
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
高速で移動しているか否かを判別した結果に対応して、自局を切り替える基準となるセル
再選択基準を変更し、無線信号の品質を測定した結果をセル再選択基準に照らし合わせて
自局となるセルを切替可能な移動体通信端末の高速移動検出方法であって、
移動体通信端末は、
自局とするセルを再選択した際に、自局として選択したセルが所定のリストに登録されて
いるか否かを判別し、
登録されていないと判別した場合に、自局として選択したセルを前記リストに登録し、
所定の測定満了時間が経過すると、前記リストに登録されているセルの数が所定の閾値を
越えたか否かを判別し、
閾値を越えたと判別した場合に、高速で移動しているとして、セル再選択基準を、カバー
範囲が比較的狭いセルを優先して再選択するための基準から、カバー範囲が比較的広いセ
ルを優先して再選択するための基準に変更する、
ことを特徴とする移動体通信端末の高速移動検出方法。
【請求項２】
所定の記憶部に、自局として選択したセル固有の識別情報を示すデータを記憶させること
により、前記リストに自局として選択したセルを登録する、
ことを特徴とする請求項１に記載の高速移動検出方法。
【請求項３】
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前記リストに登録されているセル数が所定の閾値を越えたと判別された場合に優先して再
選択されるセルのカバー範囲と、前記リストに登録されているセル数が所定の閾値以下で
あると判別された場合に優先して再選択されるセルのカバー範囲は、互いに重なり合う領
域を有する、
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の高速移動検出方法。
【請求項４】
前記リストに登録されているセル数が所定の閾値を越えたと判別された場合に優先して再
選択されるセルはマクロセルであり、
前記リストに登録されているセル数が所定の閾値以下であると判別された場合に優先して
再選択されるセルはマイクロセル或いはピコセルである、
ことを特徴とする請求項１、２又は３に記載の高速移動検出方法。
【請求項５】
基地局との間で無線信号を送受信して通信を行う通信手段と、
自局として選択されたセルを識別するための情報を記憶することにより、自局として選択
されたセルを登録するセル情報記憶手段と、
前記通信手段が自局として通信を行うセルを再選択した際に、前記セル情報記憶手段に記
憶されている情報を検索して、自局として選択したセルが登録されているか否かを判別し
、登録されていないと判別すると、自局として選択したセルを識別するための情報を前記
セル情報記憶手段に記憶させてセルを登録し、所定の測定満了時間が経過すると、前記セ
ル情報記憶手段にて登録されているセルの数が所定の閾値を越えたか否かを判別し、越え
たと判別すると、高速で移動しているとして、無線信号の品質を測定した結果に基づいて
自局を切り替える際の基準となるセル再選択基準を、カバー範囲が比較的狭いセルを優先
して再選択するための基準から、カバー範囲が比較的広いセルを優先して再選択するため
の基準に変更する処理制御手段とを備える、
ことを特徴とする移動体通信端末。
【請求項６】
移動体通信端末として機能するコンピュータに、
自局とするセルを再選択した際に、自局として選択したセルが所定のリストに登録されて
いるか否かを判別する登録判別処理と、
前記登録判別処理にて登録されていないと判別された場合に、自局として選択したセルを
前記リストに登録するセル登録処理と、
所定の測定満了時間が経過すると、前記リストに登録されているセルの数が所定の閾値を
越えたか否かを判別するセル数判別処理と、
前記セル数判別処理にて閾値を越えたと判別された場合に、高速で移動しているとして、
無線信号の品質を測定した結果に基づいて自局を切り替える際の基準となるセル再選択基
準を、カバー範囲が比較的狭いセルを優先して再選択するための基準から、カバー範囲が
比較的広いセルを優先して再選択するための基準に変更する高速移動状態遷移処理と、
を実行させるためのプログラム。
【請求項７】
前記セル登録処理は、所定の記憶部に、自局として選択したセル固有の識別情報を示すデ
ータを記憶させることにより、前記リストに自局として選択したセルを登録する、
ことを特徴とする請求項６に記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、移動体通信端末の高速移動検出方法、移動体通信端末及びプログラムに関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
例えば携帯電話機といった移動体通信端末は、複数の基地局それぞれが形成するセルのう
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ちから自局となるものを選択し、無線信号を送受信することで通信する。
ここで、Ｗ－ＣＤＭＡ（ Wideband-Code Division Multiple Access）方式に対応した移動
体通信端末は、例えば待受け中において、自局及び周辺セルにおける無線信号の品質を定
期的に測定する。この際、無線信号の品質を測定する対象となる周辺セルの指定などとい
った、品質測定に関する設定は、自局から報知されたシステム情報に基づいて規定する。
【０００３】
こうした移動体通信端末は、品質測定の結果を予め定めたセル再選択基準に照らし合わせ
、セルの再選択を自律的に行って在圏ゾーンを移行し（ゾーン移行）、自局を切り替える
ことができる。ここで、セル再選択基準を規定するためのパラメータ群は、自局からのシ
ステム情報により移動体通信端末に報知される。
【０００４】
ここで、移動体通信ネットワークは、階層的セル構造（ＨＣＳ； Hierarchical Cell Stru
cture）と称されるアルゴリズムを適用して、移動体通信端末がゾーン移行を行う際の基
準を規定することがある。このアルゴリズムを適用する際の設定値は、自局からのシステ
ム情報により移動体通信端末に報知される。
【０００５】
このＨＣＳは、自局からのシステム情報にて、自局及び周辺セルに対してＨＣＳ優先度を
示す値を割り当て、移動体通信端末が自局を切り替えてゾーン移行する際のセルを再選択
する処理にて、このＨＣＳ優先度を使用する。ＨＣＳ優先度は、移動体通信端末がゾーン
移行する際に、周辺セルを自局に切り替えるための選択基準を、周辺セルごとに設定する
ためのものである。
すなわち、例えば、移動体通信ネットワークの側で、移動体通信端末によるゾーン移行の
際に、優先的な選択が望ましいと判別した周辺セルに対しては、現在の自局よりも高いＨ
ＣＳ優先度を割り当てる。一方、劣後的な選択が望ましいと判別した周辺セルに対しては
、現在の自局よりも低いＨＣＳ優先度を割り当てる。
【０００６】
また、このＨＣＳを適用する場合には、移動体通信端末が高速で移動しているか否かを判
別するための処理を実行することがある。この判別処理に用いるパラメータ群も、自局か
らのシステム情報により移動体通信端末に報知される。
【０００７】
この判別処理は、所定の測定満了時間 T_CR_MAXが経過するまでの間にセルを再選択してゾ
ーン移行した回数が所定の閾値 N_CRを越えたか否かを判別し、越えたと判別した場合に、
高速移動状態であるとして、セル再選択基準を変更する。
例えば、通常の（非高速移動状態での）セル再選択基準では、ＨＣＳ優先度がより高いセ
ルをより優先的に選択する。一方で、高速移動状態でのセル再選択基準では、ＨＣＳ優先
度がより低いセルをより優先的に選択する。
この場合、移動体通信ネットワークは、移動体通信端末が非高速移動状態にあるときはＨ
ＣＳ優先度が高いセルを優先的に選択し、高速移動状態にあるときはＨＣＳ優先度が低い
セルを優先的に選択するように規定したことになる。
【０００８】
例えば、図８は、従来の移動体通信端末が高速で移動していることを検出する処理の一例
を説明するためのフローチャートである。
移動体通信端末は、所定の測定満了時間 T_CR_MAXが経過するまでの間にセルを再選択した
回数を示す変数 V_CRを０として初期化する（ステップＳ２０）。
次に、移動体通信端末は、セルの再選択回数を測定する時間を計測するための測定区間タ
イマを起動し、所定の測定満了時間 T_CR_MAXが経過したことを検出可能とする（ステップ
Ｓ２１）。
【０００９】
移動体通信端末は、セル再選択が発生したか否かを判別し（ステップＳ２２）、発生した
と判別すると（ステップＳ２２にてＹＥＳ）、変数 V_CRを１だけインクリメントする（ス
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テップＳ２３）。一方、移動体通信端末は、セルの再選択が発生していないと判別すると
（ステップＳ２２にてＮＯ）、タイマにより計測された時間が測定満了時間 T_CR_MAXを経
過したか否かを判別する（ステップＳ２４）。
【００１０】
移動体通信端末は、測定満了時間 T_CR_MAXを経過していないと判別すると（ステップＳ２
４にてＮＯ）、処理を上記ステップＳ２２にリターンして、セルの再選択の発生を検出す
る。
一方、移動体通信端末は、測定満了時間 T_CR_MAXを経過したと判別すると（ステップＳ２
４にてＹＥＳ）、変数 V_CRに示される再選択回数が、所定の閾値 N_CRを越えたか否かを判
別する（ステップＳ２５）。
【００１１】
移動体通信端末は、閾値 N_CRを越えていないと判別すると（ステップＳ２５にてＮＯ）、
処理を上記ステップＳ２０にリターンして、高速での移動を検出する処理を継続する。
一方、移動体通信端末は、閾値 N_CRを越えたと判別すると（ステップＳ２５にてＹＥＳ）
、高速で移動していることを検出したとして、セル再選択基準を変更するなどの高速移動
状態に遷移するための処理を実行する（ステップＳ２６）。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来の移動体通信端末では、変数 V_CRにより示されるセルの再選択回数を基準として
、高速で移動していることを検出していた。すなわち、従来の移動体通信端末では、所定
の測定満了時間が経過するまでの間に、同一のセルが自局として複数回選択された場合で
あっても、他のセルを選択する場合と区別せずにカウントするようにしていた。
【００１３】
このため、例えば、移動体通信端末がセルの境界に存在するなどして同一のセルを何度も
自局として選択し直していた場合には、実際には高速で移動していないにも関わらず、高
速移動状態に遷移してしまうことがあった。
このように現実とは異なって高速移動状態に遷移してしまうと、セル再選択基準も変更さ
れてしまうので、不適切な周辺セルが優先的に選択されるという問題が生じる。
【００１４】
この発明は、上記実状に鑑みてなされたものであり、移動体通信端末が高速で移動してい
ることを適切に検出することができる移動体通信端末の高速移動検出方法を、提供するこ
とを目的とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、この発明の第１の観点に係る移動体通信端末の高速移動検出方
法は、
高速で移動しているか否かを判別した結果に対応して、自局を切り替える基準となるセル
再選択基準を変更し、無線信号の品質を測定した結果をセル再選択基準に照らし合わせて
自局となるセルを切替可能な移動体通信端末の高速移動検出方法であって、
移動体通信端末は、
自局とするセルを再選択した際に、自局として選択したセルが所定のリストに登録されて
いるか否かを判別し、
登録されていないと判別した場合に、自局として選択したセルを前記リストに登録し、
所定の測定満了時間が経過すると、前記リストに登録されているセルの数が所定の閾値を
越えたか否かを判別し、
閾値を越えたと判別した場合に、高速で移動しているとして、セル再選択基準を、カバー
範囲が比較的狭いセルを優先して再選択するための基準から、カバー範囲が比較的広いセ
ルを優先して再選択するための基準に変更する、
ことを特徴とする。
【００１６】
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所定の記憶部に、自局として選択したセル固有の識別情報を示すデータを記憶させること
により、前記リストに自局として選択したセルを登録することが望ましい。
【００１７】
前記リストに登録されているセル数が所定の閾値を越えたと判別された場合に優先して再
選択されるセルのカバー範囲と、前記リストに登録されているセル数が所定の閾値以下で
あると判別された場合に優先して再選択されるセルのカバー範囲は、互いに重なり合う領
域を有することが望ましい。
【００１８】
前記リストに登録されているセル数が所定の閾値を越えたと判別された場合に優先して再
選択されるセルはマクロセルであり、
前記リストに登録されているセル数が所定の閾値以下であると判別された場合に優先して
再選択されるセルはマイクロセル或いはピコセルであることが望ましい。
【００１９】
この発明の第２の観点に係る移動体通信端末は、
基地局との間で無線信号を送受信して通信を行う通信手段と、
自局として選択されたセルを識別するための情報を記憶することにより、自局として選択
されたセルを登録するセル情報記憶手段と、
前記通信手段が自局として通信を行うセルを再選択した際に、前記セル情報記憶手段に記
憶されている情報を検索して、自局として選択したセルが登録されているか否かを判別し
、登録されていないと判別すると、自局として選択したセルを識別するための情報を前記
セル情報記憶手段に記憶させてセルを登録し、所定の測定満了時間が経過すると、前記セ
ル情報記憶手段にて登録されているセルの数が所定の閾値を越えたか否かを判別し、越え
たと判別すると、高速で移動しているとして、無線信号の品質を測定した結果に基づいて
自局を切り替える際の基準となるセル再選択基準を、カバー範囲が比較的狭いセルを優先
して再選択するための基準から、カバー範囲が比較的広いセルを優先して再選択するため
の基準に変更する処理制御手段とを備える、
ことを特徴とする。
【００２０】
この発明の第３の観点に係るプログラムは、
移動体通信端末として機能するコンピュータに、
自局とするセルを再選択した際に、自局として選択したセルが所定のリストに登録されて
いるか否かを判別する登録判別処理と、
前記登録判別処理にて登録されていないと判別された場合に、自局として選択したセルを
前記リストに登録するセル登録処理と、
所定の測定満了時間が経過すると、前記リストに登録されているセルの数が所定の閾値を
越えたか否かを判別するセル数判別処理と、
前記セル数判別処理にて閾値を越えたと判別された場合に、高速で移動しているとして、
無線信号の品質を測定した結果に基づいて自局を切り替える際の基準となるセル再選択基
準を、カバー範囲が比較的狭いセルを優先して再選択するための基準から、カバー範囲が
比較的広いセルを優先して再選択するための基準に変更する高速移動状態遷移処理と、
を実行させることを特徴とする。
【００２１】
前記セル登録処理は、所定の記憶部に、自局として選択したセル固有の識別情報を示すデ
ータを記憶させることにより、前記リストに自局として選択したセルを登録することが望
ましい。
【００２２】
【発明の実施の形態】
以下に、図面を参照して、この発明の実施の形態に係る移動体通信端末について詳細に説
明する。
【００２３】

10

20

30

40

50

(5) JP 3982612 B2 2007.9.26



図１は、この発明の実施の形態に係る移動体通信端末１００の構成を示す図である。
図示するように、この移動体通信端末１００は、通信処理部１と、記憶部２と、処理制御
部３と、入出力部４とを備えている。
【００２４】
通信処理部１は、例えばアンテナやＲＦ（ Radio Frequency）信号処理回路、ベースバン
ド信号処理回路等を備えて構成され、移動体通信ネットワークが備える基地局との間で無
線信号を送受信することにより、通信するためのものである。
【００２５】
記憶部２は、例えばＥＥＰＲＯＭ（ Electronically Erasable and Programmable Read On
ly Memory）やＳＲＡＭ（ Static Random Access Memory）等から構成され、処理制御部３
の動作を規定する動作プログラムやデータを記憶する。
また、記憶部２は、例えばＲＡＭにより、図２に示すようなセル遷移リスト２０を構成す
るデータを記憶する。
【００２６】
セル遷移リスト２０は、所定の測定満了時間 T_CR_MAXが経過するまでの間に、移動体通信
端末１００がゾーン移行により自局として選択したセルに関する情報を格納する。例えば
、セル遷移リスト２０は、「 PLMN ID」（ Public Land Mobile Network ID）と、「セル  I
D」とを示すデータを記憶することにより、自局として選択したセルを登録する。
ここで、「 PLMN ID」は、自局として選択したセルを提供する移動体通信ネットワークの
事業者を識別するための識別情報である。
「セル  ID」は、移動体通信ネットワークが備える各基地局によってカバーされるセルに
割り当てられた識別番号である。ここで、「セル  ID」は、各通信事業者においてセルご
とに固有の値が割り当てられる。
【００２７】
また、記憶部２は、自局としているセルに設置された基地局から受信したシステム情報に
含まれる各種の情報を記憶する。例えば、記憶部２は、セル遷移リスト２０に登録された
セルの数を示す変数Ｎや、セル遷移リスト２０の有効エントリ数から移動体通信端末１０
０が高速で移動しているか否かを判別する際の基準となる閾値 N_CRを記憶する。さらに、
記憶部２は、処理制御部３が備える測定区間タイマ１０が計測する所定の測定満了時間 T_
CR_MAXを示すデータを記憶する。
【００２８】
処理制御部３は、例えばＣＰＵ（ Central Processing Unit）といったマイクロプロセッ
サ等から構成され、この移動体通信端末１００全体の動作を制御するためのものである。
例えば、処理制御部３は、記憶部２に記憶された後述する動作プログラムを実行し、通信
処理部１等を制御して、図５のフローチャートに示す高速移動検出処理や、図６のフロー
チャートに示すセル遷移リスト更新処理といった各種の処理を実行する。
また、処理制御部３は、図５のフローチャートに示す高速移動検出処理を実行する際に、
所定の測定満了時間 T_CR_MAXが経過したことを検出するための測定区間タイマ１０を備え
ている。この測定区間タイマ１０は、例えば記憶部２に格納されている所定の動作プログ
ラムを処理制御部３が実行することにより実現される。
【００２９】
入出力部４は、キーパッドや液晶ディスプレイ、スピーカ、マイクロフォン、発光ダイオ
ード等から構成され、ユーザ・インタフェースを提供して各種の情報を入力、あるいは出
力するためのものである。
【００３０】
次に、この移動体通信端末１００が適用される移動体通信システムの構成について説明す
る。
図３は、移動体通信端末１００が適用される移動体通信システムの構成を示す図である。
この移動体通信システムは、例えばＷ－ＣＤＭＡ（ Wideband-Code Division Multiple Ac
cess）方式等を用いて移動体通信端末１００による通信を可能とするシステムであり、図
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３に示すように、複数の基地局１０１１ 、１０１２ 、…、１０１ｍ （ｍは自然数）と、移
動通信制御局１０２とが結合されて構成される移動体通信ネットワーク１１０を備えてい
る。
【００３１】
複数の基地局１０１１ ～１０１ｍ は、少なくともいずれか１つの基地局が移動体通信端末
１００との間で無線信号を送受信することにより無線回線を設定する。各基地局１０１１

～１０１ｍ は、移動体通信端末１００による通信を可能とするための複数のセルそれぞれ
に設置され、各セルがカバーするエリアを通信サービスエリアとして、移動体通信サービ
スを提供する。
また、各基地局１０１１ ～１０１ｍ には、固有の識別番号が付与され、「セル  ID」とし
て、「 PLMN ID」と共に、各基地局１０１１ ～１０１ｍ が送信するシステム情報により移
動体通信端末１００に報知される。
さらに、各基地局１０１１ ～１０１ｍ は、移動体通信端末１００が自局とするセルを再選
択してゾーン移行するために無線信号の品質を測定する対象となる周辺セルを、システム
情報により移動体通信端末１００に報知する。
【００３２】
移動通信制御局１０２は、移動体用の無線通信回線を提供するためのものであり、複数の
基地局１０１１ ～１０１ｍ に有線又は無線にて結合されている。
また、移動通信制御局１０２は、公衆回線や他の移動体通信システム等に結合されて、移
動体通信端末１００と他の通信機器との間での通信を可能とする。
【００３３】
以下に、この発明の実施の形態に係る移動体通信端末１００の動作を説明する。
この移動体通信端末１００は、例えば待受け中において、自局及び周辺セルにおける無線
信号の品質を測定して、自局とするセルの再選択を試みる。
ここで、移動体通信ネットワーク１１０は、階層的セル構造（ＨＣＳ； Hierarchical Cel
l Structure）と称されるアルゴリズムを適用して、移動体通信端末１００がゾーン移行
するための基準を規定する。
【００３４】
例えば、図４に示すように、周辺セルとして、それぞれ基地局１０１１ ～１０１５ を有す
る複数のセルが存在し、移動体通信端末１００が基地局１０１６ を自局としているものと
する。
また、移動体通信端末１００が無線信号の品質を測定した結果、基地局１０１１ ～１０１

４ を有する各セルが再選択の対象であると評価され、基地局１０１５ 、１０１６ を有する
各セルが再選択の対象ではないと評価されたとする。
すなわち、移動体通信端末１００は、例えば基地局１０１５ 、１０１６ それぞれから送信
された無線信号の品質測定値を用いて所定の計算処理を実行し、計算の結果として得られ
た値が所定の足きりレベル未満であることを検出して、基地局１０１５ 、１０１６ を有す
る各セルを、再選択の対象から除外する。
【００３５】
ここで、ＨＣＳ優先度を考慮して自局となるセルを切り替える場合には、再選択の対象で
あると評価した基地局１０１１ ～１０１４ を有する各周辺セルのＨＣＳ優先度を比較し、
ＨＣＳ優先度が高いセルを優先的に選択する。
このＨＣＳ優先度は、自局としているセルからのシステム情報により、移動体通信端末１
００に報知される。
【００３６】
例えば、基地局１０１１ 、１０１３ を有するセルが同一優先度であり、再選択の対象であ
ると評価されたセルの中で最高の優先度（ＨＣＳ優先度＝５）である場合、移動体通信端
末１００は、基地局１０１２ 、１０１４ を有する各セルを再選択の対象から除外する。
こののち、処理制御部３が、基地局１０１１ 、１０１３ を有する各セルにおける無線信号
の品質を測定した結果に基づいて、セルの序列化（セルランキング）を行い、より良い品
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質の無線信号を送受信することができるセルを自局に切り替える。
【００３７】
こうしたＨＣＳを用いてセルの再選択基準を規定する移動体通信システムでは、移動体通
信端末１００の移動速度に対応してセル再選択基準を変更することで、適切にゾーン移行
させることができる。
すなわち、移動体通信端末１００は、高速移動状態と非高速移動状態とで異なったセル再
選択基準を採用して自局を切り替えることにより、高速で移動した場合であっても、良好
な待受け状態、あるいは通信状態を維持することができる。
【００３８】
例えば、移動体通信端末１００は、通常の（非高速移動状態での）セル再選択基準では、
ＨＣＳ優先度がより高いセルをより優先的に選択する。一方、移動体通信端末１００は、
高速移動状態でのセル再選択基準では、ＨＣＳ優先度がより低いセルをより優先的に選択
する。これらのセル再選択基準に関する情報は、自局としているセルからのシステム情報
により移動体通信端末１００に報知される。
すなわち、この場合、移動体通信ネットワーク１１０は、移動体通信端末１００が非高速
移動状態ではＨＣＳ優先度が高いセルを優先的に選択し、高速移動状態ではＨＣＳ優先度
が低いセルを優先的に選択するように規定したことになる。
【００３９】
ここで、ＨＣＳ優先度の具体的な割当方針は移動体通信ネットワーク１１０の実装形式に
応じて任意に設定可能であるが、例えば、以下のような設定が考えられる。
【００４０】
すなわち、カバー範囲が比較的狭いセルについてはＨＣＳ優先度を高く設定し、カバー範
囲が比較的広いセルについてはＨＣＳ優先度を低く設定することが考えられる。ここで、
カバー範囲が比較的狭いセルは、一般にピコセルやマイクロセルと称され、例えば、高層
ビルや駅、繁華街といった、多くの人が集まってトラフィックが集中する可能性のある場
所で、通信容量を確保するために配置される。また、こうしたピコセルやマイクロセルを
配置して移動体通信端末１００と基地局との間の距離を縮めることで、移動体通信端末１
００での送信電力を節約して電池の消耗を抑制できる可能性も高い。このピコセルやマイ
クロセルといったカバー範囲が比較的狭いセルは、マクロセルと称されるカバー範囲が比
較的広いセルと、互いに重なり合って配置される。
移動体通信端末の所在地が低速で移動する場合や一定の場所で停止している場合には、前
述したトラフィックの分散や消費電力の抑制などの観点から、ピコセルやマイクロセルを
優先して選択することが望ましい。これに対し、高速移動の際にカバー範囲の狭いセルを
選択すると、ゾーン移行が頻繁に発生するため、移動体通信ネットワークへのアクセス回
数増大によるトラフィックの増大や、通信が途切れやすくなるなどの問題が生じる。
そこで、移動体通信端末１００は、高速移動の際にカバー範囲が比較的広いマクロセルを
優先して選択するためのセル再選択基準を採用することで、この問題を解決することがで
きる。更に、移動体通信端末１００の電源となる電池の消耗を抑制できることもある。
【００４１】
また、他の一例として、現在の自局に近い周辺セルについてはＨＣＳ優先度を高く設定し
、遠い周辺セルについてはＨＣＳ優先度を低く設定することが考えられる。
この場合、非高速移動状態では、たとえ自局から遠く離れたセルにおける無線信号の品質
が最良であっても、自局や他の高優先度の周辺セルが再選択の対象であると評価されてい
れば、自局から離れたセルを選択することがない。従って、自局から離れた周辺セルにお
ける無線信号の品質が一時的に向上した場合であっても、そのセルを直ちに自局に切り替
えてしまうことを防止できる。これにより、元の自局と遠く離れたセルとの間でゾーン移
行が頻発することや、元の自局に戻れずに圏外と判定されてセルサーチを実行しなければ
ならなくなることを、避けることができる。
一方、高速移動状態では、自局に隣接する周辺セルにおけるＨＣＳ優先度を高く設定し、
それらの周辺セルに隣接する周辺セルにおけるＨＣＳ優先度を低く設定することで、高速
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移動に対応したゾーン移行を実現することができる。
すなわち、１つのセルにて提供される無線信号が隣接する周辺セルでも通信可能な程度の
品質を有している場合には、移動体通信端末は、自局としているセルに隣接する周辺セル
にて、さらにその周辺セルの１つ先の周辺セルを、優先的に再選択の対象として自局を切
り替えることができる。
【００４２】
こうしたＨＣＳに基づいてセル再選択基準を設定可能な移動体通信端末１００は、高速で
移動していることを適切に検出するため、図５のフローチャートに示す高速移動検出処理
を実行する。
以下に、移動体通信端末１００が実行する高速移動検出処理について説明する。
処理制御部３は、記憶部２に記憶されている動作プログラムを実行することで、高速移動
検出処理の実行を開始する。
【００４３】
高速移動検出処理を開始すると、処理制御部３は、記憶部２に記憶されている変数Ｎを０
に設定する（ステップＳ１）。すなわち、処理制御部３は、セル遷移リスト２０をクリア
して、有効なエントリとなる登録セルがない状態に設定する。
ただし、記憶部２にセル遷移リスト２０として具体的に記憶されているデータについては
、登録されたセルの数を示す変数Ｎを用いてエントリ数を管理することから、特に記憶内
容の消去といった初期化を施す必要はない。
【００４４】
処理制御部３は、測定区間タイマ１０を初期化して起動し（ステップＳ２）、測定満了時
間 T_CR_MAXまでの経過時間の計測を開始させる。
こののち、処理制御部３は、セル再選択が発生したか否かを判別する（ステップＳ３）。
【００４５】
処理制御部３は、セル再選択が発生したと判別すると（ステップＳ３にてＹＥＳ）、図６
のフローチャートに示すセル遷移リスト更新処理を実行する（ステップＳ４）。
【００４６】
セル遷移リスト更新処理を開始すると、処理制御部３は、記憶部２に格納されているセル
遷移リスト２０を検索し（ステップＳ１０）、セル再選択により自局として選択したセル
がセル遷移リスト２０に既に登録されているか否かを判別する（ステップＳ１１）。
【００４７】
処理制御部３は、セル遷移リスト２０に登録されていると判別すると（ステップＳ１１に
てＹＥＳ）、そのままセル遷移リスト更新処理を終了し、処理を図５のステップＳ３にリ
ターンする。
すなわち、セル再選択により自局として選択したセルがセル遷移リスト２０に重複して登
録されることを防止して、測定満了時間 T_CR_MAXが経過するまでの間に自局として選択し
たセルの正確な数を測定可能とする。
【００４８】
一方、処理制御部３は、自局として選択したセルがセル遷移リスト２０に未だ登録されて
いないと判別すると（ステップＳ１１にてＮＯ）、自局として選択したセルをセル遷移リ
スト２０に登録する（ステップＳ１２）。すなわち、処理制御部３は、自局からのシステ
ム情報により報知された自局の識別番号を示す情報を、セル遷移リスト２０の「 PLMN ID
」及び「セル  ID」として格納する。
【００４９】
こののち、処理制御部３は、変数Ｎを１だけインクリメントしたのち（ステップＳ１３）
、セル遷移リスト更新処理を終了し、処理を図５のステップＳ３にリターンする。
【００５０】
また、上記ステップＳ３にて、セル再選択が発生していないと判別すると（ステップＳ３
にてＮＯ）、処理制御部３は、測定区間タイマ１０が計測した時間を読み取り、測定満了
時間 T_CR_MAXが経過したか否かを判別する（ステップＳ５）。
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【００５１】
処理制御部３は、測定満了時間 T_CR_MAXが経過していないと判別すると（ステップＳ５に
てＮＯ）、処理を上記Ｓ３にリターンして、セル再選択の発生を検出する。
【００５２】
一方、処理制御部３は、測定満了時間 T_CR_MAXが経過したと判別すると（ステップＳ５に
てＹＥＳ）、変数Ｎにより示されるセル遷移リスト２０の登録セル数が、所定の閾値 N_CR
を越えたか否かを判別する（ステップＳ６）。
【００５３】
処理制御部３は、閾値 N_CRを越えていないと判別すると（ステップＳ６にてＮＯ）、処理
を上記ステップＳ１にリターンして、高速移動検出処理を再度実行する。
【００５４】
一方、処理制御部３は、閾値 N_CRを越えたと判別すると（ステップＳ６にてＹＥＳ）、移
動体通信端末１００が高速で移動しているとして、セル再選択基準を変更するなどの高速
移動状態に遷移するための処理を実行する（ステップＳ７）。
例えば、処理制御部３は、セル再選択基準を、カバー範囲が比較的狭いマイクロセル或い
はピコセルを優先して再選択するための基準から、カバー範囲が比較的広いマクロセルを
優先して再選択するための基準に変更する。
こののち、処理制御部は、図５のフローチャートに示す高速移動検出処理を終了する。
【００５５】
このようにセル遷移リスト２０に登録されているセルの数をカウントして閾値 N_CRと比較
することで、同一のセルを重複してカウントすることなく、自局として選択したセルの数
をカウントすることができる。
これにより、移動体通信端末１００が高速で移動していることを適切に検出することがで
きる。
【００５６】
例えば、図７に示すように、移動体通信端末１００が、基地局１０１Ａ を有するセル１０
３Ａ （セルＡ）、基地局１０１Ｂ を有するセル１０３Ｂ （セルＢ）、基地局１０１Ｃ を有
するセル１０３Ｃ （セルＣ）の境界付近に所在したとする。
ここで、セルＡ～セルＣは、それぞれ、基地局１０１Ｄ を有するセル１０３Ｄ （セルＤ）
とカバー範囲が重なり合うピコセルであり、自局より低いＨＣＳ優先度の周辺セルとして
、マクロセルであるセルＤをシステム情報により移動体通信端末１００に報知していたと
する。
【００５７】
この状況の下で、移動体通信端末１００は、例えば、セルＡ、セルＢ、セルＡ、セルＣ、
セルＢ、セルＣ、…、セルＡといったように、３つのセルＡ～セルＣの間で繰り返し自局
を切り替えていたとする。
この場合、セル遷移リスト２０には、セルＡ～セルＣを識別するための情報が重複するこ
となく登録され、セル遷移リスト２０の有効エントリ数を示す変数Ｎは、Ｎ＝３となる。
従って、所定の閾値 N_CRが N_CR≧３と設定されていれば、処理制御部３は、移動体通信端
末１００が高速で移動していると検出することがない。これにより、一時的にセルＤにお
ける無線信号の品質が向上した場合であっても、移動体通信端末１００がＨＣＳ優先度の
低いセルＤを自局として選択することを防止できる。すなわち、移動体通信端末１００は
、高速移動状態を適切に検出し、セル再選択基準を、カバー範囲が比較的狭いピコセル或
いはマイクロセルを優先して再選択するための基準から、カバー範囲が比較的広いマクロ
セルを優先して再選択するための基準に変更することができる。
以上述べたように高速移動状態を適切に検出してセル再選択基準を変更可能としたことで
、トラフィックの増大を防止し、通信を安定化することができる。また、非高速移動状態
において、マクロセルが誤って選択されることを防止し、近くのピコセルやマイクロセル
を適切に選択することができる。これにより、無線通信路の長距離化に対応して送信電力
を増大させなければならない機会を減らすことができ、送信電力の節約を可能にして移動

10

20

30

40

50

(10) JP 3982612 B2 2007.9.26



体通信端末１００の電池の消耗を抑制することもできる。
【００５８】
このように、この発明の実施の形態に係る移動体通信端末１００は、セル遷移リスト２０
に自局として選択したセルを重複することなく登録し、測定満了時間 T_CR_MAXが経過した
時点での登録セル数に基づいて、高速で移動しているか否かを判別する。
これにより、例えば移動体通信端末１００が複数のセルの境界に所在するなどして同一の
セルを何度も自局として選択し直す場合等に、誤って高速移動状態に遷移することを防止
できる。すなわち、高速で移動していることを適切に検出することができ、正しいセル選
択基準を適用して自局の切替を行うことができる。
【００５９】
また、この発明は、専用の装置によらず、通常の移動体通信端末として動作するコンピュ
ータを用いても実現可能である。すなわち、移動体通信端末として機能するコンピュータ
に上述の各処理を実行させるための動作プログラムを所定の記録部に記録し、ＣＰＵ等の
マイクロプロセッサが当該動作プログラムを読み出して実行することで、上述の移動体通
信端末１００として機能させることができる。
ここで、動作プログラムは、ＦＤ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、メモリーカード等のコンピュー
タ読み取り可能な記録媒体に記録して配布するものとしてもよい。さらに、インターネッ
ト上のＦＴＰ（ File Transfer Protocol）サーバ等が有するファイルシステムに動作プロ
グラムを格納しておき、コンピュータに、例えば、搬送波に重畳して、ダウンロード等す
るようにしてもよい。
【００６０】
【発明の効果】
以上の説明のように、この発明によれば、自局として選択したセルを重複することなくリ
ストに登録することで、移動体通信端末が高速で移動していることを適切に検出して、正
しいセル選択基準による自局の切替を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施の形態に係る移動体通信端末の構成を示す図である。
【図２】セル遷移リストを示す図である。
【図３】移動体通信端末が適用される移動体通信システムを示す図である。
【図４】ＨＣＳを適用して自局となるセルを選択する動作を説明するための図である。
【図５】高速移動検出処理を説明するためのフローチャートである。
【図６】セル遷移リスト更新処理を説明するためのフローチャートである。
【図７】移動体通信端末の動作の具体例を説明するための図である。
【図８】従来の移動体通信端末が高速で移動していることを検出する処理を説明するため
のフローチャートである。
【符号の説明】
１　　通信処理部
２　　記憶部
３　　処理制御部
４　　入出力部
１０　　測定区間タイマ
２０　　セル遷移リスト
１００　　移動体通信端末
１０１１ ～１０１ｍ 、１０１Ａ ～１０１Ｄ 　　基地局
１０２　　移動通信制御局
１０３Ａ ～１０３Ｄ 　　セル
１１０　　移動体通信ネットワーク
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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