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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ネットワークに接続される無線端末に対し、通信チャネルとして、その無線端末が
専用する個別チャネルと、その無線端末と異なる無線端末との間で共用される共通チャネ
ルとの一方を割り当てる無線ネットワーク制御装置であって、
　基地局と通信を行う無線端末に、個別チャネルを割り当てるための個別チャネルリソー
スとして、自装置と前記基地局間のネットワークリソースと、前記基地局と無線端末間の
無線リソースとを、無線端末が前記無線ネットワークに接続される前に、個別チャネルを
割り当てるべき無線端末がなくとも確保する確保部と、
　無線端末に個別チャネルを割り当てることを決定する決定部と、
　個別チャネルの割り当てが決定されたときに、前記確保部で確保されている個別チャネ
ルリソースを前記無線端末に割り当てる割当部とを含む無線ネットワーク制御装置。
【請求項２】
　前記割当部は、無線端末が使用する通信チャネルを共通チャネルから個別チャネルに切
り替えることを前記決定部が決定したときに、前記確保部で確保されている個別チャネル
リソースを前記無線端末に割り当てる
請求項１に記載の無線ネットワーク制御装置。
【請求項３】
　前記確保部は、無線ネットワーク制御装置の起動時に、前記個別チャネルリソースを確
保する
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請求項１又は２に記載の無線ネットワーク制御装置。
【請求項４】
　前記確保部は、或る無線端末について個別チャネルから共通チャネルへの切替が実行さ
れたときに、前記或る無線端末が使用していた個別チャネルリソースを解放することなく
確保する
請求項１乃至３のいずれか１つに記載の無線ネットワーク制御装置。
【請求項５】
　前記或る無線端末と、前記或る無線端末が使用していた個別チャネルリソースとを関連
付けて記憶した記憶部をさらに備え、
　前記割当部は、前記或る無線端末が使用する通信チャネルを共通チャネルから個別チャ
ネルへ再び切り替えることを前記決定部が決定したときに、前記記憶部を参照し、前記或
る無線端末が以前に使用していた個別チャネルリソースを割り当てる
請求項４に記載の無線ネットワーク制御装置。
【請求項６】
　前記或る無線端末が使用していた個別チャネルリソースは、この個別チャネルリソース
を前記或る無線端末が使用できる無線エリアと異なる無線エリアへ前記或る無線端末が移
動したときに解放される
請求項５に記載の無線ネットワーク制御装置。
【請求項７】
　前記割当部は、無線端末からの発信時又は無線端末への着信時に、発信端末又は着信端
末としての無線端末に対して個別チャネルを割り当てることを前記決定部が決定したとき
に、この決定以前に確保され保持されている個別チャネルリソースを前記無線端末に割り
当てる
請求項１乃至６のいずれか１つに記載の無線ネットワーク制御装置。
【請求項８】
　無線ネットワークに接続される無線端末に対し、通信チャネルとして、その無線端末が
専用する個別チャネルと、その無線端末と異なる無線端末との間で共用される共通チャネ
ルとの一方を割り当てる無線ネットワーク制御装置によるチャネル割当方法であって、
　基地局と通信を行う無線端末に、個別チャネルを割り当てるための個別チャネルリソー
スとして、前記無線ネットワーク制御装置と前記基地局間のネットワークリソースと、前
記基地局と無線端末間の無線リソースとを、無線端末が前記無線ネットワークに接続され
る前に、個別チャネルを割り当てるべき無線端末がなくとも確保し、
　無線端末に個別チャネルを割り当てることを決定し、
　個別チャネルの割り当てが決定されたときに、この決定以前に確保されている個別チャ
ネルリソースを前記無線端末に割り当てる、
ことを含む無線ネットワーク制御装置によるチャネル割当方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線ネットワーク制御装置及びその装置によるチャネル割当方法に関し、特
に、Ｗ－ＣＤＭＡ（Wideband-CDMA）システムにおけるチャネル切替の方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＣＤＭＡ（Code Division Multiple Access）通信システムの開発が急速に進ん
でいる。現在の主サービスである音声や静止画のみならず、広帯域のＣＤＭＡシステム（
Ｗ－ＣＤＭＡ）の商用化サービスも開始された。こうした状況の中で、第三世代移動通信
システムの標準化団体である３ＧＰＰ（3rd Generation Partnership Project: http://w
ww.3gpp.org/）により、高品質なサービスが実現できるシステムを目指し、Ｗ－ＣＤＭＡ
方式を基にした様々な仕様が整備されている。
【０００３】
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　Ｗ－ＣＤＭＡシステムは、主に、移動機と、無線の区間を終端する基地局と、基地局を
制御する無線ネットワーク制御装置と、無線ネットワーク制御装置を管理する交換機とか
らなる。基地局と移動機との間の伝送路では、無線伝送路を使用しているため、使用可能
なリソース（周波数）に制限がある。また、移動通信システムに対する要求として、可能
な限り多くの移動機が通信可能な状態にできることが求められている。そのため、Ｗ－Ｃ
ＤＭＡシステムでは、それぞれ異なる特徴を持つ、個別チャネルと共通チャネルを使い分
けて、有限な無線リソースの有効利用を図っている。
【０００４】
　Ｗ－ＣＤＭＡシステムでは、ある移動機に対して、この移動機が所望する通信レートと
実際に無線ネットワーク制御装置と移動機の間で転送されるデータ量とにより、無線リソ
ースが効率的に使用されるように、適宜、個別チャネルと共通チャネルの割り当てを変更
している。この個別チャネルと共通チャネルの割り当て変更をチャネル切替と呼ぶ。
【０００５】
　無線リソースを効率的に使用することを考慮した場合、このチャネル切替は、無線ネッ
トワーク制御装置と移動機との間のデータ転送レートにあわせて、リアルタイムに変更さ
れることが要求される。したがって、短い周期でチャネル切替を実施できること、及び、
チャネル切替にかかる時間を可能な限り短くすることが、通信品質を上げることにつなが
る。
【特許文献１】特表２００１－５０５０１８号公報
【特許文献２】特開２０００－２７８３２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　現在、Ｗ－ＣＤＭＡシステムは、チャネル切替制御により、無線リソースを有効に使用
できるシステムとして稼動している。現状より、さらに無線リソース使用の効率を上げよ
うとすれば、短い周期でのチャネル切替制御が必要になる。
【０００７】
　その反面、チャネル切替制御は、Ｗ－ＣＤＭＡシステムを構成する機器（無線ネットワ
ーク制御装置、基地局、移動機）にとって、大きな処理負荷となっている。また、現状の
チャネル切替の手順は、時間を要する手順となっている。なぜなら、チャネル切替を実施
する場合、無線ネットワーク制御装置、及び、基地局に対して、新たなリソースを確保す
る必要があるためである。
【０００８】
　Ｗ－ＣＤＭＡシステムは、多くのキャリアに採用されている。使用ユーザ数（移動機数
）は増加の一途をたどっている。それに伴い、無線上の周波数リソース不足が懸念されて
おり、今後、使用周波数帯の拡張などの施策が実施されようとしている。
【０００９】
　このような状況において、上記した短い周期でのチャネル切替制御は必須の制御であり
、これまで以上に短い周期でのきめ細かな制御が求められていることは明らかである。ま
た、チャネル切替制御にかかる処理時間を短縮することと当該制御にかかるネットワーク
機器の処理負荷を下げることの重要性は明らかである。
【００１０】
　本発明の目的は、無線端末との間に個別チャネルを確立するための時間の短縮を図るこ
とができる技術を提供することである。
【００１１】
　また、本発明の他のチャネル切替に要する時間の短縮を図ることができる技術を提供す
ることである。
【００１２】
　また、本発明の他の目的は、チャネル切替手順の簡易化を図ることができる技術を提供
することである。
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【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、上記した課題を解決するために、以下の手段を採用する。即ち、本発明の態
様は、
　無線ネットワークに接続される無線端末に対し、通信チャネルとして、その無線端末が
専用する個別チャネルと、その無線端末と異なる無線端末との間で共用される共通チャネ
ルとの一方を割り当てる無線ネットワーク制御装置であって、
　無線端末に個別チャネルを割り当てることを決定する決定部と、
　個別チャネルの割り当てが決定されたときに、この決定以前に確保され保持されている
個別チャネルリソースを前記無線端末に割り当てる割当部と
を含む無線ネットワーク制御装置
である。
【００１４】
　このようにすることにより、個別チャネルの割り当ての決定前に確保され保持されてい
る個別チャネルリソースが割り当てられるので、決定後に個別チャネルリソースを確保す
る時間を要しない。従って、割当に要する時間を短縮できる。
【００１５】
　また、本発明の態様において、
　前記割当部は、無線端末が使用する通信チャネルを共通チャネルから個別チャネルに切
り替えることを前記決定部が決定したときに、この切替の決定以前に確保された個別チャ
ネルリソースを前記無線端末に割り当てる
とすることができる。
【００１６】
　このようにすることにより、個別チャネルの割り当ての決定前に確保された個別チャネ
ルリソースが割り当てられるので、決定後に個別チャネルリソースを確保する時間を要し
ない。従って、チャネル切替に要する時間を短縮できる。また、無線端末に要求する通信
レートに適正に応じることができ、通信品質の向上を図ることができる。
【００１７】
　また、本発明の態様において、
　前記決定部による決定以前に確保された個別チャネルリソースの識別情報とその使用状
態とを記憶した記憶部をさらに含み、
　前記割当部は、未使用の個別チャネルリソースを前記記憶部から検索し、検索された個
別チャネルリソースを前記無線端末に割り当てる
こともできる。
【００１８】
　また、本発明の態様において、
　無線端末に個別チャネルを割り当てるための個別チャネルリソースを、個別チャネルを
割り当てるべき無線端末がなくとも確保する確保部をさらに含む
こともできる。
【００１９】
　また、本発明の態様において、
　前記確保部は、無線ネットワーク制御装置の起動時に、前記個別チャネルリソースを確
保する
こともできる。
【００２０】
　このようにすることにより、起動時の無線端末との通信が開始される前に個別チャネル
リソースの確保を行うことで、処理負荷の軽減を図ることができる。
【００２１】
　また、本発明の態様において、
　前記確保部は、或る無線端末について個別チャネルから共通チャネルへの切替が実行さ
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れたときに、前記或る無線端末が使用していた個別チャネルリソースを解放することなく
確保する
こともできる。
【００２２】
　このようにすることにより、解放することなく確保することで、確保手順の省力化を図
る(回数を減らす)ことができる。
【００２３】
　また、本発明の態様において、
　前記或る無線端末と、前記或る無線端末が使用していた個別チャネルリソースとを関連
付けて記憶した記憶部をさらに備え、
　前記割当部は、前記或る無線端末が使用する通信チャネルを共通チャネルから個別チャ
ネルへ再び切り替えることを前記決定部が決定したときに、前記記憶部を参照し、前記或
る無線端末が以前に使用していた個別チャネルリソースを割り当てる
こともできる。
【００２４】
　このようにすることにより、個別チャネルを改めて探す必要がないので、迅速に無線端
末に割り当てるべき個別チャネルリソースを決定できる。また、処理手順の短縮化を図る
ことができる。
【００２５】
　また、本発明の態様において、
　前記或る無線端末が使用していた個別チャネルリソースは、この個別チャネルリソース
を前記或る無線端末が使用できる無線エリアと異なる無線エリアへ前記或る無線端末が移
動したときに解放される
こともできる。
【００２６】
　このようにすることにより、不要と考えられる個別チャネルリソースを解放して、リソ
ースの有効利用を図ることができる。
【００２７】
　また、本発明の態様において、
　前記割当部は、無線端末からの発信時又は無線端末への着信時に、発信端末又は着信端
末としての無線端末に対して個別チャネルを割り当てることを前記決定部が決定したとき
に、この決定以前に確保され保持されている個別チャネルリソースを前記無線端末に割り
当てる
こともできる。
【００２８】
　このようにすることにより、発信時及び着信時のチャネル確立手順の短縮化を図ること
ができる。
【００２９】
　本発明の「無線端末」には、携帯電話などの移動通信機器が含まれる。本発明の
　また、本発明は、上記した本発明にかかる無線ネットワーク制御装置と同様の特徴を有
する無線ネットワーク制御装置によるチャネル割当方法、情報処理装置（コンピュータ等
）を無線ネットワーク制御装置として機能させるプログラム、あるいは、当該プログラム
を記録した記憶媒体として実現可能である。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、無線端末との間に個別チャネルを確立するための時間の短縮を図るこ
とができる技術を提供することが可能となる。
【００３１】
　また、本発明によれば、チャネル切替に要する時間の短縮を図ることができる技術を提
供することが可能となる。
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【００３２】
　また、本発明によれば、チャネル切替手順の簡易化を図ることができる技術を提供する
ことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。実施形態の構成は例示であ
り、本発明は実施形態の構成に限定されない。
【００３４】
　〔実施形態〕
　＜システム構成＞
　図１は、Ｗ－ＣＤＭＡシステムの構成例を示す図である。図１に示す例において、Ｗ－
ＣＤＭＡシステムは、移動機１０５と、移動機１０５との間に設けられる無線区間を終端
する基地局１０３と、複数の基地局１０３を収容し、各基地局１０３を制御する無線ネッ
トワーク制御装置１０２と、複数の無線ネットワーク制御装置１０２を管理する交換機１
０１とを含み、交換機１０１を通じてコアネットワーク１００に接続される。無線ネット
ワーク制御装置１０２と交換機１０１との間のインタフェースはＩｕと呼ばれる。無線ネ
ットワーク制御装置１０２間を結ぶインタフェースはＩｕｒと呼ばれる。無線ネットワー
ク制御装置１０２と基地局１０３との間のインタフェースはＩｕｂと呼ばれる。基地局１
０３と移動機１０５との間のインタフェースはＵｕと呼ばれる。
【００３５】
　無線ネットワーク制御装置１０２と基地局１０３との間は、通常、有線伝送路で接続さ
れる。但し、両者間が無線伝送路で接続されることもある。基地局１０３と移動機１０５
とは、無線伝送路で接続される。
【００３６】
　無線ネットワーク制御装置１０２は、チャネル切替判断部１０２Ａ、チャネル切替制御
部１０２Ｂ及び記憶部１０８を備える。
【００３７】
　移動機１０５が基地局１０３に接続して通信を行う場合には、無線ネットワーク制御部
１０２は、基地局１０３との連携を通じて、移動機１０５に対し、通信に使用する通信チ
ャネルを割り当てる。即ち、移動機１０５の通信に際し、移動機１０５から無線ネットワ
ーク制御装置１０２までの間に、移動機１０５が使用する通信チャネルが確立される。
【００３８】
　通信チャネルには、移動機１０５が帯域を専有可能な個別チャネルと、基地局１０３に
接続された複数の移動機１０５間で帯域が共用される共通チャネルとがある。さらに、通
信チャネルは、無線ネットワーク１０２と基地局１０３との間に確立されるトランスポー
トチャネルと、基地局１０３と移動機１０５との間に確立される物理チャネルとに区別さ
れる。
【００３９】
　チャネル切替判断部１０２Ａは、移動機１０５から無線ネットワーク制御装置１０２ま
での間における通信量に応じて、移動機１０５について、共通チャネルから個別チャネル
へ、又は、個別チャネルから共通チャネルへのチャネル切替の要否を判断する。
【００４０】
　チャネル切替制御部１０２Ｂは、共通チャネルから個別チャネルへ、又は、個別チャネ
ルから共通チャネルへのチャネル切替を行う。
【００４１】
　記憶部１０８は、無線ネットワーク制御装置１０２と基地局１０３及び移動機１０５と
の間の通信チャネルを管理するテーブル(図５Ａ及び図５Ｂ)を格納する。無線ネットワー
ク制御装置１０２は、さらに、交換機１０１との間の通信チャネルを確立し、交換機１０
１と、相手方の移動機(又は相手端末)との間には、コアネットワーク１００を介した通信
チャネルが確立される。移動機１０５は、確立された通信チャネルを用いて、相手方の端
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末と通信を行うことができる。
【００４２】
　基地局１０３は、移動機１０５との間で無線区間の通信チャネルの確立手順(接続手順)
を行い、移動機１０５と無線ネットワーク制御装置１０２との間の通信を中継する。基地
局１０３は、複数のセルを収容する。
【００４３】
　移動機１０５は、自身に割り当てられた共通チャネルまたは個別チャネルを使用して通
信を行う。
【００４４】
　図２は、個別チャネル２１と共通チャネル２２の概念を詳細に説明する図である。無線
ネットワーク制御装置１０２と移動機１０５との間の通信チャネルには、個別チャネル２
１と共通チャネル２２とがある。
【００４５】
　個別チャネル２１は、移動機１０５に対して、個別に割り当てられる通信チャネルで、
移動機１０５が専有して使用することが可能である。個別チャネル２１は、１つのセル２
３に対して複数設定することができる。また、移動機１０５が存在しないセルでは、個別
チャネル２１の物理チャネルは存在しない。
【００４６】
　無線リソースの有効利用の観点からすると、個別チャネルは移動機１０５毎に一定のリ
ソースを割り当てる必要がある。このため、多くのリソースが必要となる。つまり、一つ
のセルにおいて収容可能な移動機１０５の数が減少する。
【００４７】
　共通チャネル２２は、あるエリア（セル）に対して割り当てられる通信チャネルで、複
数の移動機１０５で共通に使用することが可能である。１つのセルに対して１つの共通チ
ャネル２２が設定される。共通チャネル２２は、複数の移動機１０５で共通利用すること
が可能なので、多くの移動機を１つのセルに収容することができる（無線リソースを有効
に使用することができる）。但し、移動機１０５あたりの通信レートの観点からすると、
ある一定の通信帯域を複数の移動機１０５でシェアして使用するため、同一の共通チャネ
ル２２を使用している移動機の通信状況によっては、その移動機と異なる移動機が所望す
る通信レートを確保することができない場合がある。
【００４８】
　また、通信チャネルは、無線ネットワーク制御装置１０２と基地局１０３との間に設定
されるトランスポートチャネル（図２におけるＡ）と、基地局１０３と移動機１０５との
間に設定される物理チャネル（図２におけるＢ）とに区別される。トランスポートチャネ
ル及び物理チャネルにおいて、共通チャネルと個別チャネルが存在している。基地局１０
３及び無線ネットワーク１０２内部にも、各通信チャネルに対応するリソース(チャネル)
が確立される。基地局１０３は、トランスポートチャネルと物理チャネルのマッピングを
行う。
【００４９】
　＜動作例＞
　図３は、無線ネットワーク制御装置と基地局との連携を通じて実行されるチャネル切替
方法を大略的に示す図である。
【００５０】
　図３に示すように、チャネル切替方法は、共通チャネルから個別チャネルへのチャネル
切替を実施する以前に個別チャネルリソースをあらかじめ確保するステップ（Ｓ１１０２
）、確保した個別チャネルリソースを保持するステップ（Ｓ１１０４）、共通チャネルか
ら個別チャネルへチャネル切替を実施する際に保持している個別チャネルリソースの存否
を確認するステップ（Ｓ１１０６）、当該個別チャネルリソースを用いてチャネル切替を
実行するステップ（Ｓ１１０８）からなる。以下、これらの各ステップについて詳細に説
明する。
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【００５１】
　＜個別チャネルリソースの確保＞
　共通チャネルから個別チャネルへの切替制御を実施する以前に、無線ネットワーク制御
装置１０２及び基地局１０３内であらかじめ個別チャネルリソースを確保する方法につい
て、以下に説明する。
【００５２】
　個別チャネルリソースをあらかじめ確保する方法として、無線ネットワーク制御装置１
０２または基地局１０３の装置起動(再開)時に確保する方法、移動機１０５からの発信時
に確保した個別チャネルリソースを、その移動機１０５が使用しなくなった後もそのまま
確保する方法が考えられる。これら以外の方法により、個別チャネルリソースをあらかじ
め確保してもよい。
【００５３】
　《装置再開時に確保する方法》
　無線ネットワーク制御装置及び基地局のいずれかの装置が起動（再開）すると、共通チ
ャネル設定のシーケンスが実施される。共通チャネルは、特定のセル（エリア）に対して
あらかじめ設定（確保）しておくチャネルであり、システムが運用を開始する以前に設定
される。この共通チャネル設定の際に、個別チャネルリソースが確保される。
【００５４】
　図４は、無線ネットワーク制御装置１０２または基地局１０３の装置再開時における個
別チャネル設定シーケンスを示す図である。このシーケンスは、あらかじめ確保すべき個
別チャネル数と同じ回数、繰り返される。あらかじめ確保される個別チャネル数は、１以
上の任意の数である。
【００５５】
　無線ネットワーク制御装置１０２又は基地局１０３が休止又は停止状態から再開すると
共通チャネルの設定を行う(ＳＱ１０１)。
【００５６】
　次に、無線ネットワーク制御装置１０２及び基地局１０３は、無線リンク設定(個別チ
ャネル設定)を、個別チャネル毎に、次のようにして行う。即ち、無線ネットワーク制御
装置１０２は、設定すべき個別チャネルに対応する無線ネットワーク制御装置１０２内の
リソースを捕捉する(ＳＱ１０２)。
【００５７】
　次に、無線ネットワーク制御装置１０２は、基地局１０３に対し、無線リンクセットア
ップ要求を通知する(ＳＱ１０３)。無線リンクセットアップ要求を受信した基地局１０３
は、個別チャネル(トランスポートチャネル)のリソースの確保及び移動機１０５との間の
インタフェースの設定をする(ＳＱ１０４)。
【００５８】
　ＳＱ４の処理が終了すると、基地局１０３は、無線ネットワーク制御装置１０２に対し
、無線リンクセットアップ応答を通知する(ＳＱ１０５)。無線リンクセットアップ応答を
受信した無線ネットワーク制御装置１０２は、基地局１０３に対し、回線の設立要求を通
知する(ＳＱ１０６)。基地局１０３は、基地局１０３内の個別チャネル用リソースを捕捉
する(ＳＱ１０７)。ＳＱ７の処理が終了すると、基地局１０３は、無線ネットワーク制御
装置１０２に対し、回線のリソース(個別チャネルリソース)の設定確認を通知する(ＳＱ
１０８)。
【００５９】
　これにより、無線ネットワーク制御装置１０２内，無線ネットワーク制御装置１０２と
基地局１０３との間，及び基地局１０３内にて、個別チャネルリソースがあらかじめ確保
される。また、この後、個別チャネルリソースを確保する制御及び個別チャネルリソース
を削除する制御が不要となるので、チャネル切替の手順を簡略化することが可能となる。
【００６０】
　《発信（着信）時に確保した個別チャネルリソースをそのまま保持する方法》
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　また、発着信時に確保した個別チャネルリソースを、チャネル切替の際、解放せずにそ
のまま保持することもできる。
【００６１】
　基本的な発信（または着信）の手順では、移動機１０５に対し、共通チャネルではなく
個別チャネルが割り当てられる。つまり、ある移動機に対する発着信時には、図４に示し
た個別チャネル設定と同様の手順で、個別チャネルリソースが確保される。
【００６２】
　その後、移動機１０５が要求する通信レートが個別チャネルで利用可能な通信レートを
下回る場合には、個別チャネルのリソースを有効に利用すべく、チャネル切替制御が実行
され、その移動機１０５に割り当てられる通信チャネルが個別チャネルから共通チャネル
に切り替えられる。
【００６３】
　従来では、チャネル切替制御において、移動機１０５が使用していた個別チャネルリソ
ースの解放処理が行われていた。本実施形態では、解放処理を行わず、チャネル切替前に
移動機が使用していた基地局側(無線ネットワーク制御装置１０２内，無線ネットワーク
制御装置１０２及び基地局１０３間，及び基地局１０３内)の個別チャネルリソースをそ
のまま保持しておく(但し、物理チャネルの個別チャネルは解放される)。
【００６４】
　なお、当該移動機が、保持された個別チャネルリソースが属するセルとは別のセルに移
動した時は、保持された個別チャネルリソースは、解放されるようにしても良い。
【００６５】
　＜個別チャネルを保持（管理）する方法＞
　次に、確保された個別チャネルリソースを保持する方法について説明する。
【００６６】
　上記した方法で確保された基地局側の個別チャネルリソースは、例えば、無線ネットワ
ーク制御装置１０２に備えられた記憶部１０８上に作成された個別チャネル管理テーブル
にて管理される。
【００６７】
　図５Ａ及び５Ｂは、個別チャネル管理テーブルの例を示す図である。図５Ａ及び図５Ｂ
において、個別チャネル管理テーブル７０１及び７０２には、個別チャネルリソースの使
用状態、個別チャネルリソースを保持している基地局番号、個別チャネルリソースが確保
されたセル番号，及びその個別チャネルリソースを使用する移動機１０５に対して適用さ
れるスクランブルコードが格納される。
【００６８】
　使用状態の欄には、個別チャネルリソースが使用されている場合には、移動機の識別子
が格納される。個別チャネルリソースを使用している移動機１０５がないときは、未使用
を示すデータが格納される。スクランブルコードは、個別チャネルを使用するために必要
なコードである。
【００６９】
　基地局番号、セル番号、スクランブルコードが分かると、一意に個別チャネルを識別す
ることが可能となる。但し、それぞれの個別チャネルリソースに固有の識別符号を付与し
て管理することも可能である。
【００７０】
　無線ネットワーク制御装置１０２は、確保した個別チャネルリソースと移動機１０５と
を１対１に関連づけて管理することができる。このとき、或る移動機１０５について、個
別チャネルから共通チャネルにチャネル切替を行った後、再び個別チャネルにチャネル切
替をした時は、最初に使用した個別チャネルが使用される。
【００７１】
　共通チャネルから個別チャネルへチャネル切替をする際、その移動機に関連づけられた
個別チャネルが保持されているので、切替先の個別チャネルを探す必要がない。そのため
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、より短い時間でのチャネル切替が可能となる。
【００７２】
　図５Ｂの個別チャネル管理テーブル７０２のように、個別チャネルと対応付けられた移
動機の識別子を使用移動機として記載して格納することができる。
【００７３】
　図６Ａ及び図６Ｂは、移動機と個別チャネルとの関連づけの例を示す図である。移動機
１０５が、セル２３＿１の個別チャネル２１＿１－１に関連づけられている（図６Ａ）。
移動機１０５が、セル２３＿１からセル２３＿２に移動すると、セル２３＿１で確保され
た個別チャネル２１＿１－１は解放されて、新たにセル２３＿２の個別チャネル２１＿２
－１が確保される（図６Ｂ）。
【００７４】
　また、無線ネットワーク制御装置１０２は、確保した個別チャネルと移動機１０５とを
１対１に関連づけることなく管理することもできる。この場合、無線ネットワーク制御装
置１０２は、確保した個別チャネルの情報と移動機１０５の存在しているセルの情報を別
々に管理する。この場合、移動機１０５と個別チャネルが１対１に関連づけられていない
ため、移動機１０５に個別チャネルを割り当てる際に、割り当てられる個別チャネルリソ
ースが保持されているか否かを判断する必要がある。
【００７５】
　＜チャネル切替＞
　共通チャネルを使用する移動機１０５と無線ネットワーク制御装置１０２との間のデー
タ転送レートが上昇し、共通チャネル内の占有率が所定閾値をこえると、無線ネットワー
ク制御装置１０２のチャネル切替判断部１０２Ａは、共通チャネルを使用するよりも、個
別チャネルを使用したほうが効率的にデータの転送ができると判断する。すると、無線ネ
ットワーク制御装置１０２は、移動機１０５のために個別チャネルを確保し、共通チャネ
ルから個別チャネルへのチャネル切替を実施する。
【００７６】
　図７は、共通チャネルから個別チャネルへのチャネル切替の動作フローを示す図である
。図７に示すフローチャートは、例えば、無線ネットワーク制御部１０２において、共通
チャネルを使用する移動機１０５のデータ転送レートが監視され、データ転送レートが所
定の閾値を超えた場合に開始される。この場合、無線ネットワーク制御装置１０２のチャ
ネル切替判断部は、移動機１０５に割り当てられる通信チャネルを共通チャネルから個別
チャネルへ切り替えることが必要であると判断する（Ｓ１００１）。
【００７７】
　すると、無線ネットワーク制御装置１０２のチャネル切替部１０２Ｂは、記憶部１０８
に格納された個別チャネル管理テーブル７００を参照し、あらかじめ確保され保持されて
いる個別チャネルがあるか否かを判定する（Ｓ１００２）。あらかじめ確保され保持され
ている個別チャネル２１があるとき（Ｓ１００２；ＹＥＳ）は、チャネル切替部１０２Ｂ
は、未使用の個別チャネルがあるか否かを判定する(Ｓ１００４)。
【００７８】
　未使用の個別チャネルがあるとき（Ｓ１００４；ＹＥＳ）は、チャネル切替部１０２Ｂ
は、未使用の個別チャネル(複数の未使用の個別チャネルがあるときはそのうちの一つ)を
、切替先の個別チャネルとして決定し、基地局１０３に対して、その個別チャネルを使用
するチャネルとして指定する。あらかじめ確保された個別チャネルがない（Ｓ１００２；
ＮＯ）、又は未使用の個別チャネルがない（Ｓ１００４；ＮＯ）ときは、チャネル切替部
１０２Ｂは、移動機１０２が使用する個別チャネルを確保する(Ｓ１００８)。その後、チ
ャネル切替部１０２Ｂは、基地局１０３との連携においてチャネル切替を実行する（Ｓ１
０１０）。チャネル切替(Ｓ１０１０)が終了すると、図７に示したチャネル切替処理が終
了する。
【００７９】
　《保持されている個別チャネルが存在する場合》
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　図８は、未使用の保持されている個別チャネルが存在する場合のチャネル切替時の処理
シーケンス(図７のＳ１０１０の詳細)の例を示す図である。
【００８０】
　無線ネットワーク制御装置１０２は、基地局１０３に対し、あらかじめ保持されている
未使用の個別チャネルリソースを指定して通知する(ＳＱ２０２：図７のＳ１００６)。基
地局１０３は、指定された個別チャネルリソースを移動機１０５に割り当てる。これによ
り、あらかじめ確保され保持されている個別チャネルリソースを、無線ネットワーク制御
装置１０２と移動機１０５との間で使用できる状態になる。
【００８１】
　無線ネットワーク制御装置１０２は、移動機１０５に対し、物理チャネル再構成（RRC:
 Physical Channel Reconfiguration）を通知する(ＳＱ２０３)。これにより、基地局１
０３と移動機１０５との間の無線のインタフェースを開通させることができる。移動機１
０５は、物理チャネルを共通チャネルから個別チャネルに切り替える(ＳＱ２０４)。
【００８２】
　その後、移動機１０５は、無線ネットワーク制御装置１０２に対し、物理チャネル再構
成完了（RRC: Physical Channel Reconfiguration Complete）を通知する。無線ネットワ
ーク制御装置１０２は、移動機１０５に対するトランスポートチャネル(基地局側のチャ
ネル)を、共通チャネルから個別チャネルに切り替える(ＳＱ２０６)
　図８に示したシーケンスによれば、あらかじめ確保され保持されている個別チャネルリ
ソースを用いてチャネル切替手順が実行されるので、個別チャネルを確保する手順が不要
になり、チャネル切替の時間短縮が可能となる。
【００８３】
　また、移動機１０５の発信時もしくは着信時に、最初に割り当てる個別チャネルとして
、保持されている個別チャネルリソースを割り当てることもできる。これにより、発信時
もしくは着信時に個別チャネル確保の動作が不要となる。
【００８４】
　《保持されている個別チャネルが存在しない場合》
　図９は、未使用の保持されている個別チャネルが存在しない場合のチャネル切替時の処
理シーケンスの例を示す図である。
【００８５】
　無線ネットワーク制御装置１０２は、無線ネットワーク制御装置内で移動機の個別チャ
ネルに割り当てるためのリソースを捕捉する（ＳＱ３０２）。
【００８６】
　無線ネットワーク制御装置１０２は、基地局１０３に対し、個別チャネルのリソースを
確保するために、無線リンクセットアップ要求（NBAP: Radio Link Setup Request）を通
知する（ＳＱ３０３）。
【００８７】
　基地局１０３は、基地局内で、個別チャネルのリソースの確保及び移動機との間のイン
タフェースの設定をする（ＳＱ３０４）。基地局１０３は、リソースの確保が成功すると
、無線ネットワーク制御装置１０２に対し、無線リンクセットアップ応答（NBAP: Radio 
Link Setup Response）を通知する（ＳＱ３０５）。
【００８８】
　無線ネットワーク制御装置１０２は、基地局１０３に対し、回線の設立要求(ALCAP: Es
tablish Request)を通知する（ＳＱ３０６）。これにより、無線ネットワーク制御装置１
０２と基地局１０３との間の回線上のリソースを確保する。基地局１０３は、基地局内の
リソースを捕捉する（ＳＱ３０７）。
【００８９】
　基地局１０３は、無線ネットワーク制御装置１０２に対し、回線のリソースの設立確認
（ALCAP: Establish Confirm）を通知する（ＳＱ３０８）。これにより、個別チャネルが
設定される。
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【００９０】
　無線ネットワーク制御装置１０２は、無線ネットワーク制御装置内で、移動機１０５と
の間のチャネル切替のためのリソースを確保する（ＳＱ３０９）。
【００９１】
　無線ネットワーク制御装置１０２は、移動機１０５に対し、物理チャネル再構成（RRC:
 Physical Channel Reconfiguration）を通知する（ＳＱ３１０）。これにより、先に設
定した基地局１０３と移動機１０５との間の無線のインタフェースを開通させることがで
きる。
【００９２】
　移動機１０５は、共通チャネルから確保された個別チャネルにチャネル切替を行う（Ｓ
Ｑ３１１）。移動機１０５は、無線ネットワーク制御装置１０２は物理チャネル再構成完
了（RRC: Physical Channel Reconfiguration Complete）を通知する（ＳＱ３１２）。
【００９３】
　以上説明した手順は、従来技術にて採用されているチャネル切替手順と同様の手順であ
る。
【００９４】
　＜個別チャネルの開放＞
　個別チャネルから共通チャネルにチャネル切替をする場合もしくは通信を終了する場合
等、移動機が使用している個別チャネルを解放する手順を説明する。
【００９５】
　《保持されていた個別チャネルの場合》
　図１０は、保持されていた個別チャネルを解放するシーケンスを示す図である。図１０
において、無線ネットワーク制御装置１０２は、移動機１０５に対し、接続解放（RRC: C
onnection Release）を通知する(ＳＱ４０２)。移動機１０５は、使用している物理チャ
ネル(個別チャネル)のリソースを解放する(ＳＱ４０３)。
【００９６】
　リソース解放が終了すると、移動機１０５は、無線ネットワーク制御装置１０２に対し
、接続解放完了（RRC: Connection Release Complete）を通知する(ＳＱ４０４)。無線ネ
ットワーク制御装置１０２は、無線ネットワーク制御装置内の移動機１０５に対する個別
チャネルリソースを解放する(ＳＱ４０５)。続いて、無線ネットワーク制御装置１０２は
、基地局１０３に対し、使用を停止するリソースを通知する(ＳＱ４０６)。基地局１０３
は、通知に応じて対応する個別チャネルリソースを未使用の状態にする。無線ネットワー
ク制御装置１０２は、当該リソースを未使用のリソースとして管理する。
【００９７】
　《保持されていた個別チャネルではない場合》
　図１１は、個別チャネルを解放するシーケンスを示す図である。図１１において、無線
ネットワーク制御装置１０２は、移動機１０５に対し、接続解放（RRC: Connection Rele
ase）を通知する（ＳＱ５０２）。移動機１０５は、使用している物理チャネルのリソー
スを解放する（ＳＱ５０３）。移動機１０５は、無線ネットワーク制御装置１０２に対し
、接続解放完了（RRC: Connection Release Complete）を通知する（ＳＱ５０４）。
【００９８】
　無線ネットワーク制御装置１０２は、基地局１０３に対し、無線リンク抹消要求（NBAP
: Radio Link Deletion Request）を通知する（ＳＱ５０６）。基地局１０３は、個別チ
ャネルのリソースの確保及び移動機との間のインタフェースの設定を抹消する。基地局１
０３は、無線ネットワーク制御装置１０２に対し、無線リンク抹消応答（NBAP: Radio Li
nk Deletion Response）を通知する（ＳＱ５０７）。
【００９９】
　無線ネットワーク制御装置１０２は、基地局１０３に対し、解放要求（ALCAP: Release
 Request）を通知する（ＳＱ５０８）。基地局１０３は、基地局内のリソースを解放する
（ＳＱ５０９）。基地局１０３は、無線ネットワーク制御装置に対し、リソースの解放確
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認（ALCAP: Release Confirm）を通知する（ＳＱ５１０）。無線ネットワーク制御装置１
０２は、無線ネットワーク制御装置内のリソースを解放する（ＳＱ５１１）。
【０１００】
　図１１に示した処理は、従来技術で適用されている個別チャネル解放シーケンスと同様
である。
〈実施形態の効果〉
　以上説明した実施形態によると、移動機１０５に割り当てるべき基地局側(無線ネット
ワーク制御装置１０２内，無線ネットワーク制御装置１０２と基地局１０３間，及び基地
局１０３内)の個別チャネルリソースが、チャネル切替前にあらかじめ確保され保持され
る。
【０１０１】
　その後、或る移動機１０５に対する個別チャネルへのチャネル切替の必要が生じた場合
、無線ネットワーク制御装置１０２は、あらかじめ確保され保持されている個別チャネル
リソースを用いてチャネル切替を行う。これによって、チャネル切替に要する時間が、個
別チャネルリソース確保の時間だけ短縮される。また、個別チャネルリソース確保の手順
が、チャネル切替処理において省略されるため、チャネル切替処理の負荷が軽くなる。よ
って、チャネル切替を従来に比べて効率的に実行することが可能となり、通信品質の向上
を図ることができる。
【０１０２】
　また、或る移動機１０５に係る個別チャネルから共通チャネルへのチャネル切替時に生
じた空き状態の個別チャネルリソースを解放することなく保持し、その後、或る移動機１
０５に対して個別チャネルを再度割り当てる場合に、個別チャネルリソースと移動機１０
５とが関連付けて管理されていることで、当該移動機１０５に割り当てる個別チャネルリ
ソースを探す必要がなくなり、円滑なチャネル切替が可能となる。
【０１０３】
　さらに、あらかじめ確保され保持されている個別チャネルに対する解放処理では、基地
局側の個別チャネルリソースの解放処理は行われず、単に個別チャネルリソースが未使用
の状態にされるのみであるため、処理の短縮化及び簡易化を図ることができる。
【０１０４】
　さらに、事前の個別チャネルリソース確保の手順は、通常の個別チャネル設定時に実行
される手順から移動機１０５に対する物理チャネル設定手順を省略することで実現でき、
また、個別チャネルの解放処理は、通常の個別チャネル解放処理から基地局側の個別チャ
ネルリソース解放処理を省略することで実現できる。即ち、本発明に係るチャネル切替方
法は、従来の構成や手順に大幅な改変を加えることなく実現できる。
【０１０５】
　〔その他〕
　上述した実施形態は、以下の発明の開示を含む。以下の発明は必要に応じて適宜組み合
わせることができる。
【０１０６】
　（付記１）
　無線ネットワークに接続される無線端末に対し、通信チャネルとして、その無線端末が
専用する個別チャネルと、その無線端末と異なる無線端末との間で共用される共通チャネ
ルとの一方を割り当てる無線ネットワーク制御装置であって、
　無線端末に個別チャネルを割り当てることを決定する決定部と、
　個別チャネルの割り当てが決定されたときに、この決定以前に確保され保持されている
個別チャネルリソースを前記無線端末に割り当てる割当部と
を含む無線ネットワーク制御装置。
【０１０７】
　（付記２）
　前記割当部は、無線端末が使用する通信チャネルを共通チャネルから個別チャネルに切
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り替えることを前記決定部が決定したときに、この切替の決定以前に確保され保持されて
いる個別チャネルリソースを前記無線端末に割り当てる
付記１に記載の無線ネットワーク制御装置。
【０１０８】
　（付記３）
　前記決定部による決定以前に確保され保持されている個別チャネルリソースの識別情報
とその使用状態とを記憶した記憶部をさらに含み、
　前記割当部は、未使用の個別チャネルリソースを前記記憶部から検索し、検索された個
別チャネルリソースを前記無線端末に割り当てる
付記１又は２に記載の無線ネットワーク制御装置。
【０１０９】
　（付記４）
　無線端末に個別チャネルを割り当てるための個別チャネルリソースを、個別チャネルを
割り当てるべき無線端末がなくとも確保する確保部をさらに含む
付記１又は２に記載の無線ネットワーク制御装置。
【０１１０】
　（付記５）
　前記確保部は、無線ネットワーク制御装置の起動時に、前記個別チャネルリソースを確
保する
付記４に記載の無線ネットワーク制御装置。
【０１１１】
　（付記６）
　前記確保部は、或る無線端末について個別チャネルから共通チャネルへの切替が実行さ
れたときに、前記或る無線端末が使用していた個別チャネルリソースを解放することなく
確保する
付記４又は５記載の無線ネットワーク制御装置。
【０１１２】
　（付記７）
　前記或る無線端末と、前記或る無線端末が使用していた個別チャネルリソースとを関連
付けて記憶した記憶部をさらに備え、
　前記割当部は、前記或る無線端末が使用する通信チャネルを共通チャネルから個別チャ
ネルへ再び切り替えることを前記決定部が決定したときに、前記記憶部を参照し、前記或
る無線端末が以前に使用していた個別チャネルリソースを割り当てる
付記６記載の無線ネットワーク制御装置。
【０１１３】
　（付記８）
　前記或る無線端末が使用していた個別チャネルリソースは、この個別チャネルリソース
を前記或る無線端末が使用できる無線エリアと異なる無線エリアへ前記或る無線端末が移
動したときに解放される
付記７に記載の無線ネットワーク制御装置。
【０１１４】
　（付記９）
　前記割当部は、無線端末からの発信時又は無線端末への着信時に、発信端末又は着信端
末としての無線端末に対して個別チャネルを割り当てることを前記決定部が決定したとき
に、この決定以前に確保され保持されている個別チャネルリソースを前記無線端末に割り
当てる
付記１～８のいずれか１つに記載の無線ネットワーク制御装置。
【０１１５】
　（付記１０）
　無線ネットワークに接続される無線端末に対し、通信チャネルとして、その無線端末が
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専用する個別チャネルと、その無線端末と異なる無線端末との間で共用される共通チャネ
ルとの一方を割り当てる無線ネットワーク制御装置によるチャネル割当方法であって、
　無線端末に個別チャネルを割り当てることを決定し、
　個別チャネルの割り当てが決定されたときに、この決定以前に確保され保持されている
個別チャネルリソースを前記無線端末に割り当てる、
ことを含む無線ネットワーク制御装置によるチャネル割当方法。
【０１１６】
　（付記１１）
　無線端末が使用する通信チャネルを共通チャネルから個別チャネルに切り替えることを
決定したときに、この切替の決定以前に確保され保持されている個別チャネルリソースを
前記無線端末に割り当てることを含む
付記１０に記載の無線ネットワーク制御装置によるチャネル割当方法。
【０１１７】
　（付記１２）
　無線端末が使用する通信チャネルを共通チャネルから個別チャネルに切り替えることを
決定する以前に確保され保持されている個別チャネルリソースの識別情報とその使用状態
とを記憶することをさらに含み、
　未使用の個別チャネルリソースを確保され保持されている個別チャネルリソースの識別
情報とその使用状態とから検索し、検索された個別チャネルリソースを前記無線端末に割
り当てることを含む
付記１０又は１１に記載の無線ネットワーク制御装置によるチャネル割当方法。
【０１１８】
　（付記１３）
　無線端末に個別チャネルを割り当てるための個別チャネルリソースを、個別チャネルを
割り当てるべき無線端末がなくとも確保することをさらに含む
付記１０又は１１に記載の無線ネットワーク制御装置によるチャネル割当方法。
【０１１９】
　（付記１４）
　無線ネットワーク制御装置の起動時に、前記個別チャネルリソースを確保することを含
む
付記１３に記載の無線ネットワーク制御装置によるチャネル割当方法。
【０１２０】
　（付記１５）
　或る無線端末について個別チャネルから共通チャネルへの切替が実行されたときに、前
記或る無線端末が使用していた個別チャネルリソースを解放することなく確保することを
含む
付記１３又は１４記載の無線ネットワーク制御装置によるチャネル割当方法。
【０１２１】
　（付記１６）
　前記或る無線端末と、前記或る無線端末が使用していた個別チャネルリソースとを関連
付けて記憶することをさらに含み、
　前記或る無線端末が使用する通信チャネルを共通チャネルから個別チャネルへ再び切り
替えることを決定したときに、確保され保持されている個別チャネルリソースの識別情報
とその使用状態と前記或る無線端末が使用していた個別チャネルリソースとの関連付けと
を参照し、前記或る無線端末が以前に使用していた個別チャネルリソースを割り当てるこ
とを含む
付記１５記載の無線ネットワーク制御装置によるチャネル割当方法。
【０１２２】
　（付記１７）
　前記或る無線端末が使用していた個別チャネルリソースは、この個別チャネルリソース
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を前記或る無線端末が使用できる無線エリアと異なる無線エリアへ前記或る無線端末が移
動したときに解放されることを含む
付記１６に記載の無線ネットワーク制御装置によるチャネル割当方法。
【０１２３】
　（付記１８）
　無線端末からの発信時又は無線端末への着信時に、発信端末又は着信端末としての無線
端末に対して個別チャネルを割り当てることを決定したときに、この決定以前に確保され
保持されている個別チャネルリソースを前記無線端末に割り当てることを含む
付記１０～１７のいずれか１つに記載の無線ネットワーク制御装置によるチャネル割当方
法。
【図面の簡単な説明】
【０１２４】
【図１】Ｗ－ＣＤＭＡシステムの概要を示す図である。
【図２】個別チャネルと共通チャネルの概念図である。
【図３】チャネル切替の動作フローを示す図である。
【図４】無線ネットワーク制御装置または基地局の装置再開時の個別チャネルの設定シー
ケンスを示す図である。
【図５Ａ】無線ネットワーク制御装置内の個別チャネル管理テーブルの例を示す図である
。
【図５Ｂ】無線ネットワーク制御装置内の個別チャネル管理テーブルの例を示す図である
。
【図６Ａ】移動機と個別チャネルとの対応付けを示す図である。
【図６Ｂ】移動機と個別チャネルとの対応付けを示す図である。
【図７】チャネル切替の動作フローを示す図である。
【図８】個別チャネルが保持されている場合のチャネル切替シーケンスを示す図である。
【図９】チャネル切替時の処理シーケンス例を示す図である。
【図１０】保持されていた個別チャネルを解放するシーケンスを示す図である。
【図１１】個別チャネルを解放するシーケンスを示す図である。
【符号の説明】
【０１２５】
　２１　　　個別チャネル
　２２　　　共通チャネル
　２３　　　セル
１００　　　コアネットワーク
１０１　　　交換機
１０２　　　無線ネットワーク制御装置
１０２Ａ　　チャネル切替判断部
１０２Ｂ　　チャネル切替制御部
１０３　　　基地局
１０４　　　基地局
１０５　　　移動機
１０８　　　記憶部
　　Ａ　　　トランスポートチャネル
　　Ｂ　　　物理チャネル
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【図５Ｂ】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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