式としてＣＤＭＡ方式を採用し、
前記固定端末が前記無線基地局装置から送信されるパイロットチャネルの受信電力値を前
記モニタ情報とすることを特徴とする請求項１、２または３記載の移動体無線通信システ
ム。
【請求項５】
無線エリアを管轄する無線基地局装置と、無線エリア内を任意に移動しながら前記無線基
地局装置との間で無線による通信を行う移動機と、前記無線基地局装置を収容し、前記無
線基地局装置を通した前記移動機の無線通信を制御する無線ネットワーク制御装置とを有
する移動体無線通信システムにおける無線パラメータ制御方法において、
無線エリア内で予め決められた位置に配置した固定端末で、前記無線基地局装置からの下
り信号を監視し、モニタ情報を作成して、前記無線ネットワーク制御装置へ送信し、
前記移動機で、前記無線基地局装置を通して通信中に、内蔵する位置測定手段で現在位置
情報を取得し前記無線ネットワーク制御装置へ通知し、
前記無線ネットワーク制御装置で、前記移動機からの現在位置情報により当該移動機が前
記固定端末の配置位置に接近することを認識すると、前記モニタ情報を統計処理した結果
に基づいて当該移動機及び対応する前記無線基地局装置に対する無線パラメータの事前の
補正を行うことを特徴とする無線パラメータ制御方法。
【請求項６】
前記無線ネットワーク制御装置で、前記無線エリアの天候情報を含めて前記モニタ情報の
統計処理を行うことを特徴とする請求項５記載の無線パラメータ制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は移動体無線通信システムと、その無線パラメータ制御方法とに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の移動体無線通信システムは、図２に示すように、コアネットワークに接続された無
線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）と、無線ネットワーク制御装置に収容され無線エリア
を管轄する無線基地局装置（ＢＴＳ）と、無線基地局装置の無線エリア内を移動する移動
機（ＭＳ）とを有している。無線基地局装置及び移動機は、無線ネットワーク制御装置よ
り受け取る無線パラメータ（無線基地局装置及び移動機に対して設定する送信電力制御用
基準レベルや、ハンドオーバを行うかどうかの判定に使用する閾値を総称して、「無線パ
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ラメータ」と呼ぶ。）に従い、無線通信を行う。
【０００３】
無線ネットワーク制御装置は、無線基地局装置及び移動機に対して受信レベル測定や干渉
レベル測定、その他のモニタ要求を行い、受信したモニタ結果を基に、送信電力制御用基
準レベルの設定やハンドオーバを行うかどうかの判定を行う。
【０００４】
このシステムでは、無線ネットワーク制御装置は、無線基地局装置及び移動機からのモニ
タ結果を基に、送信電力制御用基準電力の設定や、ハンドオーバを行うかどうかの判定を
行う。しかし、移動機の位置は時間により異なり、それに伴い伝搬環境も変化するが、無
線パラメータの設定値を事前に変更して、伝搬環境の変化に備えることができないという
問題点があった。
【０００５】
これに対して、ハンドオフ時の無線パラメータの設定値制御する技術として、２つの無線
エリアの重複（境界）エリアに、各無線基地局装置からのパイロット信号の電界強度を測
定する状態監視装置を設け、状態監視装置での電界強度の測定結果に応じて無線パラメー
タの設定値を制御する技術が提案されている。（特許文献１参照。）
【特許文献１】
特開２００１－１３６５５８号公報（第１－３頁、図１）
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上述した従来技術（特許文献１技術）では、状態監視装置を無線エリアの重複エリアにの
み設置しているので、移動機がその重複エリアに差し掛かったときしか無線基地局装置か
らの下り信号の電界強度の測定結果に応じた無線パラメータの設定値御制を行うことがで
きない。
【０００７】
本発明の目的は、無線エリア内の予め指定された任意の位置に接近する移動機に対する無
線パラメータの事前の設定値制御を可能とする移動体無線通信システム、及びその無線パ
ラメータ制御方法を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明の請求項１に係る移動体無線通信システムは、無線による下り信号の送信及び上り
信号の受信を行い、自局の無線エリア内の移動機の通信を制御する無線基地局装置と、自
装置の現在位置を検出するための位置測定手段を有し、前記無線エリア内を任意に移動し
ながら対応する前記無線基地局装置との間で無線による下り信号の受信及び上り信号の送
信を行い、ユーザの通信情報を送受信するとともに、現在位置情報を送信する移動機と、
前記無線エリア内で予め決められた位置に配置され、対応する前記無線基地局装置からの
下り信号を監視してモニタ情報を作成し、当該無線基地局装置への上り信号として送信す
る１つ以上の固定端末と、前記無線基地局装置を収容し、前記無線基地局装置を通して前
記移動端末と相手先との通信を制御し、前記移動端末からの現在位置情報を受信し移動方
向を認識するとともに、前記固定端末からのモニタ情報を受信し蓄積し統計処理を行い、
この統計処理結果に基づいて前記固定端末の配置位置に接近する前記移動機及び対応する
前記無線基地局装置に対する無線パラメータの制御を事前に行う無線ネットワーク制御装
置とを有する。
【０００９】
本発明の請求項２に係る移動体無線通信システムは、無線による下り信号の送信及び上り
信号の受信を行い、自局の無線エリア内の移動機の通信を制御する無線基地局装置と、自
装置の現在位置を検出するための位置測定手段を有し、前記無線エリア内を任意に移動し
ながら対応する前記無線基地局装置との間で無線による下り信号の受信及び上り信号の送
信を行い、ユーザの通信情報を送受信するとともに、現在位置情報を送信する移動機と、
前記無線エリア内で予め決められた位置に配置され、対応する前記無線基地局装置からの
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下り信号を監視してモニタ情報を作成し、有線伝送路を通して出力する１つ以上の固定端
末と、前記無線基地局装置を収容し、前記無線基地局装置を通して前記移動端末と相手先
との通信を制御し、前記移動端末からの現在位置情報を受信し移動方向を認識するととも
に、前記有線伝送路を通した前記固定端末からのモニタ情報を受信し蓄積し統計処理を行
い、この統計処理結果に基づいて前記固定端末の配置位置に接近する前記移動機及び対応
する前記無線基地局装置に対する無線パラメータの制御を事前に行う無線ネットワーク制
御装置とを有する。
【００１０】
本発明の請求項３に係る移動体無線通信システムは、請求項１または２に係る移動体無線
通信システムにおいて、前記無線ネットワーク制御装置に対し、前記無線エリアの天候情
報を通知する保守運用センタを有し、前記無線ネットワーク制御装置が前記天候情報を含
めて前記統計処理を行う構成を有する。
【００１１】
本発明の請求項４に係る移動体無線通信システムは、請求項１、２または３に係る移動体
無線通信システムにおいて、前記無線基地局装置及び前記移動機間の無線アクセス方式と
してＣＤＭＡ方式を採用し、前記固定端末が前記無線基地局装置から送信されるパイロッ
トチャネルの受信電力値を前記モニタ情報とする構成を有する。
【００１２】
本発明の請求項５に係る無線パラメータ制御方法は、無線エリアを管轄する無線基地局装
置と、無線エリア内を任意に移動しながら前記無線基地局装置との間で無線による通信を
行う移動機と、前記無線基地局装置を収容し、前記無線基地局装置を通した前記移動機の
無線通信を制御する無線ネットワーク制御装置とを有する移動体無線通信システムにおけ
る無線パラメータ制御方法において、無線エリア内で予め決められた位置に配置した固定
端末で、前記無線基地局装置からの下り信号を監視し、モニタ情報を作成して、前記無線
ネットワーク制御装置へ送信し、前記移動機で、前記無線基地局装置を通して通信中に、
内蔵する位置測定手段で現在位置情報を取得し前記無線ネットワーク制御装置へ通知し、
前記無線ネットワーク制御装置で、前記移動機からの現在位置情報により当該移動機が前
記固定端末の配置位置に接近することを認識すると、前記モニタ情報を統計処理した結果
に基づいて当該移動機及び対応する前記無線基地局装置に対する無線パラメータの事前の
補正を行う工程を有する。
【００１３】
本発明の請求項６に係る無線パラメータ制御方法は、請求項５に係る無線パラメータ制御
方法において、前記無線ネットワーク制御装置で、前記無線エリアの天候情報を含めて前
記モニタ情報の統計処理を行う工程を有する。
【００１４】
【発明の実施の形態】
まず、本発明の概要を説明する。本発明では、各無線基地局装置の無線エリア内の任意の
場所に配置された固定端末から受信したモニタ情報（無線基地局装置からのパイロットチ
ャネル信号の受信レベル値）を、無線ネットワーク制御装置で統計処理（所定時間単位の
平均値演算）してメモリに保持する。移動機は自装置の位置検出手段を有し現在位置情報
を無線ネットワーク制御装置へ通知する。無線ネットワーク制御装置は、当該移動機の周
辺の移動機数、移動方向、現在時刻、天候等を条件に、メモリに保持された統計情報を参
照して無線パラメータの補正を事前に行うことで、より精度の高い無線パラメータに基づ
き無線基地局装置と移動機とが通信を行うことが可能となる。メモリに蓄えられた統計結
果は常に更新されるため、固定端末設置場所周辺の地理環境の変化に対して柔軟に対応す
ることができる。また、固定端末を複数個設置することにより、移動機の位置によらず統
計結果の精度を向上させることができる。
【００１５】
固定端末と無線ネットワーク制御装置とを結ぶ伝送路を無線基地局経由の無線回線とした
場合でも、下り無線回線に対する干渉電力の増加は無く、上り無線回線に関しても、モニ
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タ情報を通信するのに必要な分、干渉電力が増加するのみである。上り無線回線に関する
干渉成分の増加が無視できない場合は、有線回線にて固定端末と無線ネットワーク制御装
置とを結ぶ構成としてもよい。
【００１６】
次に、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１７】
図１は本発明の一実施の形態を示すブロック構成図である。図１において、本例の移動体
無線通信システムは、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃ
ｃｅｓｓ：符号分割多重アクセス）通信システムに適用された例であり、交換機等で構成
されたコアネットワーク１０と、コアネットワーク１０に収容された無線ネットワーク制
御装置（ＲＮＣ）２０と、無線ネットワーク制御装置２０と接続された保守運用センター
３０と、無線ネットワーク制御装置２０に収容され各々の無線エリア４１（４１－１，４
１－２）を管轄する複数の無線基地局装置（ＢＴＳ）４０（４０－１，４０－２）と、各
無線エリア４１の所定位置に配置された複数の固定端末（ＦＳ）５０（５０－１～５０－
４）と、ＧＰＳ衛星７０からの受信信号により現在位置を検出するためのＧＰＳ位置測定
装置６１を有し各無線エリア４１内を任意に移動する移動機（ＭＳ）６０とを備えている
。
【００１８】
無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）２０は、図１では１台しか図示していないが、複数
台設けることができる。これに伴い、無線基地局装置（ＢＴＳ）４０及び固定端末（ＦＳ
）５０も増設することができる。また、移動機（ＭＳ）６０も任意の台数分設けることが
できる。
【００１９】
なお図１では、各無線基地局装置（ＢＴＳ）４０の無線エリア４１はそれぞれ１つのエリ
ア（セル）のみとしたが、本発明はこれに限定されることなく、複数のエリア（セクタ）
に分割することができる。この場合、固定端末（ＦＳ）５０も各セクタに配置する。
【００２０】
コアネットワーク１０には、端末を収容した他のネットワークも接続可能であり、該当端
末と移動機６０（ＭＳ）間、及び移動機６０相互間の通信を可能としている。
【００２１】
保守運用センター３０は、システム運用上必要な情報を管理し、無線ネットワーク制御装
置２０に各種処理の指示を与える。また保守運用センター３０は、各無線エリア４１の天
候情報を把握し、無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）２０に伝える。この天候情報は、
適切な気象観測システムから転送するようにしてもよいし、オペレータが手動により入力
するようにしてもよい。
【００２２】
無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）２０は、各種無線パラメータ及び移動機（ＭＳ）６
０の位置情報に基づき無線基地局４０を介した該当移動機６０の通信を制御するための通
常の各種手段（図示していない）の他に、モニタ情報（パイロットチャネル下り受信電力
値など）を蓄積するモニタ情報記憶部２１と、蓄積されたモニタ情報を統計処理し、無線
パラメータ（送信電力制御用基準レベルや、ハンドオーバを行なうかどうかの判定に使用
する閾値など）に反映させる統計処理部２２とを有している。この統計処理部２２には、
図示していないクロック回路により生成された曜日や現在時刻等のカレンダ情報や、保守
運用センター３０からの天候情報等が入力され、これらを加味してモニタ情報の統計処理
（下り受信電力や信号劣化度の所定時間単位の平均値算出）を行う。
【００２３】
無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）２０は、各無線基地局装置（ＢＴＳ）４０と有線伝
送路を通して接続されている。無線ネットワーク制御装置２０はまた、各固定端末（ＦＳ
）５０とも有線伝送路（図１中に点線で示す）で接続することができる。各固定端末５０
からのモニタ情報は、この有線伝送路を通して直接無線ネットワーク制御装置２０に伝送
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されるか、無線基地局装置４０との無線リンクを経由して無線ネットワーク制御装置２０
に伝送される。
【００２４】
各無線基地局装置（ＢＴＳ）４０は、システムのサービスエリアを各自の無線エリア４１
で一部重複しながらカバーできるように配置される。なお上述したように、各無線エリア
４１は複数（例えば、３つ）のセクタに分割することができる。
【００２５】
各固定端末（ＦＳ）５０は、その無線エリア４１内で（セクタに分割した場合は、そのセ
クタ内で）、電波伝搬環境が変動し易い所、移動機（ＭＳ）６０が集中しがちな所に配置
される。各固定端末５０は、対応する無線基地局装置（ＢＴＳ）４０からの既知の下り共
通パイロットチャネル（ＣＰＩＣＨ：ＣｏｍｍｏｎＰｉｌｏｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）の信号
（パイロット信号：基準信号）を受信し、そのセクタ／周波数別の受信電力レベルや信号
劣化状況を監視し、モニタ情報として、無線基地局装置４０経由、あるいは直接に、無線
ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）２０へ送信する。
【００２６】
移動機（ＭＳ）６０は、各無線エリア４１内、あるいは間を移動し、滞在する無線エリア
４１に対応する無線基地局装置（ＢＴＳ）４０と無線リンクを通して通信することにより
、希望する相手先との通信を行う。移動機６０はその際、複数のＧＰＳ衛星７０からの受
信信号に基づき得られた自機の位置情報を、無線基地局装置４０を通して、無線ネットワ
ーク制御装置（ＲＮＣ）２０へ通知する。
【００２７】
次に動作を説明する。
【００２８】
各固定端末（ＦＳ）５０（５０－１～５０－４）は予め、各無線エリア４１（４１－１，
４１－２）内で、電波伝搬環境が変動し易い所、移動機（ＭＳ）６０が集中しがちな所に
配置されている。
【００２９】
各固定端末５０は、対応する無線基地局装置（ＢＴＳ）４０（４０－１，４０－２）の送
信するパイロットチャネルを常時受信し、その受信レベルを測定し、測定結果をモニタ情
報（各周辺エリア５１（５１－１～５１－４）のモニタ情報）としてランダムアクセスチ
ャネルを介して、無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）２０に通知する。
【００３０】
各移動機（ＭＳ）６０は、無線ネットワーク制御装置２０の制御の下、存在する無線エリ
ア４１を管轄する無線基地局装置４０を通して、相手先との通信を行う。各移動機６０は
また、内蔵するＧＰＳ位置測定装置６１でＧＰＳ衛星７０からの信号を受信して、自装置
の現在位置を検出して、無線ネットワーク制御装置２０に通知する。なお、各移動機６０
でＧＰＳ衛星７０からの受信データから現在位置を算出するのではなく、ＧＰＳ衛星７０
からの受信データを無線ネットワーク制御装置２０に転送して、無線ネットワーク制御装
置２０で移動機６０の現在位置を算出するようにすることができる。
【００３１】
無線ネットワーク制御装置２０は、各移動機６０からの現在位置情報に基づき、当該移動
機６０の現在位置、移動方向、移動速度等を算出する。また、無線ネットワーク制御装置
２０は、移動機６０ごとにその周辺に存在する他の移動機の数を認識することができる。
【００３２】
無線ネットワーク制御装置２０はまた、各固定端末５０からのモニタ情報をモニタ情報記
憶部２１に記憶しながら、統計処理部２２で統計処理する。統計処理の内容は、曜日や、
時間帯別の下り受信電力や、信号劣化度の変動の平均値を算出する。
【００３３】
ここで、図１に矢印で示すように、移動機６０が通信中に、無線基地局装置４０－１の無
線エリア４１－１から無線基地局装置４０－２の無線エリア４１－２へ移動する場合を例
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【００３４】
移動機６０は移動に伴い、周期的に自機の現在位置を計測し、得られた現在位置情報を無
線ネットワーク制御装置２０に通知する。
【００３５】
無線ネットワーク制御装置２０は、通信中の無線基地局装置４０－１及び移動機６０に対
して受信レベル測定や干渉レベル測定、その他のモニタ要求を行い、無線基地局装置４０
－１及び移動機６０から受信したモニタ結果及び位置情報を基に、移動機６０の現在位置
及び今後の進行方向を認識し、送信電力制御用基準レベルの設定や、ハンドオーバを行う
かどうかの判定を行う。
【００３６】
図１に示す例では、移動機６０は、無線エリア４１－１の固定端末５０－２の周辺エリア
５１－２を通過してから、無線エリア４１－２の固定端末５０－３の周辺エリア５１－３
に達することが推定される。
【００３７】
無線ネットワーク制御装置２０は、移動機６０がエリア５１－２及びエリア５１－３に接
近する前に、それぞれ対応するモニタ情報記憶部２１に蓄えられた固定端末５０－２及び
固定端末５０－３の統計処理の結果を参照して、無線基地局装置４０－１や４０－２、及
び移動機６０に対する無線パラメータの事前の補正を行う。例えば、曜日、時間帯、天候
等の状態により、エリア５１－２内の受信レベルが通常より低くなることが予想される場
合は、無線基地局装置４０－１（あるいは４０－２）や、移動機６０に対し、通信のため
の送信電力をその分だけ上げるように指示する。また、エリア５１－２内に他の移動機が
多数いるなど、干渉が予想される場合にも、無線ネットワーク制御装置２０はそのことを
認識できているので、当該移動機６０に対する送信電力の上げまたは下げの事前の補正指
示を適切に行うことができる。
【００３８】
以上の説明においては、無線アクセス方式をＣＤＭＡ方式としたが、本発明はこれに限定
されることなく、基地局管轄無線エリアに既知の基準パイロット信号を送出するシステム
ならば適用可能である。
【００３９】
【発明の効果】
本発明によれば、固定端末から受信したモニタ情報を無線ネットワーク制御装置で統計処
理してメモリに保持し、周辺の移動機数、移動機の移動方向、現在時刻、天候等を条件に
、メモリに保持された統計情報を参照して無線パラメータの補正を事前に行うことで、よ
り精度の高い無線パラメータに基づき無線基地局装置と移動機とが通信を行うことが可能
となる。メモリに蓄えられた統計結果は常に更新されるため、固定端末設置場所周辺の地
理環境の変化に対して柔軟に対応することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態を示すシステム構成図である。
【図２】従来の移動体通信システムを示す図である。
【符号の説明】
２０　　無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）
３０　　保守運用センター
４０（４０－１，４０－２）　　無線基地局装置（ＢＴＳ）
４１（４１－１，４１－２）　　無線エリア
５０（５０－１～５０－４）　　固定端末（ＦＳ）
５１（５１－１～５１－４）　　固定端末の周辺エリア
６０　　移動機（ＭＳ）
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