
JP 4638580 B2 2011.2.23

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局補助ハンドオフ（ＭＡＨＯ）機能を選択的に無効化する方法であって、
　サービング基地局がサービス受け移動局からトリガー信号を受信するステップ、
　前記サービング基地局が、前記トリガー信号に基づいて前記サービス受け移動局が以前
の位置から移動したか否かを判定するステップ、及び
　前記サービス受け移動局が以前の位置から移動していない場合には該サービス受け移動
局に対するＭＡＨＯ機能を無効化するステップ
からなる方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法であって、さらに、
　前記サービス受け移動局に対する前記ＭＡＨＯ機能が無効化されており、かつ前記サー
ビス受け移動局が以前の位置から移動した場合に、前記サービス受け移動局に対する該Ｍ
ＡＨＯ機能を有効にするステップ
を備える方法。
【請求項３】
　請求項１の方法において、前記判定するステップが、
　前記サービング基地局がサービス受け移動局の現在位置を特定するステップ、及び
　前記サービング基地局が、特定された前記現在位置に基づいて前記サービス受け移動局
が以前の位置から移動したか否かを判定するステップ
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を備える方法。
【請求項４】
　サービス受け移動局内で移動局補助ハンドオフＭＡＨＯ機能を選択的に無効化する方法
であって、
　トリガー信号をサービング基地局に送信するステップ、
　前記サービス受け移動局に向けられた機能停止信号を受信するステップであって、該機
能停止信号は前記ＭＡＨＯ機能を無効化し、該サービス受け移動局が以前の位置から移動
していないという前記サービング基地局による前記トリガー信号に基づく判定を示すもの
である、ステップ、及び
　受信した機能停止信号に応答して前記ＭＡＨＯ機能を無効化するステップ
からなる方法。
【請求項５】
　請求項４の方法であって、さらに、
　前記サービス受け移動局が前記機能停止信号において識別されたか否かを判定するステ
ップ、及び
　前記サービス受け移動局が前記機能停止信号において識別された場合には前記ＭＡＨＯ
機能を無効化するステップ
を備える方法。
【請求項６】
　請求項４又は５記載の方法において、前記無効化するステップが、
　信号品質情報の送信を中止するステップ
を含む方法。
【請求項７】
　チャネル品質測定値を選択的に処理する方法であって、
　サービング基地局でチャネル品質測定値を受信するステップ、
　前記サービング基地局でトリガー信号を受信するステップ、及び
　前記サービング基地局で前記トリガー信号及びサービス受け移動局の位置に基づいてチ
ャネル品質測定値を処理するか否かを判定するステップ
からなり、
　前記判定するステップが、
　前記サービス受け移動局が以前の位置から移動したか否かを前記トリガー信号から判定
するステップ、及び
　前記サービス受け移動局がその以前の位置から移動していない場合には前記サービス受
け移動局からの前記チャネル品質測定値を処理しないと決定するステップ
を含む、方法。
【請求項８】
　請求項７記載の方法において、前記トリガー信号から判定するステップが、
　前記サービス受け移動局と前記サービング基地局との間の信号伝搬遅延時間からサービ
ス受け移動局の相対位置を抽出するステップ
を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はワイレス通信システムに関し、特に呼びの最中に移動局における移動局アシスト
ハンドオフ（Mobile Assisted handoff;ＭＡＨＯ）特徴を入り切りする（機能させたりさ
せなかったりする）システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
時分割多重アクセス（ＴＤＭＡ）は、共有した周波数内で異なるタイムスロットを用いて
複数の通信チャネルを実現している。移動局からの送信は、アップリンク方向にバースト



(3) JP 4638580 B2 2011.2.23

10

20

30

40

50

で行われ、１つの移動局のみが、ある時間には基地局に通信できる。ダウンリンク方向に
おいては、基地局は連続的に送信し、移動局は自分に割り当てられたタイムスロットの間
のみそれを聞くことができる。
【０００３】
ＴＤＭＡセルラーシステムにおいては、移動局アシストハンドオフ（ＭＡＨＯ）と称する
技術が用いられている。これは、呼びの間、移動局とそれにサービスしている基地局との
間のチャネル品質は、呼びが別の基地局へハンドオフされる必要性があるために低下する
。従来のＭＡＨＯは、移動電話が無線チャネル品質情報をサービス中の基地局に送信する
ことによりハンドオフの決定を補助している。サービス中の基地局は、あるカバレッジ領
域（セルと称する）内の移動局の通信のニーズを処理する基地局である。通信信号がサー
ビス中の基地局により処理されている移動局は、サービスを受けているサービス享受移動
局と称する。
【０００４】
ＴＤＭＡシステムは、二種類の無線チャネル品質情報を用いている。そのうちの１つは、
周囲の基地局からのチャネルの受信信号共同インジケータ（received signal strength i
ndicator;ＲＳＳＩ）であり、もう一方は、サービス受け移動局の動作トラフィックチャ
ネルの予測ビッドエラーレート（ＢＥＲ）である。この予測ビットエラーレート（ＢＥＲ
）は、音声データと呼び処理メッセージに対する順方向エラー修正コードの結果を用いて
予測している。サービス受け移動局が品質情報をレポートすることにより、サービス中の
基地局からは不可能であるアップリンクとダウンリンクのＲＦ信号品質の測定が可能とな
る。サービス受け移動局は、通常、低速関連制御チャネル（Slow Associated Contol Cha
nnel;ＳＡＣＣＨ）または高速関連制御チャネル（Fast Associated Contol Channel;ＦＡ
ＣＣＨ）のいづれか上でチャネル品質情報を報告している。
【０００５】
移動局からＭＡＨＯ信号測定値を用いると、セルラーシステムのサービス中の基地局は、
ハンドオフが必要とされる時期を決定することができる。移動局からのＭＡＨＯ情報は、
近接する基地局間のデータートラフィックを低減することができる。
【０００６】
従来のＭＡＨＯプロセスの間、サービス中の基地局は、サービス受け移動局に対し、最大
１２の近隣のそのセルにサービスをしてない基地局（通常６個のサービスをしていない基
地局が測定できる）からの設定チャネル／放送制御チャネル（Broadcast Contol Channel
;ＢＣＣＨ）に対応する無線チャネルのリストを含む測定値オーダーメッセージ（Measure
ment Order message）を送っている。アイドル（割り当てられていない）のタイムスロッ
トの間は、サービス受け移動局は特定のサービス中の基地局に対し、現在動作しているト
ラフィックチャネルを含むリスト上のチャネルのチャネル品質を測定する。サービス受け
移動局は、このチャネル品質の測定値を平均化して、その後連続的にＭＡＨＯチャネル品
質レポートをそのサービス中の基地局にＳＡＣＣＨまたはＦＡＣＣＨのいづれかを介して
周期的に送っている。しかしサービス中の基地局は、測定中止指令メッセージ（Stop Mea
surement Order Message）を送り、そのカバレッジ領域内での全てのチャネル品質測定と
報告を中止する。これに応答して、あらゆるサービスをうけている移動局は、チャネル品
質測定と報告を作るのをやめる。
【０００７】
移動交換機センター（mobile switching center;ＭＳＣ）は、このＭＡＨＯ情報とそれ自
身の情報とを組み合わせて、どのセルが使用されていない音声トラフィックチャネル、ま
たはデジタルトラフィックチャネルを利用できるかを知ることができ、そしてどの無線チ
ャネルが最良の品質を提供できるかを決定する。この移動交換機センターは、ハンドオフ
が必要な時に最適のチャネルを割り当てる。
【０００８】
従来実行されているＭＡＨＯは、移動局がwirelessＴＤＭＡ通信を連続的に行うことがで
きるように、移動局内で常に稼働状態にあることが特徴である。しかし、全ての移動局の
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割り当てられていないタイムスロットの間行われるチャネル品質測定値の全てを処理しよ
うとすると、サービス中の基地局に対し非常に大きな計算負荷をかけることになる。また
、ＳＡＣＣＨとＦＡＣＣＨは、カバレッジ領域内で、全ての移動局からのチャネル品質測
定データでもって、そのようなデータが損なわれることになる。従来は静止しており、そ
の信号品質が変わらないような移動局さえも、信号品質測定値を収集し送信している。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、移動局がwirelessＴＤＭＡ通信を連続的に行うことができ、かつサービ
ス中の基地局に対し計算負荷を低減し、そして他のメッセージ上にＳＡＣＣＨとＦＡＣＣ
Ｈを自由にするようなプロセスを提供することである。
【００１０】
従って本発明の目的は、従来技術の問題点を解決する移動局のアシストによるハンドオフ
ＭＡＨＯを選択的に機能させないような方法を提供する。
【００１１】
さらに、本発明の方法は、サービス中の基地局が受信したトリガー信号に基づいて、移動
局あたりの基地局ベースに基づいて、ＴＤＭＡwireless通信システムにおいて，ＭＡＨＯ
を選択的に機能させたり、あるいはさせないような方法を提供する。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明の一実施例においては、トリガー信号は基地局、またはＭＳＣの入力デバイスで発
信される。このトリガー信号は、ＭＡＨＯ特徴を機能させないような移動局、あるいはそ
の移動局（群）を特定する。それによりサービス中の基地局は、ＭＡＨＯを機能させない
ようなこれらの移動局を特定するＭＡＨＯ機能停止信号を送信する。
【００１３】
本発明の他の実施例においては、トリガー信号はサービス受け移動局から送信され、この
信号はサービス受け移動局の相対的な位置が抽出した情報を含む。サービス受け移動局が
、前の位置から動かない場合には、サービス中の基地局は、ＭＡＨＯ機能停止信号を送信
する。サービス受け移動局が、前の位置から移動した場合にはサービス中の基地局は、Ｍ
ＡＨＯ機能開始信号を送信する。トリガー信号内の位置情報は、基地局と移動局との間の
信号伝搬遅延を示し、あるいは移動局の座標軸を示す。
【００１４】
本発明のさらに別の実施例によれば、サービス受け移動局は、常に位置が抽出されるトリ
ガー信号に加えて従来のＭＡＨＯと同様にチャネル品質測定値を常に送信する。サービス
中の基地局が、移動局は移動していないと決定すると、サービス中の基地局は受信したチ
ャネル品質情報を処理しない。
【００１５】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明によるＴＤＭＡ通信システム内の基地局と移動局との配置を表す。サービ
ス中の基地局１００は、カバレッジ領域１１０に信号を送信する。このカバレッジ領域内
に移動局があり、その内の移動局１２０と移動局１３０が例として示されている。同様に
近隣の基地局１４０と基地局１６０も、カバレッジ領域１１０の隣にカバレッジ領域１５
０とカバレッジ領域１７０を有する。基地局１００，基地局１４０，基地局１６０の全て
は移動交換機センターＭＳＣに接続され、このＭＳＣが有線１９０により通信システムに
対するチャネルの割り当て機能とネットワーク制御機能を実行する。
【００１６】
移動局１２０は、静止した移動局を表し、一方移動局１３０は移動中の移動局を表し、例
えば自動車の中の携帯電話である。しかし、移動局１３０は電話中にユーザーが歩いたり
、自転車に乗ったり、電車に乗ったり、あるいは他の手段により移動していることにより
移動することができる。移動局１２０と移動局１３０の両方は電話中であり、かくしてサ
ービス中の基地局１００によりサービス受け移動局である。
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【００１７】
本発明の一実施例では、移動局毎に移動局内のＭＡＨＯ特徴を選択的に機能させないこと
を含む。一方、従来のサービス中の基地局は、そのカバレッジ領域内にある全ての移動局
に対し、一括してＭＡＨＯを機能させるか、あるいは機能させないようにするため、サー
ビス中の基地局１００は、ある移動局（例えば移動局１２０）に対してはＭＡＨＯ特徴を
機能させないようにするが、そのカバレッジ領域１１０内の別の移動局（例移動局１３０
）にはＭＡＨＯを機能させないことをしない。移動局毎に基地局でこのように機能させな
いようにするためにサービス中の基地局１００は、ＭＡＨＯ機能停止信号を個々の移動局
に向けて送ることができなければならない。このような機能停止信号を方向付けて送る別
の方法を次に述べる。サービス中の基地局１００は、トリガー信号に応答して上記に説明
したようにＭＡＨＯ特徴を選択的に機能させないようにする。かくして本発明の一実施例
は、サービス中の基地局がトリガー信号を受信することを含めてＭＡＨＯ特徴を選択的に
機能させないようにし、このトリガー信号に基づいて少なくとも１つのサービス受け移動
局においてＭＡＨＯ特徴を機能させないようにするか否かを決定し、移動局毎に基地局で
、このＭＡＨＯ特徴を機能させないようにする。
【００１８】
トリガー信号の発信点は少なくとも２つある。１つは、被移動局（例えば基地局１００，
基地局１４０または基地局１６０または移動交換機センター１８０）と移動局（例えば移
動局１２０または１３０）である。本発明の一実施例においては、トリガー信号は基地局
あるいはＭＳＣのサービス技術者が、基地局またはＭＳＣにおいて入力デバイス（図示せ
ず）を介して発信される。このような技術者は、入力デバイスを介してＭＡＨＯ特徴を機
能させないようにすべき移動局、あるいは移動局群を特定する。この移動局群は、サービ
ス中の基地局に対し、処理負荷を低減しＳＡＣＣＨとＦＡＣＣＨ内の信号トラフィックを
低減し、あるいはその他の理由で選択される。その後、トリガー信号は入力デバイスから
サービス中の基地局に送られ、この基地局がＭＡＨＯ機能停止信号、あるいは一連の信号
を生成して、ＭＡＨＯを機能させないようにすべき移動局に送られる。
【００１９】
サービス中の基地局１００により生成され、送信されたＭＡＨＯ機能停止信号は、ＭＡＨ
Ｏを様々な方法で機能させないようにすべきサービス受け移動局を特定する。ＭＡＨＯを
機能させないようにする１つの方法は、特定のタイムスロットの間、サービス受け移動局
の通信チャネル上にＭＡＨＯ機能停止信号を送信することである。このように選択的にＭ
ＡＨＯを機能させないようにする方法においては、サービス中の基地局１００は、ＭＡＨ
Ｏを機能させないゆにすべきサービス受け移動局に対応する別のタイムスロットの間に、
一連のＭＡＨＯ機能停止信号を送信する。サービス受け移動局をＭＡＨＯ機能停止信号で
唯一に特定する別の方法は、機能停止信号内にこのような移動局に唯一の識別コードを含
めることである。このような場合，ＭＡＨＯ機能停止信号はサービス受け移動局がすべて
聞くことのできるページングチャネル、あるいは制御チャネルを介して送信される。その
ため、識別コードが機能停止信号内に含まれているサービス受け移動局のみが、ＭＡＨＯ
の機能を停止しチャネル品質を測定し、その情報を送信するのをやめる。ＭＡＨＯを機能
させないようにするサービス受け移動局を唯一に特定する別の方法は、当業者に明らかで
ある。
【００２０】
本発明の他の実施例においてはトリガー信号は、サービス受け移動局から発信される。こ
の実施例においてはトリガー信号は、サービス受け移動局からの相対的な位置が抽出され
る情報を含む。サービス中の基地局は、トリガー信号からサービス受け移動局の現在の位
置が、前の位置と違うか否か、すなわちサービス受け移動局が移動しているか否かを決定
する。この実施例による方法により、移動局（例えば図１の移動局１３０）が移動中の場
合には、信号品質が変わるためにＭＡＨＯを機能させる。しかし、移動局（例えば図１の
移動局１２０）が移動していないときには、サービス中の基地局はその移動局に対してＭ
ＡＨＯを機能させないようにする。これは、品質信号が変わらないからである。かくして
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サービス中の基地局は、サービス受け移動局から基地局１００を介してトリガー信号を受
信し、そしてサービス受け移動局が、前の位置から移動していない場合には、サービス受
け移動局内のＭＡＨＯを機能させないようにすることを決定する。
【００２１】
上記の方法は、最初の状態とＭＡＨＯがオン（機能する）状態のデフォルト条件を仮定し
ており、サービス受け移動局が静止している場合には、ＭＡＨＯを機能させないようにす
る。図２，３を参照のこと。言いかえると、呼びが最初に確立されるとＭＡＨＯがＯＮ状
態となる。しかし、別法として初期状態とデフォルト状態はＭＡＨＯをオフ（機能しない
）状態にすることもできる。このような場合には、ＭＡＨＯは呼びが最初に確立されたと
きにはオフ状態となり、その後サービス受け移動局が移動している場合にはＭＡＨＯを機
能させる。
【００２２】
上記したようにサービス受け移動局１２０のＭＡＨＯが機能が停止されう、サービス受け
移動局１２０が前の位置から移動したときには、サービス中の基地局１００はその移動局
に対し、ＭＡＨＯを再度機能させる。サービス受け移動局に対し、ＭＡＨＯを自動的にオ
ンしたりオフしたりする上記の通信システムはSmart ＭＡＨＯ機能を有すると称する。
【００２３】
サービス受け移動局と、サービス中の基地局との間の相対的な位置を抽出するにはいくつ
かの方法がある。これらの方法は、大きく分けて、（１）従来の移動局のハードウエアの
修正を必要としないような方法と、（２）従来の移動局のハードウエアの修正を必要とす
る２つの方法に分けることができる。最初の方法は、既存の移動通信システムにおけるSm
art ＭＡＨＯ機能を実現するのに好ましい。
【００２４】
ハードウエアの変更を必要としないようなサービス受け移動局の相対的位置を抽出する方
法は、サービス受け移動局と、サービス中の基地局との間の信号伝搬遅延を測定すること
に基づいている。従来のＴＤＭＡシステムは、ＩＳ－１３６のプロトコルに従って動作す
るが、これはサービス受け移動局と、サービス中の基地局との間の伝搬遅延を周期的に測
定することができる。遅延を測定する技術は当業者に公知であるので、その詳細な説明は
割愛する。従来のシステムにおいては、サービス中の基地局は信号伝搬遅延を測定し、適
当な時間整合メッセージを移動局にＦＡＣＣＨまたはＳＡＣＣＨを介して送信する。その
後移動局は、従来はこの時間整合メッセージを用いてサービス受け移動局と、サービス中
の基地局との間の伝搬遅延を補償する。本発明はある時点における時間整合を記憶し、そ
れを次の時間整合と比較してサービス受け移動局が移動しているか、あるいはその相対位
置が変わっているかを決定する。上記のトリガー信号は、伝搬遅延を形成するためにサー
ビス中の基地局により従来使用されていた如何なる信号でもよい。
【００２５】
伝搬遅延を用いてＭＡＨＯを選択的に機能させないようにする好ましい方法を図２に示す
。ステップ呼びの接続２００で、呼びの接続がサービス中の基地局と、サービス受け移動
局との間で確立される。次にステップＭＡＨＯをＯＮにする２１０で、サービス受け移動
局に対し、ＭＡＨＯを稼働する。その後サービス中の基地局は、サービス中の基地局とサ
ービス受け移動局との間の信号伝搬遅延をステップＭＳＣが遅延を測定する２２０で測定
する。サービス中の基地局は、この遅延量に基づいて時間整合（time alignment）を生成
し、この時間整合を内部メモリに記憶する。サービス中の基地局は,その後この時間整合
信号を移動局に送る（ステップ基地局が移動局に時間の整合を通知する２３０）。サービ
ス中の基地局は、記憶された時間整合と、以前に記憶してあった時間整合等を比較する（
ステップ時間の整合を変更したか２４０）。時間整合が変わっている場合には、サービス
中の基地局はＭＡＨＯ機能停止信号をサービス受け移動局に送信すること（ステップＭＡ
ＨＯをＯＦＦにする２５０）により、サービス受け移動局に対するＭＡＨＯを切る（稼働
させない）。時間整合が変わった場合には、サービス中の基地局はそのサービス受け移動
局に対し、ＭＡＨＯ機能開始信号をサービス受け移動局に送信すること（ステップＭＡＨ
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ＯをＯＮにする２１０）によりＭＡＨＯを稼働させる。かくして上記の方法は、サービス
受け移動局とサービス中の基地局との間の信号伝搬遅延から、サービス受け移動局の相対
的位置をサービス中の基地局が取り出し、そしてサービス受け移動局に対しＭＡＨＯを機
能させたありあるいは機能させないようにする。
【００２６】
ＭＡＨＯが既に機能停止状態の移動局に対し、ＭＡＨＯ機能停止信号を再び送るのを回避
するために、そして同様に余分なＭＡＨＯ機能開始信号を送るのを回避するために、サー
ビス中の基地局は前の時間整合に加えて、ＭＡＨＯがそのサービス受け移動局に対し、現
在機能状態にあるか不機能状態にあるかを記憶する。このような場合、例えばＭＡＨＯが
移動局に対し切られている場合には、そしてステップ時間の整合を変更したか２４０で時
間整合の変化がない場合、すなわち移動局が静止状態にある時はサービス中の基地局は、
現在ジセーブルされたＭＡＨＯ状態をステップＭＡＨＯをＯＦＦにする２５０で認識し、
余分なＭＡＨＯ機能停止信号を送らないようにする。
【００２７】
上記の伝搬遅延は、基地局と移動局との間の半径方向の距離に関連する。従って、移動局
がサービス中の基地局の周りを一定の半径の完全な円で移動した場合には、時間整合の変
化は存在しないことになる。しかし、このような完全な円周上の移動はあり得ないことで
あり、実際のワイレス通信システムにおける移動局の移動は、半径方向の少なくとも測定
可能な移動量が伴う。
【００２８】
ハードウエアの変更を必要としないサービス受け移動局の相対的位置を抽出する別の方法
は、サービス中の基地局からの予測したＢＥＲに基づくものである。位置の差を用いる上
記の方法は、ＭＡＨＯを必要とするチャネル品質の変化を意味するが、この方法はサービ
ス中の基地局からのＢＥＲの変化を用い、これは直接チャネル品質の変化に関係する。こ
のような方法を実行するために、サービス受け移動局は、ＢＥＲをサービス中の基地局に
送り、そしてサービス中の基地局は現在のＢＥＲと、前に記憶していたＢＥＲとを比較す
る。このＢＥＲが以前に記憶していたＢＥＲ以下の場合には、ＭＡＨＯの機能は切られる
。しかし、ＢＥＲが増加している場合には、ＭＡＨＯを機能させる。この場合、トリガー
信号は移動局から送信されたＢＥＲを含む信号である。
【００２９】
移動局のハードウエアの変更を必要としないサービス受け移動局の相対位置を抽出する方
法は、ＧＰＳ信号を用いることである。ＧＰＳ受信器を既存の移動局に加えることは容易
である。
【００３０】
このように変更して図１に示したワイレス通信システムは、図３に示したＧＰＳ信号を用
いてＭＡＨＯを選択的に機能させないようにする方法を実行できる。ステップ呼びの接続
３００において呼びの接続が、サービス中の基地局とサービス受け移動局との間で確立さ
れる。次に、サービス受け移動局に対し、ＭＡＨＯを機能させる（ステップＭＡＨＯをＯ
Ｎにする３１０）。サービス受け移動局は、ＧＰＳ受信器からのＧＰＳ位置情報をサービ
ス中の基地局に送信する（ステップ移動局が位置情報を送る３２０）。このＧＰＳ情報は
、サービス中の基地局により計算された座標軸からの信号あるいは座標軸のいづれかであ
る。このサービス中の基地局は、その後受信したＧＰＳ位置を内部メモリに記憶する。サ
ービス中の基地局は、サービス受け移動局の記憶されたＧＰＳ位置を以前に記憶した位置
と比較する（ステップ位置が変化したか３３０）。サービス受け移動局の位置が変わって
いない場合には、サービス中の基地局はＭＡＨＯ機能停止信号をサービス受け移動局に送
信すること（ステップＭＡＨＯをＯＦＦにする３４０）により、そのサービス受け移動局
に対し、ＭＡＨＯをターンオフする（切る）。位置が変わっている場合には、サービス中
の基地局はＭＡＨＯ機能開始信号をサービス受け移動局に送信すること（ステップＭＡＨ
ＯをＯＮにする３１０）により、サービス受け移動局に対しＭＡＨＯを稼働させる（ター
ンオンさせる）。この場合トリガー信号は、移動局から送信されたＧＰＳ位置情報を含む
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信号である。かくして上記の方法は、ＧＰＳ受信器の出力からサービス受け移動局の位置
をサービス中の基地局が抽出する方法を含み、これによりサービス受け移動局のＭＡＨＯ
をそれに応じて機能させたり、させないようにする。
【００３１】
図２に示した方法で説明したように余分なＭＡＨＯ機能開始信号とＭＡＨＯ機能停止信号
は、サービス中の基地局が移動局の前の位置に加えてその移動局に対し、現在ＭＡＨＯは
機能状態か、あるいは不機能状態かを記憶することにより図３の方法で回避できる。この
ようにしてサービス中の基地局は、たとえばＭＡＨＯが現在ジセーブルされた移動局に対
してはＭＡＨＯ機能停止信号を送信することを回避できる。
【００３２】
位置の変化を示すのに用いられるサービス受け移動局に対する他の可能なハードウエアの
変更は、内部センサあるいはソナータイプのセンサを含む。このようなハードウエアの変
更は、移動局が静止している場合には、ユーザーが押すボタンを追加することである。
【００３３】
上記の方法においてはサービス中の基地局は、サービス受け移動局の検出可能な移動（あ
るいはＢＥＲの変化）が発生した場合には、ＭＡＨＯを機能させるよう決定することがで
きる。別の方法として、比較の間に移動の、あるしきい値（１ｍあるいは数ｍ）をＭＡＨ
Ｏが機能させないようにしたままでいるようにしきい値を設定することもできる。このよ
うなに移動しきい値を越えた場合にＭＡＨＯは機能させられる。
【００３４】
本発明の他の実施例においては、ＳＡＣＣＨとＦＡＣＣＨが従来のＭＡＨＯ系におけるの
と同じような量のチャネル品質測定値を含んでいる場合でもサービス中の基地局に対する
計算負荷を低減するようにすることもできる。この実施例においては、サービス受け移動
局は、従来のＭＡＨＯと同様に常にチャネル品質測定値を位置あるいはＢＥＲが中止され
るトリガー信号に加えてそのような信号を送信する。上記した方法に説明したようにこの
サービス中の基地局は、サービス受け移動局が前の位置から移動したか（あるいはＢＥＲ
が劣化したか）を決定する。サービス受け移動局が移動していない場合（あるいはＢＥＲ
が劣化していない場合）には、サービス中の基地局は受信したチャネル品質情報を処理し
ない。サービス中の基地局は移動局が静止している場合には、チャネル品質情報をダンプ
する。すなわち無視し、これによりその処理負荷を低減させる。
【００３５】
この実施例においては、サービス受け移動局等のＭＡＨＯ機能／不機能通信が回避できる
が、これはＳＡＣＣＨとＦＡＣＣＨの大量のチャネル品質測定値の対価を払って行われる
。サービス中の基地局がサービス受け移動局が移動を開始した、あるいはＢＥＲが増加し
たと決定したときには、サービス中の基地局はＭＡＨＯに対する受信したチャネル品質測
定値の処理を再度開始する。上記の方法と同様にこのトリガー信号は、基地局あるいはＭ
ＳＣのサービス技術者により基地局またはＭＳＣの入力デバイス（図示せず）を介して発
信される。このような技術者は、入力デバイスを介してチャネル品質測定値がサービス中
の基地局により処理すべきでない移動局あるいはサービス受け移動局あるいは移動局の組
を特定できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用する基地局と移動局の配置を表す図。
【図２】本発明の一実施例によるフローチャート図。
【図３】本発明の他の実施例によるフローチャート図。
【符号の説明】
１００，１４０，１６０　基地局
１１０，１５０，１７０　カバレッジ領域
１２０，１３０　移動局
１８０　移動交換機センター
１９０　有線
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２００，３００　呼びの接続
２１０，３１０　ＭＡＨＯをＯＮにする
２２０　ＭＳＣが遅延を測定する
２３０　基地局が移動局に時間の整合を通知する
２４０　時間の整合を変更したか
２５０，３４０　ＭＡＨＯをＯＦＦにする
３２０　移動局が位置情報を送る
３３０　位置が変化したか

【図１】 【図２】

【図３】
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