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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　重なり合うゾーンを構成する複数の基地局を有する移動通信システムにおいて、
　基地局は、前記ゾーン内の移動局に対して、それぞれの基地局間の選択優先順位を定め
る選択優先順位情報を含む報知情報を報知する報知手段を有し、
　移動局は、基地局からの該報知情報に含まれる基地局の選択優先順位情報を基に、優先
順位の高い順に、基地局からの受信レベルを測定し、優先順位が高く、該基地局からの受
信レベルが所定のしきい値より高い基地局に対して、通信チャネルの割り当てを要求する
基地局を選択する制御手段を有することを特徴とする移動通信システム。
【請求項２】
　請求項１記載の移動通信システムにおいて、
　更に、移動局は、基地局から送信される２つ以上の基地局間の選択優先順位を定める選
択優先順位情報を含む報知情報を受信する報知情報受信手段と、
　制御手段にて選択した基地局に対して、通信チャネルの割り当てを要求する送信手段と
を有することを特徴とする移動通信システム。
【請求項３】
　請求項１または２記載の移動通信システムにおいて、
　更に、移動局は、報知情報を記憶する記憶手段と、記憶手段にて記憶されている報知情
報に含まれている、基地局の選択優先順位情報と各基地局に対応した周辺とまり木チャネ
ル情報に基づいて、選択優先順位の高い基地局から順にとまり木チャネルの受信状態を測
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定する測定手段とを有することを特徴とする移動通信システム。
【請求項４】
　請求項３記載の移動通信システムにおいて、
　更に、制御手段は、計測手段にて測定したとまり木チャネルの受信状態が、通信チャネ
ルの割り当ての要求を許可する所定のレベル値を満たしているかどうかを判定する手段を
有することを特徴とする移動通信システム。
【請求項５】
　請求項１乃至４いずれか一項記載の移動通信システムにおいて、
　更に、報知手段は、報知情報に含まれる周辺とまり木チャネルを選択優先順位の高い順
に並べて報知する手段を有することを特徴とする移動通信システム。
【請求項６】
　請求項１乃至５いずれか一項記載の移動通信システムにおいて、
　更に、報知手段は、報知情報に含まれる周辺とまり木チャネルと、該とまり木チャネル
に対応する選択優先順位情報を一組づつ並べて報知する手段を有することを特徴とする移
動通信システム。
【請求項７】
　請求項１乃至６いずれか一項記載の移動通信システムにおいて、
　送信手段は、発信時に制御手段にて選択した基地局に対して、通信チャネルの割り当て
要求を送信する手段を有することを特徴とする移動通信システム。
【請求項８】
　請求項１乃至７いずれか一項記載の移動通信システムにおいて、
　更に、送信手段は、着信時に制御手段にて選択した基地局に対して、通信チャネルの割
り当て要求を送信する手段を有することを特徴とする移動通信システム。
【請求項９】
　請求項１乃至８いずれか一項記載の移動通信システムにおいて、
　更に、送信手段は、通話中のハンドオーバーによるチャネル切り換え時に制御手段にて
選択した基地局に対して、通信チャネルの割り当て要求を送信する手段を有することを特
徴とする移動通信システム。
【請求項１０】
　重なり合うゾーンを構成する複数の基地局を有する移動通信システムの移動局において
、
　基地局から送信される複数の基地局間の選択優先順位を定める選択優先順位情報を含む
報知情報を受信する報知情報受信手段と、
　基地局からの報知情報に含まれる基地局の選択優先順位情報を基に、優先順位の高い順
に、基地局からの受信レベルを測定し、優先順位が高く、該基地局からの受信レベルが所
定のしきい値より高い基地局に対して、通信チャネルの割り当てを要求する基地局を選択
する制御手段を有することを特徴とする移動局。
【請求項１１】
請求項１０記載の移動局において、
　更に、制御手段にて選択した基地局に対して、通信チャネルの割り当てを要求する送信
手段とを有することを特徴とする移動局。
【請求項１２】
　請求項１０または１１記載の移動局において、
　更に、報知情報を記憶する記憶手段と、記憶手段にて記憶されている報知情報に含まれ
ている、基地局の選択優先順位情報と各基地局に対応した周辺とまり木チャネル情報に基
づいて、選択優先順位の高い基地局から順にとまり木チャネルの受信状態を測定する測定
手段とを有することを特徴とする移動局。
【請求項１３】
　請求項１２記載の移動局において、
　更に、制御手段は、計測手段にて測定したとまり木チャネルの受信状態が、通信チャネ
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ルの割り当ての要求を許可する所定のレベル値を満たしているかどうかを判定する手段を
有することを特徴とする移動局。
【請求項１４】
　請求項１０乃至１３いずれか一項記載の移動局において、
　送信手段は、発信時に制御手段にて選択した基地局に対して、通信チャネルの割り当て
要求を送信する手段を有することを特徴とする移動局。
【請求項１５】
　請求項１０乃至１４いずれか一項記載の移動局において、
　更に、送信手段は、着信時に制御手段にて選択した基地局に対して、通信チャネルの割
り当て要求を送信する手段を有することを特徴とする移動局。
【請求項１６】
　請求項１０乃至１５いずれか一項記載の移動局において、
　更に、送信手段は、通話中のハンドオーバーによるチャネル切り換え時に制御手段にて
選択した基地局に対して、通信チャネルの割り当て要求を送信する手段を有することを特
徴とする移動局。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、重なり合うゾーンを構成する複数の基地局と、基地局からの報知情報を受信可
能な移動局とを有する移動通信システムにおいて、基地局からの報知情報に基づいて、移
動局が通信チャネルの割り当てを要求する基地局を選択する制御を行う移動通信システム
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
以下、従来の移動通信システムにおける発呼の動作フローを図１６に基づいて説明する。
基地局を有する移動通信の場合、サービスエリアを一つの基地局でカバーする方法と複数
の基地局でカバーする方法がある。前者は、一つの基地局である程度広いサービスエリア
をカバーするため大ゾーン構成と呼ばれ、逆に後者は、小ゾーン構成と呼ばれる。
【０００３】
ある程度広いサービスエリアをカバーする大ゾーン構成において、局所的にトラフィック
が増大している場所があると、このサービスエリア内の通信チャネルが不足するという問
題がある。そこで、そのトラフィックを吸収するため、前記大ゾーン構成より小さいゾー
ンを構成する基地局がサービスエリア内に配置されている場合がある。
【０００４】
上記の状況において、従来の移動通信システムでは、移動局の使用者が電源を投入すると
（Ｓ７０１）、移動局は、全ての周辺とまり木チャネルの受信レベルを順に測定し（Ｓ７
０２）、受信レベルが所定のレベル値以上の場合（Ｓ７０３、ＹＥＳ）、とまり木チャネ
ルを受信レベルの高い順にソートして移動局内のメモリに記憶し（Ｓ７０４）、全てのと
まり木チャネルの受信レベルを測定したかどうか確認する（Ｓ７０５）。また、受信レベ
ルが所定のレベル値未満の場合も（Ｓ７０３、ＮＯ）、移動局は、全ての周辺とまり木チ
ャネルの受信レベルを測定したかどうか確認する（Ｓ７０５）。
【０００５】
メモリの中にとまり木チャネルと受信レベルが記憶されていない場合（Ｓ７０６、ＮＯ）
、移動局は、ディスプレイに圏外を表示する（Ｓ７０７）。一方、メモリの中にとまり木
チャネルと受信レベルが記憶されている場合（Ｓ７０６、ＹＥＳ）、移動局は、メモリ内
の受信レベルの最も高いとまり木チャネルより受信レベルの測定を行い、その受信レベル
が基地局からの報知情報内の待ち受け許可レベル以上である場合、該基地局で待ち受ける
。（Ｓ７０８）。
【０００６】
待ち受け中の移動局は、発呼の際、現在待ち受けている基地局に対して発呼要求を送出す
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る（Ｓ７０９）。このとき、発呼要求をする基地局以外の周辺基地局のとまり木チャネル
番号と受信レベルとを待ち受けている基地局に対して通知する。
移動局からの信号を受信した基地局は、移動局からの受信レベルが、通信チャネルの割り
当てを許可する所定のレベル値以上にあり（Ｓ７１０、ＹＥＳ）、更に、通信チャネルに
空きがある場合（Ｓ７１１、ＹＥＳ）、通信チャネルを割り当てる（Ｓ７１２）。ところ
が、待ち受けている基地局において、移動局からの受信レベルが、通信チャネルの割り当
てを許可する所定のレベル値以上でない場合や（Ｓ７１０、ＮＯ）、基地局の通信チャネ
ルに空きがない場合は（Ｓ７１１、ＮＯ）、移動局から通知される周辺基地局の受信レベ
ルから、移動局に割り当てても良いと判断する基地局の通信チャネルを割り当てる（Ｓ７
１３）。
【０００７】
移動局は、基地局からのチャネル割り当て信号を受信した後、通信チャネルを該当する基
地局との間で接続して通話を行うことができる（Ｓ７１４）。
つまり、複数の基地局からオーバーラップがある地点の移動局は、測定する基地局に対応
するとまり木チャネルの受信レベルの最も高い基地局において待ち受け、発着呼の際に待
ち受け中の基地局に対して通信チャネルの割り当てを要求することになり、その他の基地
局に対して通信チャネルの割り当てを要求することはない。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、移動通信システムにおいて、移動局は、必ずしもとまり木チャネルの受信
レベルの高い基地局に対して、通信チャネルの割り当てを要求することが良いとは限らな
い。
例えば、図１３に示すように、ある程度広いサービスエリアをカバーする基地局Ａの大ゾ
ーン構成において、局所的にトラフィックが増大している場所があると（例えば、基地局
Ｂがカバーするエリアを示す）サービスエリア内の通信チャネルが不足することがある。
そこで、そのトラフィックを吸収するため、そのサービスエリア内に大ゾーン構成より送
信出力の小さいゾーンの基地局Ｂを配置した場合、基地局Ｂのゾーン内にいる移動局は、
本来の目的からすると、基地局Ｂに対して通話チャネルの要求をするところである。
【０００９】
ところが、従来の移動通信システムにおいて、移動局は、局所的なトラフィックの増大を
カバーするために配置した基地局Ｂに対して、通話チャネルの要求を行わず、基地局Ｂよ
り受信レベルの高い基地局Ａに対して通話チャネルの要求を行うため、基地局Ｂに発着呼
が発生しないという問題がある。
本発明は、重なり合うゾーンを構成する複数の基地局を有する移動通信システムにおいて
、各基地局に優先順位を付け、優先順位の高い基地局に対して移動局が通話チャネルを要
求し、その基地局による通話を可能にすることを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
そこで、上記課題を解決するため、本発明は、請求項１に記載のように、重なり合うゾー
ンを構成する複数の基地局を有する移動通信システムにおいて、基地局は、前記ゾーン内
の移動局に対して、基地局の選択優先順位を含む報知情報を報知する報知手段（後述する
実施例のデータ制御部７、送受信部６に相当）を有し、移動局は、基地局からの該報知情
報に含まれる基地局の選択優先順位に基づいて、通信チャネルの割り当てを要求する基地
局を選択する制御手段（後述する実施例の通信チャネル制御部８に相当）を有する構成と
する。
【００１１】
図１３の例で運用される上記のように構成される移動通信システムにおいて、例えば、あ
る程度広いサービスエリアをカバーする基地局Ａの大ゾーン構成において、局所的にトラ
フィックが増大している場所があると、サービスエリア内の通信チャネルが不足すること
がある。そこで、そのトラフィックを吸収するため、そのサービスエリア内に大ゾーン構
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成より送信出力の小さいゾーンの基地局Ｂを配置した場合、例えば、移動局が待ち受け中
の基地局Ａは、報知情報に含まれる基地局の選択優先順位を、例えば、基地局Ｂ、基地局
Ａの順で移動局に対して送信する。従って、移動局は、基地局Ａからの該報知情報に含ま
れる基地局の選択優先順位に基づいて、選択優先順位の高い基地局Ｂに対して通信チャネ
ルの割り当てを要求する。
【００１２】
そのため、本発明の移動通信システムにおいて、移動局は、局所的なトラフィックの増大
をカバーするために配置した選択優先順位の高い基地局Ｂに対して、通話チャネルの要求
を行い、受信レベルの高い基地局Ａに対して通話チャネルの要求を行わないため、基地局
Ｂへの発着呼が可能となる。
また、本発明の移動通信システムは、請求項２記載のように、請求項１記載の移動通信シ
ステムにおいて、更に、移動局は、基地局から送信される基地局の選択優先順位を含む報
知情報を受信する報知情報受信手段（後述する実施例の報知情報受信部９に相当）と、制
御手段にて選択した基地局に対して、通信チャネルの割り当てを要求する送信手段（後述
する実施例の送信部１０に相当）とを有する構成とする。
【００１３】
図１３で運用される上記のように構成される移動通信システムにおいて、移動局は、必要
とする基地局の選択優先順位を含む報知情報を、例えば、基地局Ａと基地局Ｂから報知情
報受信手段にて受信し、制御手段が決定した、例えば、選択優先順位の高い基地局Ｂに対
する通信チャネルの要求を送信手段にて送信するため、基地局とのインターフェースが可
能となる。
【００１４】
また、本発明の移動通信システムは、請求項３記載のように、請求項１または２記載の移
動通信システムにおいて、更に、移動局は、報知情報を記憶する記憶手段（後述する実施
例の報知情報記憶部１１に相当）と、記憶手段にて記憶されている報知情報に含まれてい
る、基地局の選択優先順位と各基地局に対応した周辺とまり木チャネル情報に基づいて、
選択優先順位の高い基地局から順にとまり木チャネルの受信状態を測定する測定手段（後
述する実施例の受信レベル測定部１２に相当）とを有する構成とする。
【００１５】
図１３で運用される上記のように構成される移動通信システムにおいて、記憶手段は、報
知情報受信手段にて受信した基地局Ａ、及び、基地局Ｂからの選択優先順位を含む報知情
報を所定の領域に記憶する。また、測定手段は、記憶手段に記憶されている基地局Ａと基
地局Ｂの選択優先順位と各基地局に対応した周辺とまり木チャネル情報に基づいて、選択
優先順位の最も高い基地局Ｂのとまり木チャネルから順に受信レベルを測定し、制御手段
に通知する。
【００１６】
従って、本発明の移動通信システムは、必要とする基地局の選択優先順位情報を報知情報
受信手段に整理して記憶し、測定手段が通信チャネルを選択するときに必要な情報として
の受信レベルを制御手段に通知するため、制御手段の判断で効率良く、通信チャネルを送
信する基地局Ｂを選択することが可能となる。
また、本発明の移動通信システムは、請求項４記載のように、請求項３記載の移動通信シ
ステムにおいて、更に、制御手段は、計測手段にて測定したとまり木チャネルの受信状態
が、通信チャネルの割り当ての要求を許可する所定のレベル値を満たしているかどうかを
判定する手段を有する構成とする。
【００１７】
図１３で運用される上記のように構成される移動通信システムにおいて、移動局の制御手
段は、基地局Ａ、または、基地局Ｂのとまり木チャネルの受信レベルが、例えば、図１３
に示すしきい値以上であるかどうかを判定することが可能となる。
また、本発明の移動通信システムは、請求項５記載のように、請求項１乃至４いずれか一
項記載の移動通信システムにおいて、更に、報知手段は、報知情報に含まれる周辺とまり
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木チャネルを選択優先順位の高い順に並べて報知する手段を有する構成とする。
【００１８】
図１３で運用される上記のように構成される移動通信システムにおいて、例えば、基地局
Ａの報知手段は、報知情報の一構成として、報知情報内の基地局Ａと周辺基地局である基
地局Ｂのとまり木チャネルを、選択優先順位の高い順に並べて報知することが可能となる
。
また、本発明の移動通信システムは、請求項６記載のように、請求項１乃至５いずれか一
項記載の移動通信システムにおいて、更に、報知手段は、報知情報に含まれる周辺とまり
木チャネルと、該とまり木チャネルに対応する選択優先順位情報を一組づつ並べて報知す
る手段を有する構成とする。
【００１９】
図１３で運用される上記のように構成される移動通信システムにおいて、例えば、基地局
Ａの報知手段は、報知情報の一構成として、報知情報内の基地局Ａと周辺基地局である基
地局Ｂの、とまり木チャネルと該とまり木チャネルに対応する選択優先順位情報を一組づ
つ並べて報知するが可能となる。
また、本発明の移動通信システムは、請求項７記載のように、請求項１乃至６いずれか一
項記載の移動通信システムにおいて、送信手段は、発信時に制御手段にて選択した基地局
に対して、通信チャネルの割り当て要求を送信する手段を有する構成とする。
【００２０】
図１３で運用される上記のように構成される移動通信システムにおいて、移動局は、通信
チャネルを要求する一方法として、発信時に制御手段が通信チャネルを要求する選択優先
順位の高い基地局Ｂを選択し、送信手段が基地局Ｂに対して通信チャネルを要求すること
ができる。
また、本発明の移動通信システムは、請求項８記載のように、請求項１乃至７いずれか一
項記載の移動通信システムにおいて、更に、送信手段は、着信時に制御手段にて選択した
基地局に対して、通信チャネルの割り当て要求を送信する手段を有する構成とする。
【００２１】
図１３で運用される上記のように構成される移動通信システムにおいて、移動局は、通信
チャネルを要求する一方法として、着信時に制御手段が通信チャネルを要求する選択優先
順位の高い基地局Ｂを選択し、送信手段が基地局Ｂに対して通信チャネルを要求すること
ができる。
また、本発明の移動通信システムは、請求項９記載のように、請求項１乃至８いずれか一
項記載の移動通信システムにおいて、更に、送信手段は、通話中のハンドオーバーによる
チャネル切り換え時に制御手段にて選択した基地局に対して、通信チャネルの割り当て要
求を送信する手段を有する構成とする。
【００２２】
図１３で運用される上記のように構成される移動通信システムにおいて、移動局は、通信
チャネルを要求する一方法として、通話中のハンドオーバーによるチャネル切り換え時に
制御手段が通信チャネルを要求する選択優先順位の高い基地局Ｂを選択し、送信手段が基
地局Ｂに対して通信チャネルを要求することができる。
【００２３】
また、本発明の移動局は、請求項１０記載のように、基地局からの報知情報に含まれる基
地局の選択優先順位に基づいて、通信チャネルの割り当てを要求する基地局を選択する制
御手段を有する構成とする。
図１３において、本発明の移動局は、基地局Ａからの該報知情報に含まれる基地局の選択
優先順位に基づいて、局所的なトラフィックの増大をカバーするために配置した選択優先
順位の最も高い基地局Ｂに対して、通話チャネルの要求を行い、受信レベルの高い基地局
Ａに対して通話チャネルの要求を行わないため、基地局Ｂへの発着呼が可能となる。
【００２４】
また、本発明の移動局は、請求項１１記載のように、請求項１０記載の移動局において、
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更に、基地局から送信される基地局の選択優先順位を含む報知情報を受信する報知情報受
信手段と、制御手段にて選択した基地局に対して、通信チャネルの割り当てを要求する送
信手段とを有する構成とする。
図１３において、報知情報受信手段は、制御手段が必要とする基地局の選択優先順位を含
む報知情報を、例えば、基地局Ａと基地局Ｂから受信し、送信手段は、制御手段が選択し
た、例えば、選択優先順位の高い基地局Ｂに対して通信チャネルの要求を送信する。従っ
て、移動局は、基地局とのインターフェースが可能となる。
【００２５】
また、本発明の移動局は、請求項１２記載のように、請求項１０または１１記載の移動局
において、更に、報知情報を記憶する記憶手段と、記憶手段にて記憶されている報知情報
に含まれている、基地局の選択優先順位と各基地局に対応した周辺とまり木チャネル情報
に基づいて、選択優先順位の高い基地局から順にとまり木チャネルの受信状態を測定する
測定手段とを有する構成とする。
【００２６】
図１３の移動局において、記憶手段は、報知情報受信手段にて受信した基地局Ａ、基地局
Ｂからの選択優先順位を含む報知情報を所定の領域に記憶する。また、測定手段は、記憶
手段に記憶されている基地局Ａと基地局Ｂの選択優先順位と各基地局に対応した周辺とま
り木チャネル情報に基づいて、選択優先順位の最も高い基地局Ｂのとまり木チャネルから
順に受信レベルを測定し、制御手段に通知する。
【００２７】
従って、本発明の移動局は、必要とする基地局の選択優先順位情報を報知情報受信手段に
整理して記憶し、測定手段が通信チャネルを選択するときに必要な情報としての受信レベ
ルを制御手段に通知するため、移動局は、これらの情報から効率良く通信チャネルを送信
する基地局Ｂを選択することが可能となる。
また、本発明の移動局は、請求項１３記載のように、請求項１２記載の移動局において、
更に、制御手段は、計測手段にて測定したとまり木チャネルの受信状態が、通信チャネル
の割り当ての要求を許可する所定のレベル値を満たしているかどうかを判定する手段を有
する構成とする。
【００２８】
図１３の移動局において、制御手段は、基地局Ａ、または、基地局Ｂのとまり木チャネル
の受信レベルが、例えば、図１３に示すしきい値以上であるかどうかを判定することが可
能となる。
また、本発明の移動局は、請求項１４記載のように、請求項１０乃至１３いずれか一項記
載の移動局において、送信手段は、発信時に制御手段にて選択した基地局に対して、通信
チャネルの割り当て要求を送信する手段を有する構成とする。
【００２９】
図１３の移動局は、通信チャネルを要求する一方法として、発信時に制御手段が通信チャ
ネルを要求する選択優先順位の高い基地局Ｂを選択し、送信手段が基地局Ｂに対して通信
チャネルを要求することができる。
また、本発明の移動局は、請求項１５記載のように、請求項１０乃至１４いずれか一項記
載の移動局において、更に、送信手段は、着信時に制御手段にて選択した基地局に対して
、通信チャネルの割り当て要求を送信する手段を有する構成とする。
【００３０】
図１３の移動局は、通信チャネルを要求する一方法として、着信時に制御手段が通信チャ
ネルを要求する選択優先順位の高い基地局Ｂを選択し、送信手段が基地局Ｂに対して通信
チャネルを要求することができる。
また、本発明の移動局は、請求項１６記載のように、請求項１０乃至１５いずれか一項記
載の移動局において、更に、送信手段は、通話中のハンドオーバーによるチャネル切り換
え時に制御手段にて選択した基地局に対して、通信チャネルの割り当て要求を送信する手
段を有する構成とする。
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【００３１】
図１３の移動局は、通信チャネルを要求する一方法として、通話中のハンドオーバーによ
るチャネル切り換え時に制御手段が通信チャネルを要求する選択優先順位の高い基地局Ｂ
を選択し、送信手段が基地局Ｂに対して通信チャネルを要求することができる。
また、本発明の基地局は、請求項１７記載のように、他のゾーンと重なり合うゾーンを構
成する基地局において、前記ゾーン内の移動局に対して、基地局の選択優先順位を含む報
知情報を報知する報知手段を有する構成とする。
【００３２】
図１３のように、ある程度広いサービスエリアをカバーする基地局Ａの大ゾーン構成にお
いて、そのサービスエリア内に大ゾーン構成より送信出力の小さいゾーンの基地局Ｂを配
置した場合、例えば、移動局が待ち受け中の基地局Ａは、報知情報に含まれる基地局の選
択優先順位を、例えば、基地局Ｂ、基地局Ａの順で移動局に対して送信することができる
。
【００３３】
また、本発明の基地局は、請求項１８記載のように、請求項１７記載の基地局において、
更に、報知手段は、報知情報に含まれる周辺とまり木チャネルを選択優先順位の高い順に
並べて報知する手段を有する構成とする。
図１３の基地局Ａにおいて、例えば、報知手段は、報知情報の一構成として、報知情報内
の基地局Ａと周辺基地局である基地局Ｂのとまり木チャネルを、選択優先順位の高い順に
並べて報知することが可能となる。
【００３４】
また、本発明の基地局は、請求項１９記載のように、請求項１６または１７記載の基地局
において、更に、報知手段は、報知情報に含まれる周辺とまり木チャネルと、該とまり木
チャネルに対応する選択優先順位情報を一組づつ並べて報知する手段を有する構成とする
。
図１３の基地局Ａにおいて、例えば、報知手段は、報知情報の一構成として、報知情報内
の基地局Ａと周辺基地局である基地局Ｂの、とまり木チャネルと該とまり木チャネルに対
応する選択優先順位情報を一組づつ並べて報知するが可能となる。
【００３５】
【発明の実施の形態】
以下、重なり合うゾーンを構成する複数の基地局を有する移動通信システムにおいて、各
基地局に優先順位を付け、優先順位の高い基地局に対して移動局が通話チャネルを要求し
、その基地局による通話を可能にする本発明の実施例を図１の移動通信システムの原理構
成図に基づいて説明する。
【００３６】
実施例の移動通信システムは、図２の移動通信システムの構成例で示す状況において動作
している。図２において、基地局１、及び、基地局２は、それぞれ互いに隣接するゾーン
Ａ２１、ゾーンＢ２２を形成し、ゾーン２１Ａ内には、階層的にゾーンＣ２３とゾーンＤ
２４とを形成する基地局１より送信出力の小さい基地局３と、更に、送信出力の小さい基
地局４とが配置されている。尚、ゾーンＡ２１、ゾーンＢ２２、ゾーンＣ２３、ゾーンＤ
２４の構成するエリア内に移動局５が待ち受け中である。
【００３７】
実施例の移動通信システムの基地局、及び、移動局は、それぞれ図１４、図１５のハード
ウェア構成図のように構成され、図１の本発明の実施例との位置づけを示す。
図１４の基地局のハードウェアにおいて、制御センタ１０４がインターフェース部１０３
を介して設定した報知情報を管理している制御部１０２は、発振器１１０のタイミングで
ＴＲＸシェルフ１０６内の送受信機（ＴＲＸ）に送信し、報知情報を受信した送受信機が
、その報知情報をＲＦ分配合成装置１０７、増幅装置１０８、アンテナ１０９を介して、
移動局に送信する。また、基地局のハードウェアは、移動局からの発着呼時の通信チャネ
ル要求をアンテナ１０９、増幅装置１０８、ＲＦ分配合成装置１０７を介して、ＴＲＸシ
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ェルフ１０６内の送受信機で受信し、その送受信機の情報が制御部１０２の制御により制
御センタ１０４に送信され、更に、固定網１０５を介して通信が確立され、基地局として
の機能を実現する。尚、シェルフとは、送受信機を格納する箱である。
【００３８】
図１４における図１の本発明の実施例の位置づけとしては、送受信部１０１が後述する実
施例の送受信部６に対応し、制御部１０２が後述する実施例のデータ制御部７に対応する
。
図１５の移動局のハードウェアは、基地局からの報知情報をアンテナ５０５を介して、ま
たは、アンテナ５０６、送受信共用器５０７を介して、それぞれ受信機５０８、受信器５
０９で受信し、復調器５０３で復調した信号をＴＤＭＡ（時間分割多重アクセス）回路５
０４で信号処理し、制御部５０２は、報知情報内の基地局の選択優先順位と、基地局に対
応したとまり木チャネルの受信レベルに基づいて、通信チャネルの割り当てを要求する基
地局を選択する。また、移動局のハードウェアは、発着呼時の通信チャネルの割り当て要
求を制御部５０２により制御してＴＤＭＡ回路５０４に送信し、ＴＤＭＡ回路５０４で信
号処理してからその信号を変調器５１０で変調し、送受信共用器５０７、アンテナ５０６
を介して基地局に送信し、移動局としての機能を実現する。
【００３９】
図１５における図１の本発明の実施例の位置づけとしては、送受信部５０１が後述する実
施例の報知情報受信部９、送信部１０に対応し、制御部５０２が後述する実施例の通信チ
ャネル制御部８、報知情報記憶部１１、受信レベル測定部１２に対応する。
図１の原理構成において、基地局１は、データ制御部７と送受信部６から構成され、報知
手段として、報知情報を移動局に対して送信し、移動局からの通信チャネル要求に対して
チャネルを割り当てる制御を実行する機能を有する。
【００４０】
データ制御部７は、移動局が通信チャネル要求をする基地局を選択するための情報である
基地局１の選択優先順位、または、基地局１とその周辺基地局の選択優先順位を管理及び
制御し、更に、発信時、着信時、通話中の通信チャネル切り替え時の移動局からの通信チ
ャネル要求に対し、通信チャネルの割り当て制御を実行し、通話を設定する機能を有する
。送受信部６は、データ制御部７にて制御する全ての信号をインターフェースする機能を
有する。尚、基地局２、基地局３、基地局４の構成、及び、機能に関しては、基地局１で
説明した構成、及び、機能と同一のため、説明を省略する。
【００４１】
また、図１の原理構成において、移動局５は、通信チャネル制御部８と報知情報受信部９
と送信部１０と報知情報記憶部１１と受信レベル測定部１２から構成される。
通信チャネル制御部８は、各基地局（基地局１、２、３、４）からの報知情報に含まれる
基地局の選択優先順位と、各基地局（基地局１、２、３、４）に対応したとまり木チャネ
ルの受信レベルに基づいて、通信チャネルの割り当てを要求する基地局を選択する機能を
有する。報知情報受信部９は、基地局からの報知情報を受信する機能を有する。送信部１
０は、通信チャネル制御部８により決定した基地局に対して、通信チャネル要求を送信す
る機能を有する。報知情報記憶部１１は、報知情報受信部９にて受信した報知情報を記憶
する機能を有する。受信レベル測定部１２は、基地局に対して通信チャネルを要求すると
きに報知情報記憶部１１にて記憶されている報知情報を読み出し、基地局の選択優先順位
の高い順にとまり木チャネルの受信レベルを測定し、その結果を通信チャネル制御部８に
送信する機能を有する。
【００４２】
上記、図１、図２のように構成される移動通信システムにおいて、移動局が基地局に対し
て通信チャネルを要求する原理を図３の原理説明図に基づいて簡単に説明する。尚、図３
（ａ）は、報知情報の流れを示し、図３（ｂ）は、原理のフローを示す。
例えば、基地局４のサービスエリア内において、基地局１で待ち受け中の移動局５が発呼
するときの処理について説明する。移動局５は、基地局１とその周辺の各基地局（基地局
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２、３、４）の受信レベルを受信レベル測定部１２で測定し、報知情報を入手する基地局
を、例えば、最も受信レベルの高い基地局１と決定する。尚、受信レベル測定部１２が測
定した受信レベルは、レベル値の高い順から基地局１、基地局３、基地局４、基地局２で
あった。
【００４３】
基地局１は、データ制御部７で管理している報知情報を送受信部６を介して送信すると、
移動局５の報知情報受信部７は、受信した報知情報を報知情報記憶部１１に記憶する。尚
、報知情報のフォーマットは、例えば、図４、図５、図６のフォーマットで基地局から送
信される。図４は、報知情報を送信した基地局の選択優先順位が報知情報の中に含まれて
いる例である。図５は、報知情報を送信した基地局と周辺基地局のとまり木チャネル番号
を選択優先順位の高い順（または、低い順）に並べている報知情報の例である。図６は、
報知情報を送信した基地局と周辺基地局のとまり木チャネル番号と、とまり木チャネルに
対応する基地局の選択優先順位を一組づつ並べている報知情報の例である。
【００４４】
発呼時、受信レベル測定部１２は、先に基地局から受信した報知情報の選択優先順位に基
づいて、選択優先順位の高い順に各基地局に対応するとまり木チャネルの受信レベルを測
定し（Ｓ１）、制御部８に送信する。尚、ここで設定されている報知情報の選択優先順位
は、基地局４、基地局３、基地局１、基地局２の順とする。
【００４５】
基地局４に対応するとまり木チャネルの受信レベルを受信した制御部８は、そのレベル値
が所定のしきい値より高い場合、通信チャネルを要求する基地局を基地局４に決定し、送
信部１０を介して基地局４に対して通信チャネルを要求する（Ｓ２）。
次に、図２のように構成される移動通信システムの基地局４のサービスエリア内において
、基地局１で待ち受け中の移動局５が発呼した場合の移動通信システムの処理を図７の発
呼時の動作フローと図８の発呼時の動作シーケンスに基づいて、詳細に説明する。
【００４６】
移動局５は、ソーンを構成する各基地局（基地局１、２、３、４）の受信レベルを受信レ
ベル測定部１２で測定する（図８、Ｓ２０１、Ｓ２０２、Ｓ２０３、Ｓ２０４）。測定の
結果、各基地局の受信レベルは、「基地局２＜基地局４＜基地局３＜基地局１」となり、
通信チャネル制御部８は、報知情報を入手する基地局を最も受信レベルの高い基地局１と
決定する。
【００４７】
移動局５は、基地局１からの報知情報を受信すると（Ｓ２０５）。報知情報を受信した報
知情報受信部９は、その情報を報知情報記憶部１１に記憶する。尚、報知情報のフォーマ
ットは、例えば、図４、図５、図６のフォーマットで基地局から送信される。図４は、報
知情報を送信した基地局の選択優先順位が報知情報の中に含まれている例である。図４に
示すような報知情報を入手した場合、移動局は、周辺基地局の選択優先順位を知るために
、報知情報を送信した基地局以外の周辺基地局からも報知情報を入手する必要がある。図
５は、報知情報を送信した基地局と周辺基地局のとまり木チャネル番号を選択優先順位の
高い順（または、低い順）に並べている報知情報の例である。図６は、報知情報を送信し
た基地局と周辺基地局のとまり木チャネル番号と、とまり木チャネルに対応する基地局の
選択優先順位を一組づつ並べている報知情報の例である。本実施例では、図５の報知情報
を入手したとする。
【００４８】
ここで、通信チャネル制御部８は、報知情報記憶部１１から報知情報を読み出し、各基地
局（基地局１、２、３、４）の選択優先順位と通信チャネル要求を許可する受信レベルの
所定のしきい値を認識する。選択優先順位は、「基地局２＜基地局１＜基地局３＜基地局
４」と設定されているものとする。また、受信レベル測定部１２は、報知情報記憶部１１
から報知情報を読み出し、図５に示すような報知情報に含まれているとまり木チャネル番
号に対応した各基地局の選択優先順位を抽出し、最も選択優先順位の高い基地局４に対応
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したとまり木チャネルの受信レベルを測定する（Ｓ２０６）。
【００４９】
受信レベル測定部１２は、測定結果のレベル値を通信チャネル制御部８に送信し、通信チ
ャネル制御部８では、そのレベルが通信チャネル要求を許可する所定のしきい値以上であ
るかどうかを確認する。確認の結果、通信チャネル制御部８がしきい値以上と判断した場
合、移動局５は、基地局４から報知情報を入手する（Ｓ２０７）。尚、確認の結果、通信
チャネル制御部８がしきい値未満と判断した場合、受信レベル測定部１２は、基地局４の
次に選択優先順位の高い基地局３に対応したとまり木チャネルの受信レベルを測定する（
Ｓ２０６）。受信レベル測定部１２は、選択優先順位に基づいた各基地局のとまり木チャ
ネルの受信レベル測定処理を、所定のしきい値の基地局が存在するまで、または、全ての
とまり木チャネルを測定するまで、順に選択優先順位を低くしてステップ２０６を繰り返
す。
【００５０】
ステップ２０７の処理実行後、移動局５の使用者が第三者に対して発信操作を実行すると
（Ｓ２０８）（図７、Ｓ１０１）、通信チャネル制御部８は、基地局４からの報知情報に
各基地局（基地局１、２、３、４）の選択優先順位があるかどうかを確認する（Ｓ１０２
）。
各基地局（基地局１、２、３、４）の選択優先順位があった場合（Ｓ１０２、Ｙ）、受信
レベル測定部１２は、報知情報記憶部１１から報知情報を読み出し、図５に示すような報
知情報に含まれているとまり木チャネル番号に対応した各基地局（基地局１、２、３、４
）の選択優先順位を抽出し、最も選択優先順位の高い基地局４に対応したとまり木チャネ
ルの受信レベルを測定する。現在、報知情報記憶部１１に記憶されている選択優先順位は
、「基地局２＜基地局１＜基地局３＜基地局４」である。
【００５１】
受信レベル測定部１２は、測定した基地局４に対応したとまり木チャネルのレベル値を通
信チャネル制御部８に送信し、通信チャネル制御部８では、そのレベルが通信チャネル要
求を許可する所定のしきい値以上であるかどうかを確認する（Ｓ１０３）。確認の結果、
通信チャネル制御部８がしきい値以上と判断した場合（Ｓ１０３、Ｙ）、通信チャネル制
御部８は、制御情報記憶部１１に記憶されている基地局４からの報知情報から規制情報を
抽出し、ゾーンＤ２４で発呼可能かどうかを確認する（Ｓ１０８）。
【００５２】
尚、ステップ１０３の確認結果において、通信チャネル制御部８がしきい値未満と判断し
た場合（Ｓ１０３、Ｎ）、受信レベル測定部１２は、基地局４の次に選択優先順位の高い
基地局に対応したとまり木チャネルがあるかどうかを確認する（Ｓ１０４）。基地局４の
次に選択優先順位の高い基地局に対応したとまり木チャネルがない場合（Ｓ１０４、Ｎ）
、移動局５は、発信不可となり（Ｓ１０５）、待ち受け状態となる（Ｓ１０６）。基地局
４の次に選択優先順位の高い基地局に対応したとまり木チャネルがある場合は（Ｓ１０４
、Ｙ）、受信レベル測定部１２は、選択優先順位に基づいた各基地局のとまり木チャネル
の受信レベル測定処理を、所定のしきい値の基地局が存在するまで（Ｓ１０７、Ｙ）、ま
たは、全てのとまり木チャネルを測定するまで（Ｓ１０４、Ｎ）、順に選択優先順位を低
くしてステップ１０４とステップ１０７を繰り返し（Ｓ１０７、Ｎ）、確認の結果、通信
チャネル制御部８がしきい値以上と判断した場合（Ｓ１０７、Ｙ）、通信チャネル制御部
８は、制御情報記憶部１１に記憶されている基地局からの報知情報から規制情報を抽出し
、その基地局が構成するゾーンで発呼可能かどうかを確認する（Ｓ１０８）。また、ステ
ップ１０２において、周辺基地局の選択優先順位がなかった場合（Ｓ１０２、Ｎ）は、通
信チャネル制御部８は、制御情報記憶部１１に記憶されている基地局からの報知情報から
規制情報を抽出し、その基地局が構成するゾーンで発呼可能かどうかを確認する（Ｓ１０
８）。
【００５３】
基地局４が構成するゾーンＤ２４で発呼可能かどうか確認した結果、発呼不可能な場合（
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Ｓ１０８、Ｎ）、移動局５は、待ち受け状態となる（Ｓ１０９）。発呼可能な場合は（Ｓ
１０８、Ｙ）、通信チャネル制御部８は、制御情報記憶部１１に記憶されている基地局４
からの報知情報から規制情報を抽出し、基地局４の構成するゾーンＤ２４が、優先的に通
信チャネルを割り当てられる優先移動局に関する規制があるかどうかを確認する（Ｓ１１
０）。
【００５４】
優先移動局に関する規制がある場合（Ｓ１１０、Ｙ）、移動局５が優先移動局であれば（
Ｓ１１１、Ｙ）、通信チャネル制御部８は、移動局５が発信可能かどうか確認する（Ｓ１
１２）。発信可能な場合（Ｓ１１２、Ｙ）、通信チャネル制御部８は、通信チャネルを要
求する基地局を基地局４に決定し、送信部１０を介して通信チャネル要求を送信する（Ｓ
２０９）。発信不可能な場合（Ｓ１１２、Ｎ）、移動局５は、待ち受けとなる（Ｓ１１３
）。
【００５５】
一方、優先移動局に関する規制がある場合（Ｓ１１０、Ｙ）、移動局５が優先移動局でな
ければ（Ｓ１１１、Ｎ）、通信チャネル制御部８は、移動局５に規制があるかどうか確認
する（Ｓ１１４）。規制がない場合（Ｓ１１４、Ｎ）、通信チャネル制御部８は、通信チ
ャネルを要求する基地局を基地局４に決定し、送信部１０を介して通信チャネル要求を送
信する（Ｓ２０９）。規制がある場合（Ｓ１１４、Ｙ）、移動局５は、待ち受けとなる（
Ｓ１１５）。
【００５６】
また、ステップ１１０の確認において、優先移動局に関する規制がない場合（Ｓ１１０、
Ｎ）、通信チャネル制御部８は、通信チャネルを要求する基地局を基地局４に決定し、送
信部１０を介して通信チャネル要求を送信する（Ｓ２０９）。
通信チャネル要求を受信した基地局４は、通信チャネルの空きがある場合、移動局５に対
して空いている通信チャネルを割り当て、チャネル割り当て信号を送信する（Ｓ２１０）
。尚、通信チャネルの空きがない場合は、基地局４は、移動局５に対して通信チャネルが
ないことを通知し、移動局５は待ち受けとなる。
【００５７】
チャネル割り当て信号を受信した移動局５は、第三者に対して発信し（Ｓ１１６）、割り
当てられた通信チャネルを基地局４との間で確立し、通話を開始する（Ｓ２１１）。
また、図２のように構成される移動通信システムの基地局３のサービスエリア内において
、基地局１で待ち受け中の移動局５が着信した場合の移動通信システムの処理を図９の着
呼時の動作フローと図１０の着呼時の動作シーケンスに基づいて、詳細に説明する。
【００５８】
移動局５は、ゾーンを構成する各基地局（基地局１、２、３、４）の受信レベルを受信レ
ベル測定部１２で測定する（図１０、Ｓ４０１、Ｓ４０２、Ｓ４０３、Ｓ４０４）。測定
の結果、各基地局（基地局１、２、３、４）の受信レベルは、「基地局２＜基地局４＜基
地局３＜基地局１」となり、通信チャネル制御部８は、報知情報を入手する基地局を最も
受信レベルの高い基地局１と決定する。
【００５９】
移動局５は、基地局１からの報知情報を受信すると（Ｓ４０５）。報知情報を受信した報
知情報受信部９は、その情報を報知情報記憶部１１に記憶する。尚、報知情報のフォーマ
ットは、例えば、図４、図５、図６のフォーマットで基地局から送信される。図４は、報
知情報を送信した基地局の選択優先順位が報知情報の中に含まれている例である。図４に
示すような報知情報を入手した場合、移動局は、周辺基地局の選択優先順位を知るために
、報知情報を送信した基地局以外の周辺基地局からも報知情報を入手する必要がある。図
５は、報知情報を送信した基地局と周辺基地局のとまり木チャネル番号を選択優先順位の
高い順（または、低い順）に並べている報知情報の例である。図６は、報知情報を送信し
た基地局と周辺基地局のとまり木チャネル番号と、とまり木チャネルに対応する基地局の
選択優先順位を一組づつ並べている報知情報の例である。本実施例では、図５の報知情報
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を入手したとする。
【００６０】
ここで、通信チャネル制御部８は、報知情報記憶部１１から報知情報を読み出し、各基地
局（基地局１、２、３、４）の選択優先順位と通信チャネル要求を許可する受信レベルの
所定のしきい値を認識する。選択優先順位は、「基地局２＜基地局４＜基地局１＜基地局
３」と設定されているものとする。また、受信レベル測定部１２は、報知情報記憶部１１
から報知情報を読み出し、図５に示すような報知情報に含まれているとまり木チャネル番
号に対応した各基地局（基地局１、２、３、４）の選択優先順位を抽出し、最も選択優先
順位の高い基地局３に対応したとまり木チャネルの受信レベルを測定する（Ｓ４０６）。
【００６１】
受信レベル測定部１２は、測定結果のレベル値を通信チャネル制御部８に送信し、通信チ
ャネル制御部８では、そのレベルが通信チャネル要求を許可する所定のしきい値以上であ
るかどうかを確認する。確認の結果、通信チャネル制御部８がしきい値以上と判断した場
合、移動局５は、基地局３から報知情報を入手し（Ｓ４０７）、通信チャネル制御部８は
、基地局３からの報知情報内の各基地局（基地局１、２、３、４）の選択優先順位を入手
する。尚、確認の結果、通信チャネル制御部８がしきい値未満と判断した場合、受信レベ
ル測定部１２は、基地局３の次に選択優先順位の高い基地局４に対応したとまり木チャネ
ルの受信レベルを測定する（Ｓ４０６）。受信レベル測定部１２は、選択優先順位に基づ
いた各基地局のとまり木チャネルの受信レベル測定処理を、所定のしきい値の基地局が存
在するまで、または、全てのとまり木チャネルを測定するまで、順に選択優先順位を低く
してステップ４０６を繰り返す。
【００６２】
ステップ４０７の処理実行後、移動局５の使用者に対して第三者から着信すると（Ｓ４０
８、Ｓ４０９、Ｓ４１０、Ｓ４１１）（図９、Ｓ３０１）、報知情報内に各基地局（基地
局１、２、３、４）の選択優先順位がある場合（Ｓ３０２、Ｙ）、受信レベル測定部１２
は、報知情報記憶部１１から報知情報を読み出し、図５に示すような報知情報に含まれて
いるとまり木チャネル番号に対応した各基地局（基地局１、２、３、４）の選択優先順位
を抽出し、最も選択優先順位の高い基地局３に対応したとまり木チャネルの受信レベルを
測定する。現在、報知情報記憶部１１に記憶されている選択優先順位は、「基地局２＜基
地局４＜基地局１＜基地局３」である。
【００６３】
受信レベル測定部１２は、測定した基地局３に対応したとまり木チャネルのレベル値を通
信チャネル制御部８に送信し、通信チャネル制御部８では、そのレベルが通信チャネル要
求を許可する所定のしきい値以上であるかどうかを確認する（Ｓ３０３）。確認の結果、
通信チャネル制御部８がしきい値以上と判断した場合（Ｓ３０３、Ｙ）、通信チャネル制
御部８は、制御情報記憶部１１に記憶されている基地局３からの報知情報から規制情報を
抽出し、ゾーンＣ２３で着呼可能かどうかを確認する（Ｓ３０８）。
【００６４】
尚、ステップ３０３の確認結果において、通信チャネル制御部８がしきい値未満と判断し
た場合（Ｓ３０３、Ｎ）、受信レベル測定部１２は、基地局３の次に選択優先順位の高い
基地局に対応したとまり木チャネルがあるかどうかを確認する（Ｓ３０４）。基地局３の
次に選択優先順位の高い基地局に対応したとまり木チャネルがない場合（Ｓ３０４、Ｎ）
、移動局５は、着信不可となり（Ｓ３０５）、待ち受け状態になる（Ｓ３０６）。基地局
３の次に選択優先順位の高い基地局に対応したとまり木チャネルがある場合（Ｓ３０４、
Ｙ）、受信レベル測定部１２は、選択優先順位に基づいた各基地局のとまり木チャネルの
受信レベル測定処理を、所定のしきい値の基地局が存在するまで（Ｓ３０７、Ｙ）、また
は、全てのとまり木チャネルを測定するまで（Ｓ３０４、Ｎ）、順に選択優先順位を低く
してステップ３０４とステップ３０７を繰り返し（Ｓ３０７、Ｎ）、確認の結果、通信チ
ャネル制御部８がしきい値以上と判断した場合（Ｓ３０７、Ｙ）、通信チャネル制御部８
は、制御情報記憶部１１に記憶されている基地局からの報知情報から規制情報を抽出し、
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その基地局が構成するゾーンで着呼可能かどうかを確認する（Ｓ３０８）。また、ステッ
プ３０２において、周辺基地局の選択優先順位がない場合（Ｓ３０２、Ｎ）は、通信チャ
ネル制御部８は、制御情報記憶部１１に記憶されている基地局からの報知情報から規制情
報を抽出し、その基地局が構成するゾーンで着呼可能かどうかを確認する（Ｓ３０８）。
【００６５】
基地局３が構成するゾーンＣ２４で着呼可能かどうか確認した結果、着呼不可能な場合（
Ｓ３０８、Ｎ）、受信レベル測定部１２は、基地局３の次に選択優先順位の高い基地局に
対応したとまり木チャネルがあるかどうかを確認する（Ｓ３０４）。基地局３の次に選択
優先順位の高い基地局に対応したとまり木チャネルがない場合（Ｓ３０４、Ｎ）、移動局
５は、着信不可となり（Ｓ３０５）、待ち受け状態になる（Ｓ３０６）。基地局３の次に
選択優先順位の高い基地局に対応したとまり木チャネルがある場合は（Ｓ３０４、Ｙ）、
受信レベル測定部１２は、選択優先順位に基づいた各基地局のとまり木チャネルの受信レ
ベル測定処理を、所定のしきい値の基地局が存在するまで（Ｓ３０７、Ｙ）、または、全
てのとまり木チャネルを測定するまで（Ｓ３０４、Ｎ）、順に選択優先順位を低くしてス
テップ３０４とステップ３０７を繰り返し（Ｓ３０７、Ｎ）、確認の結果、通信チャネル
制御部８がしきい値以上と判断した場合（Ｓ３０７、Ｙ）、通信チャネル制御部８は、制
御情報記憶部１１に記憶されている基地局からの報知情報から規制情報を抽出し、その基
地局が構成するゾーンで着呼可能かどうかを確認する（Ｓ３０８）。
【００６６】
一方、基地局３が構成するゾーンＣ２４で着呼可能かどうか確認した結果、着呼可能な場
合（Ｓ３０８、Ｙ）、通信チャネル制御部８は、制御情報記憶部１１に記憶されている基
地局３からの報知情報から規制情報を抽出し、基地局３の構成するゾーンＣ２３が、優先
的に通信チャネルを割り当てられる優先移動局に関する規制があるかどうかを確認する（
Ｓ３０９）。
【００６７】
優先移動局に関する規制がある場合（Ｓ３０９、Ｙ）、移動局５が優先移動局であれば（
Ｓ３１０、Ｙ）、通信チャネル制御部８は、移動局５が着信可能かどうか確認する（Ｓ３
１１）。着信可能な場合（Ｓ３１１、Ｙ）、通信チャネル制御部８は、通信チャネルを要
求する基地局を基地局３に決定し、送信部１０を介して通信チャネル要求を送信する（Ｓ
４１２）。着信不可能な場合（Ｓ３１１、Ｎ）、移動局５は、待ち受けとなる（Ｓ３１２
）。
【００６８】
一方、優先移動局に関する規制がある場合（Ｓ３０９、Ｙ）、移動局５が優先移動局でな
ければ（Ｓ３１０、Ｎ）、通信チャネル制御部８は、移動局５に規制があるかどうか確認
する（Ｓ３１３）。規制がない場合（Ｓ３１３、Ｎ）、通信チャネル制御部８は、通信チ
ャネルを要求する基地局を基地局３に決定し、送信部１０を介して通信チャネル要求を送
信する（Ｓ４１２）。規制がある場合（Ｓ３１３、Ｙ）、移動局５は、待ち受けとなる（
Ｓ３１４）。
【００６９】
また、ステップ１１０の確認において、優先移動局に関する規制がない場合（Ｓ３０９、
Ｎ）、通信チャネル制御部８は、通信チャネルを要求する基地局を基地局３に決定し、送
信部１０を介して通信チャネル要求を送信する（Ｓ４１２）。
通信チャネル要求を受信した基地局３は、通信チャネルの空きがある場合、移動局５に対
して空いている通信チャネルを割り当て、チャネル割り当て信号を送信する（Ｓ４１３）
。尚、通信チャネルの空きがない場合、移動局５は、待ち受けとなる。
【００７０】
チャネル割り当て信号を受信した基地局５は、基地局３に対して着信応答を送出し（Ｓ３
０９）、割り当てられた通信チャネルを基地局３との間で確立し、通話を開始する（Ｓ４
１４）。
また、図２のように構成される移動通信システムの基地局１のサービスエリア内において
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、基地局１で通話中の移動局５がハンドオーバーによる通信チャネル切り換えを実行した
場合の通信システムの処理を図１１の再発呼型チャネル切り換え時の動作フローと図１２
の再発呼型チャネル切り換え時の動作シーケンスに基づいて、詳細に説明する。尚、通話
中の通信チャネル切り換えは、ハンドオーバー以外に受信状態の品質劣化のときも同様の
処理を実行する。
【００７１】
移動局５が、基地局１と通信チャネルを確立し、第三者と通話中に（図１２、Ｓ６０１）
、基地局１の受信レベルが所定のしきい値以下となり、受信状態のレベル劣化によるハン
ドオーバーで通信チャネルの切り換えを行う必要性が生じた場合（Ｓ６０２）（図１１、
Ｓ５０１）、通信チャネル制御部８は、基地局１からの報知情報に各基地局（基地局１、
２、３、４）の選択優先順位があるかどうかを確認する（Ｓ５０２）。現在、報知情報記
憶部１１に記憶されている選択優先順位は、基地局１と通信チャネルを確立するときに得
た報知情報として「基地局２＜基地局３＜基地局４＜基地局１」が記憶されている。
【００７２】
各基地局（基地局１、２、３、４）の選択優先順位があった場合（Ｓ５０２、Ｙ）、受信
レベル測定部１２は、報知情報記憶部１１から報知情報を読み出し、図５に示すような報
知情報に含まれているとまり木チャネル番号に対応した各基地局（基地局１、２、３、４
）の選択優先順位を抽出し、基地局１の次に選択優先順位の高い基地局４に対応したとま
り木チャネルの受信レベルを測定する（Ｓ６０３）。
【００７３】
受信レベル測定部１２は、測定した基地局４に対応したとまり木チャネルのレベル値を通
信チャネル制御部８に送信し、通信チャネル制御部８では、そのレベルが通信チャネル要
求を許可する所定のしきい値以上であるかどうかを確認する（Ｓ５０３）。確認の結果、
通信チャネル制御部８がしきい値以上と判断した場合（Ｓ５０３、Ｙ）、通信チャネル制
御部８は、制御情報記憶部１１に記憶されている基地局４からの報知情報から規制情報を
抽出し、ゾーンＤ２４で再発呼可能かどうかを確認する（Ｓ５０８）。
【００７４】
尚、ステップ５０３の確認結果において、通信チャネル制御部８がしきい値未満と判断し
た場合（Ｓ５０３、Ｎ）、受信レベル測定部１２は、基地局４の次に選択優先順位の高い
基地局に対応したとまり木チャネルがあるかどうかを確認する（Ｓ５０４）。基地局４の
次に選択優先順位の高い基地局に対応したとまり木チャネルがない場合（Ｓ５０４、Ｎ）
、移動局５は、通信チャネル切り換え不可となり（Ｓ５０５）、通話を切断されるか、も
しくは、元の基地局に戻る（Ｓ５０６）。基地局４の次に選択優先順位の高い基地局に対
応したとまり木チャネルがある場合は（Ｓ５０４、Ｙ）、受信レベル測定部１２は、選択
優先順位に基づいた各基地局のとまり木チャネルの受信レベル測定処理を、所定のしきい
値の基地局が存在するまで（Ｓ５０７、Ｙ）、または、全てのとまり木チャネルを測定す
るまで（Ｓ５０４、Ｎ）、順に選択優先順位を低くしてステップ５０４とステップ５０７
を繰り返し、確認の結果、通信チャネル制御部８がしきい値以上と判断した場合（Ｓ５０
７、Ｙ）、通信チャネル制御部８は、制御情報記憶部１１に記憶されている基地局からの
報知情報から規制情報を抽出し、その基地局が構成するゾーンで再発呼可能かどうかを確
認する（Ｓ５０８）。また、ステップ５０２において、周辺基地局の選択優先順位がなか
った場合（Ｓ５０２、Ｎ）は、通信チャネル制御部８は、制御情報記憶部１１に記憶され
ている基地局からの報知情報から規制情報を抽出し、その基地局が構成するゾーンで再発
呼可能かどうかを確認する（Ｓ５０８）。
【００７５】
基地局４が構成するゾーンＤ２４で再発呼可能かどうか確認した結果、再発呼不可能な場
合（Ｓ５０８、Ｎ）、移動局５は、通信チャネル切り換え不可となり、通話を切断される
（Ｓ５０９）。再発呼可能な場合は（Ｓ５０８、Ｙ）、通信チャネル制御部８は、制御情
報記憶部１１に記憶されている基地局４からの報知情報から規制情報を抽出し、基地局４
の構成するゾーンＤ２４が、優先的に通信チャネルを割り当てられる優先移動局に関する



(16) JP 4154008 B2 2008.9.24

10

20

30

40

50

規制があるかどうかを確認する（Ｓ５１０）。
【００７６】
優先移動局に関する規制がある場合（Ｓ５１０、Ｙ）、移動局５が優先移動局であれば（
Ｓ５１１、Ｙ）、通信チャネル制御部８は、移動局５が再発信可能かどうか確認する（Ｓ
５１２）。再発信可能な場合（Ｓ５１２、Ｙ）、通信チャネル制御部８は、通信チャネル
を要求する基地局を基地局４に決定し、送信部１０を介して通信チャネル要求を送信する
（Ｓ６０４）。再発信不可能な場合（Ｓ５１２、Ｎ）、移動局５は、通信チャネル切り換
え不可となり、通話を切断される（Ｓ５１３）。
【００７７】
一方、優先移動局に関する規制がある場合（Ｓ５１０、Ｙ）、移動局５が優先移動局でな
ければ（Ｓ５１１、Ｎ）、通信チャネル制御部８は、移動局５に規制があるかどうか確認
する（Ｓ５１４）。規制がない場合（Ｓ５１４、Ｎ）、通信チャネル制御部８は、通信チ
ャネルを要求する基地局を基地局４に決定し、送信部１０を介して通信チャネル要求を送
信する（Ｓ６０４）。規制がある場合（Ｓ５１４、Ｙ）、移動局５は、通信チャネル切り
換え不可となり、通話を切断される（Ｓ５１５）。
【００７８】
また、ステップ５１０の確認において、優先移動局に関する規制がない場合（Ｓ５１０、
Ｎ）、通信チャネル制御部８は、通信チャネルを要求する基地局を基地局４に決定し、送
信部１０を介して通信チャネル要求を送信する（Ｓ６０４）（Ｓ５１６）。
通信チャネル要求を受信した基地局４は、通信チャネルの空きがある場合、移動局５に対
して空いている通信チャネルを割り当て、チャネル割り当て信号を送信する（Ｓ６０５）
。尚、通信チャネルの空きがない場合は、移動局５は、通話を切断する。
【００７９】
チャネル割り当て信号を受信した基地局５は、割り当てられた通信チャネルを基地局４と
の間で確立し、通話を継続する（Ｓ６０６）。
本発明の移動通信システムは、例えば、図２に示すような基地局１、及び、基地局２が、
それぞれ互いに隣接するゾーンＡ２１、ゾーンＢ２２を形成し、ゾーン２１Ａ内にゾーン
Ｃ２３とゾーンＤ２４とを形成する基地局１よりも送信出力の小さい基地局３と基地局４
とが配置されているような階層的なゾーン構成であっても、報知情報に通信チャネルを要
求する基地局を決定できる選択優先順位が付加されているため、基地局１より受信レベル
の低い基地局３と基地局４の選択優先順位を高く設定していれば、基地局３と基地局４に
対して通話チャネルの要求を行い、発着呼が可能となる。
【００８０】
【発明の効果】
上述の如く、本発明の移動通信システムによれば、基地局Ａの構成するゾーン内にゾーン
を形成する基地局Ａよりも送信出力の小さい基地局Ｂが配置されているような階層的なゾ
ーン構成であっても、報知情報に通信チャネルを要求する基地局を決定できる選択優先順
位が付加されているため、基地局Ａより受信レベルの低い基地局Ｂの選択優先順位を高く
設定していれば、移動局は、その報知情報の選択優先順位に基づいて、基地局Ｂに対して
通話チャネルの要求を行い、発着呼が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例の原理構成図である。
【図２】移動通信システムの構成例を示す図である。
【図３】原理説明図である。
【図４】報知情報の例である。
【図５】報知情報の例である。
【図６】報知情報の例である。
【図７】発呼時の動作フローである。
【図８】発呼時の動作シーケンスである。
【図９】着呼時の動作フローである。



(17) JP 4154008 B2 2008.9.24

10

20

30

40

【図１０】着呼時の動作シーケンス図である。
【図１１】　再発呼型チャネル切り換え時の動作フローである。
【図１２】再発呼型チャネル切り換え制御シーケンス図である。
【図１３】重なり合う基地局の例である。
【図１４】基地局のハードウェア構成である。
【図１５】移動局のハードウェア構成である。
【図１６】従来の発信時の動作フローである。
【符号の説明】
１　基地局
２　基地局
３　基地局
４　基地局
５　移動局
６　送受信部
７　データ制御部
８　通信チャネル制御部
９　報知情報受信部
１０　送信部
１１　報知情報記憶部
１２　受信レベル測定部
２１　ゾーンＡ
２２　ゾーンＢ
２３　ゾーンＣ
２４　ゾーンＤ
１０１　送受信部
１０２　制御部
１０３　インターフェース部
１０４　制御センタ
１０５　固定網
１０６　ＴＲＸシェルフ
１０７　ＲＦ分配合成装置
１０８　増幅装置
１０９　アンテナ
１１０　発振器
５０１　送受信部
５０２　制御部
５０３　復調器
５０４　ＴＤＭＡ回路
５０５　アンテナ
５０６　アンテナ
５０７　送受信共用器
５０８　受信機
５０９　受信機
５１０　変調器
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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