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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局と，該移動局と無線通信を行う基地局との間に可変帯域のチャネルを設定する方
法であって，
　基地局制御装置が，前記チャネルに必要な要求帯域を前記基地局に送信し，
　前記基地局が，前記要求を受信すると，前記要求帯域以下の割り当て可能な帯域を前記
基地局制御装置に応答し，
　前記基地局制御装置が，前記応答を受信すると，該割り当て可能な帯域により，前記可
変帯域のチャネルを，前記移動局と前記基地局との間に設定し、
　前記移動局は、設定された該可変帯域のチャネルを用いて該基地局と無線通信する、
　ことを特徴とするチャネル設定方法。
【請求項２】
　移動局と，該移動局と無線通信を行う複数の基地局との間に一定帯域の第１のチャネル
と必要に応じて設定される可変帯域の第２のチャネルとが設定される移動通信システムで
，前記移動局が前記第１のチャネルにより前記複数の基地局と通信しているハンドオフ中
における前記第２のチャネルの設定方法であって，
　基地局制御装置が，前記第２のチャネルに必要な要求帯域を，前記第１のチャネルによ
り通信している前記複数の基地局に送信し，
　前記複数の基地局が，前記要求帯域を受信すると，前記要求帯域以下の割り当て可能な
帯域を前記基地局制御装置に応答し，
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　前記基地局制御装置が，前記複数の基地局から前記応答を受信すると，該複数の前記割
り当て可能な帯域のうち最小の帯域により，前記第２のチャネルを，前記移動局と前記複
数の基地局との間に設定する，
　ことを特徴とするチャネル設定方法。
【請求項３】
　移動局と，該移動局と無線通信を行う第１および第２の基地局との間に一定帯域の第１
のチャネルと必要に応じて設定される可変帯域の第２のチャネルとが設定される移動通信
システムで，前記移動局が前記第１および第２のチャネルにより前記第１の基地局と通信
している時に前記第２の基地局とも同時に通信を開始するハンドオフ開始時における前記
移動局と前記第２の基地局との間の前記第２のチャネルを設定する方法であって，
　基地局制御装置が，前記第２のチャネルに必要な要求帯域を前記第２の基地局に送信し
，
　前記第２の基地局が，前記要求帯域を受信すると，前記要求帯域以下の割り当て可能な
帯域を前記基地局制御装置に応答し，
　前記基地局制御装置が，前記第２の基地局から前記応答を受信すると，前記割り当て可
能な帯域と，前記第１の基地局との間に設定されている第２のチャネルの帯域とを比較し
，前者が後者より小さい場合には，前記第１の基地局との間に設定されている第２のチャ
ネルの帯域を前者に変更するとともに，前記前者の帯域により，前記第２のチャネルを，
前記移動局と前記第２の基地局との間に設定する，
　ことを特徴とするチャネル設定方法。
【請求項４】
　移動局と，該移動局と通信を行う基地局との間に可変帯域のチャネルを設定する基地局
制御装置であって，
　前記チャネルに必要な要求帯域を含む帯域割り当て要求を前記基地局に送信する送信部
と，
　前記基地局から送信される，前記要求帯域以下の割り当て可能な帯域を含む帯域割り当
て応答を受信する受信部と，
　前記受信部により受信された前記割り当て可能な帯域により，前記可変帯域のチャネル
を前記移動局と前記基地局との間に設定するチャネル設定部とを，
　有することを特徴とする基地局制御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は，移動局，基地局，および基地局制御装置を備えている移動通信システムにおけ
る可変帯域のチャネルの設定方法に関する。また，本発明は，このような可変帯域が設定
される移動通信システムおよび可変帯域を設定する基地局制御装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
携帯電話等の移動通信の分野においては，cdmaOne方式を広帯域化したcdma2000（ＭＣ－
ＣＤＭＡ）方式が実用化されようとしている。
【０００３】
cdma2000方式では，cdmaOne方式における基本チャネル（Ｆｃｈ：Fundamental Channel）
に加えて，個別制御チャネル（ＤＣｃｈ：Dedicated Control Channel）および補助チャ
ネル（以下「Ｓｃｈ」という。）が新たに設けられている。そして，各移動局（携帯電話
，自動車電話等）と基地局および基地局制御装置との間の通信回線は，ＦｃｈおよびＤＣ
ｃｈ，ならびにＳｃｈにより構成される。
【０００４】
ＦｃｈおよびＤＣｃｈは，両者を合わせて，トラフィックチャネル（以下「Ｔｃｈ」とい
う。）と呼ばれる。このＴｃｈは，音声通信と，パケット通信等のデータ通信との双方に
使用される。一方，Ｓｃｈは，データ通信等のパケット通信にのみ使用される。また，Ｔ
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ｃｈに含まれるＦｃｈおよびＤＣｃｈには，ともに固定された大きさの帯域（リソース，
レート）が割り当てられる。たとえば，９．６［ｋｂｐｓ］の帯域が割り当てられる。
【０００５】
一方，Ｓｃｈには，可変の大きさの帯域（リソース，レート）が割り当て可能であり，あ
らかじめ定められた最大値以下の要求された帯域が確保可能であれば，その帯域が割り当
てられる。たとえば，９．６×ｍ［ｋｂｐｓ］（ｍは正の整数）で，あらかじめ定められ
た最大値１４４［ｋｂｐｓ］（すなわちｍ＝１５）までの帯域が割り当てられる。
【０００６】
移動局と基地局との間でデータ通信を行う場合に，一般に，まずＴｃｈ（ＦｃｈまたはＤ
Ｃｃｈの一方）が使用され，Ｔｃｈの帯域で足りない場合には，Ｔｃｈに加えて，Ｓｃｈ
が使用される。この時，Ｓｃｈには，必要となる帯域が割り当てられる。したがって，移
動局が，音声通信のみを行っている場合またはＴｃｈでのみデータ通信を行っている場合
には，Ｔｃｈのみが使用され，Ｓｃｈは設定されない。
【０００７】
現状のcdma2000方式において，このＳｃｈへの帯域の割り当ては，各移動局に対して平等
に行われる。すなわち，いずれの移動局に対しても，要求された帯域が確保可能であると
きは，その要求された帯域がその移動局のＳｃｈに割り当てられる。一方，要求された帯
域が確保できない場合には，その移動局に対してＳｃｈは設定されず，Ｔｃｈでのみ通信
が継続される。
【０００８】
また，セル間またはセクタ間に移動局が跨るハンドオフ時において，移動局とソース側の
基地局との間に設定されたＳｃｈの帯域を，ターゲット側の基地局との間で確保できない
場合には，移動局とターゲット側の基地局との間のＳｃｈは設定されず，Ｓｃｈについて
はハンドオフが実行されないようになっていた。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
このように，現状のcdma2000方式では，Ｓｃｈに要求された帯域を確保できない場合には
，それより小さな帯域が確保可能であっても，そのＳｃｈには，帯域が割り当てられない
こととなっていたため，帯域（リソース）の有効利用がなされていない。
【００１０】
また，Ｓｃｈに使用できる帯域には，最大値１４４［ｋｂｐｓ］の制限はあるものの，こ
の最大値以下であれば，いずれの移動局も，要求した帯域がそのまま割り当てられるよう
になっている。したがって，一部の移動局にのみＳｃｈが設定され，それ以外の移動局に
はＳｃｈがまったく設定されないという事態も招いている。これにより，サービスの訴求
力が低下するおそれがあった。
【００１１】
本発明は，このような状況に鑑みなされたものであり，その目的は，移動通信システムに
おいて，Ｓｃｈのような可変帯域が割り当てられるチャネルの有効利用を図ることにある
。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　前記目的を達成するために，本発明の第１の側面によるチャネル設定方法は，移動局と
，該移動局と無線通信を行う基地局との間に可変帯域のチャネルを設定する方法であって
，基地局制御装置が，前記チャネルに必要な要求帯域を前記基地局に送信し，前記基地局
が，前記要求を受信すると，前記要求帯域以下の割り当て可能な帯域を前記基地局制御装
置に応答し，前記基地局制御装置が，前記応答を受信すると，該割り当て可能な帯域によ
り，前記可変帯域のチャネルを，前記移動局と前記基地局との間に設定するものである。
【００１３】
　本発明の第１の側面による基地局制御装置は，移動局と，該移動局と通信を行う基地局
との間に可変帯域のチャネルを設定する前記基地局制御装置であって，前記チャネルに必



(4) JP 4171186 B2 2008.10.22

10

20

30

40

50

要な要求帯域を含む帯域割り当て要求を前記基地局に送信する送信部と，前記基地局から
送信される，前記要求帯域以下の割り当て可能な帯域を含む帯域割り当て応答を受信する
受信部と，前記受信部により受信された前記割り当て可能な帯域により，前記可変帯域の
チャネルを前記移動局と前記基地局との間に設定するチャネル設定部と，を備えている。
【００１４】
本発明の第１の側面によると，可変帯域のチャネルに設定される帯域が要求通り確保でき
なかった場合であっても，確保できる帯域によりチャネルが設定される。したがって，可
変帯域のチャネルに設定される帯域の有効利用を図ることができる。
【００１５】
　本発明の第２の側面によるチャネル設定方法は，移動局と，該移動局と無線通信を行う
複数の基地局との間に，一定帯域の第１のチャネルと必要に応じて設定される可変帯域の
第２のチャネルとが設定される移動通信システムで，前記移動局が前記第１のチャネルに
より前記複数の基地局と通信しているハンドオフ中における前記第２のチャネルの設定方
法であって，基地局制御装置が，前記第２のチャネルに必要な要求帯域を，前記第１のチ
ャネルにより通信している前記複数の基地局に送信し，前記複数の基地局が，前記要求帯
域を受信すると，前記要求帯域以下の割り当て可能な帯域を前記基地局制御装置に応答し
，前記基地局制御装置が，前記複数の基地局から前記応答を受信すると，該複数の前記割
り当て可能な帯域のうち最小の帯域により，前記第２のチャネルを，前記移動局と前記複
数の基地局との間に設定するものである。
【００１６】
本発明の第２の側面によると，複数の基地局との間で確保できる，第２のチャネルの帯域
が異なっていても，これら異なる帯域のうち最小の帯域が確保される。その結果，第２の
チャネルについてもハンドオフが実行される。これにより，第２のチャネルの帯域を有効
利用することができる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
　第１案では、移動局と，該移動局と無線通信を行う第１および第２の基地局との間，お
よび，該第１および第２の基地局と，これら基地局と通信し該基地局を制御する基地局制
御装置との間に，一定帯域の第１のチャネルと必要に応じて設定される可変帯域の第２の
チャネルとが設定される移動通信システムで，前記移動局が前記第１および第２のチャネ
ルにより前記第１の基地局と通信している時に前記第２の基地局とも同時に通信を開始す
るハンドオフ開始時における前記移動局と前記第２の基地局との間の前記第２のチャネル
を設定する方法であって，前記基地局制御装置が，前記第２のチャネルに必要な要求帯域
を前記第２の基地局に送信し，前記第２の基地局が，前記要求帯域を受信すると，前記要
求帯域以下の割り当て可能な帯域を前記基地局制御装置に応答し，前記基地局制御装置が
，前記第２の基地局から前記応答を受信すると，前記割り当て可能な帯域と，前記第１の
基地局との間に設定されている第２のチャネルの帯域とを比較し，前者が後者より小さい
場合には，前記第１の基地局との間に設定されている第２のチャネルの帯域を前者に変更
するとともに，前記前者の帯域により，前記第２のチャネルを，前記移動局と前記第２の
基地局との間，および，前記第２の基地局と前記基地局制御装置との間に設定するもので
ある。
　第２の案では、第１の基地局との間にすでに設定されている第２のチャネルの帯域が，
これから確保する第２の基地局との間の第２のチャネルの帯域と一致した帯域に変更され
る。その結果，第１の基地局と移動局との間の帯域と，第２の基地局と移動局との間の帯
域とが一致しない場合であっても，第２のチャネルが確保され，ハンドオフが実行される
。これにより，第２のチャネルの帯域を有効利用することができる。
　第３の案では、移動局と，該移動局と無線通信を行う基地局との間，および，該基地局
と，該基地局と通信し該基地局を制御する基地局制御装置との間に可変帯域のチャネルを
設定する方法であって，前記基地局制御装置は，前記移動局の帯域割り当ての優先度と，
該優先度に対応して設けられた推奨される推奨帯域を有するとともに，該推奨帯域と前記
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要求帯域とを比較し，小さい方の帯域を確保して前記チャネルを設定し，前記小さい方の
帯域を確保できない場合には，該小さい方の帯域を確保する対象となっている移動局より
も優先度の低い他の移動局に設定されている前記チャネルの帯域を減少させて帯域を確保
するものである。
　第４の案では、移動局の優先度に応じた帯域の割り当てが行われるとともに，優先的な
割り当てが行われる。したがって，サービスの訴求力が向上する。
　１．システム構成
　図１は，cdma2000方式を採用する通信システムの構成を示すブロック図である。
【００２２】
この通信システムは，携帯電話，自動車電話等の移動局（ＭＳ／ＳＵ：Mobile Station/S
ubscriber Unit）１と，基地局（ＢＴＳ：Base Station Transceiver Subsystem）２およ
び３と，基地局制御装置（ＢＳＣ：Base Station Controller）４と，交換機（ＬＥ／Ｍ
ＳＣ：Local Exchange/Mobile Switching Center）５と，パケットデータサービスノード
（ＰＤＳＮ：Packet Data Service Node）６とを備えている。
【００２３】
ＬＥ／ＭＳＣ５は，ＢＳＣ４および公衆電話網（ＰＳＴＮ：Public Switched Telephone 
Network）７に接続され，ＢＳＣ４とＰＳＴＮ７との間の呼の交換処理を行う。ＬＥ／Ｍ
ＳＣ５は，他のＢＳＣ（図示略），他の移動通信網（図示略）等に接続されることがある
。
【００２４】
ＰＤＳＮ６は，ＢＳＣ４およびインターネット８に接続され，ＢＳＣ４とインターネット
８との間の呼の交換処理を行う。ＰＤＳＮ６は，他のＢＳＣ（図示略），他の移動通信網
（図示略）等に接続されることがある。
【００２５】
ＢＴＳ２および３は，隣接する２つの管轄セクタＡおよびＢにそれぞれ配置されている。
ＭＳ／ＳＵ１は，ＢＴＳ２の管轄セクタＡに存在する場合にはＢＴＳ２と通信し，ＢＴＳ
３の管轄セクタＢに存在する場合にはＢＴＳ３と通信する。また，管轄セクタＡおよびＢ
には，重なり合う領域（境界領域）があり，ＭＳ／ＳＵ１が，この境界領域に存在する場
合には，ハンドオフが実行され，ハンドオフ中，ＭＳ／ＳＵ１はＢＴＳ２および３の双方
と通信する。
【００２６】
ＢＴＳ２は，補助チャネル（Ｓｃｈ）の帯域（以下「リソース」，「通信レート」または
「レート」ということがある。）に現在どれだけの使用可能な帯域があるかを示す空きレ
ート量情報を有する。空きレート量情報には，ＢＴＳ２からＭＳ／ＳＵ１に向かうフォワ
ード方向のＳｃｈのレート情報と，ＭＳ／ＳＵ１からＢＴＳ２に向かうリバース方向のＳ
ｃｈの空きレート情報とがある。同様にして，ＢＴＳ３も，Ｓｃｈの空きレート量情報を
有する。
【００２７】
ＢＳＣ４は，ＢＴＳ２および３の制御，ならびに各ＭＳ／ＳＵ１の通信履歴の保存を行う
とともに，ＢＴＳ２または３を介したＭＳ／ＳＵ１との間のフォワード方向およびリソー
ス方向のトラフィックチャネル（Ｔｃｈ）およびＳｃｈの設定，停止，帯域の変更等の処
理を行う。ＴｃｈおよびＳｃｈの設定，停止，帯域の変更等の処理の詳細については後述
する。
【００２８】
Ｔｃｈは，基本チャネル（Ｆｃｈ）および個別制御チャネル（ＤＣｃｈ）から構成される
。Ｆｃｈには，フォワード方向およびリバース方向ともに，本実施の形態では，９．６［
ｋｂｐｓ］の固定の帯域が割り当てられる。ＤＣｃｈについても同じである。一方，Ｓｃ
ｈには，本実施の形態では，フォワード方向およびリバース方向ともに，９．６［ｋｂｐ
ｓ］×ｍ（ｍは１以上１５以下の整数）の可変の帯域が割り当てられる。
【００２９】
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ＭＳ／ＳＵ１が音声以外のデータ（たとえば文字データ，画像データ等）を通信する場合
には，Ｔｃｈ（ＦｃｈまたはＤＣｃｈの一方）が優先的に使用される。通信データが大量
にあり，Ｔｃｈ（すなわち９．６［ｋｂｐｓ］）のみで不足する場合には，Ｔｃｈに加え
てＳｃｈが使用される。
【００３０】
また，ＢＳＣ４は，各加入者（各ＭＳ／ＳＵ１）データから構成される加入者データテー
ブルおよびレート管理情報を備えている。
【００３１】
図２は，ＢＳＣ４が有する加入者データテーブルを示している。各加入者データは，加入
者登録情報，加入者識別番号，加入者種別，最大許容Ｓｃｈレート，および最大許容ハン
ドオフ率から構成されている。
【００３２】
加入者登録情報は，登録データの有無（空き／登録済）を表す。加入者識別番号は，電話
番号，ＥＳＮ，ＩＭＳＩ番号等の加入者をユニークに識別するための番号である。加入者
種別は，その加入者の種別であり，この種別には，一般，ＶＩＰ，公衆，固定，移動の区
別がある。
【００３３】
最大許容Ｓｃｈレートは，その加入者に許容されるＳｃｈの最大レートである。後述する
ように，ＢＳＣ４がＳｃｈを設定する際に，設定するＳｃｈの要求帯域が指定（要求）さ
れる。ＢＳＣ４は，この要求帯域と最大許容Ｓｃｈレートとを比較し，要求帯域と最大許
容Ｓｃｈレートの小さい方の帯域によりＳｃｈを設定する。
【００３４】
最大許容ハンドオフ率は，接続が許容される最大ハンドオフ率であり，そのＭＳ／ＳＵ１
がハンドオフを行う場合に，システム全体のハンドオフ率と比較されるものである。
【００３５】
システム全体のハンドオフ率は，
〔ハンドオフしている加入者数〕÷〔通話中の加入者数〕　　…（１）
により計算される値である。
【００３６】
ある加入者（すなわちＭＳ／ＳＵ１）がハンドオフを行おうとする場合に，ＢＳＣ４は，
その時のシステム全体のハンドオフ率を前記式（１）により計算し，計算されたハンドオ
フ率と，ハンドオフを行おうとしているＭＳ／ＳＵ１の最大許容ハンドオフ率とを比較す
る。そして，前者が後者より大きい場合には，ＢＳＣ４は，そのＭＳ／ＳＵ１のハンドオ
フを認めない。
【００３７】
図３は，ＢＳＣ４が有するレート管理情報を示している。レート管理情報は，呼番号，ハ
ンドオフＢＴＳ情報，フォワード側レート情報，およびリバース側レート情報を備えてい
る。
【００３８】
「呼番号」は，ＭＳ／ＳＵ１が通信を開始した時にＢＳＣ４から割り当てられるユニーク
な番号であり，このＭＳ／ＳＵ１と１対１に対応する番号である。したがって，この呼番
号により，ＭＳ／ＳＵ１が一意に特定される。
【００３９】
「ハンドオフＢＴＳ情報」は，ＭＳ／ＳＵ１のハンドオフ状態を示し，ＭＳ／ＳＵ１がハ
ンドオフ状態にない，すなわち１つのＢＴＳとのみ通信している状態（以下「１ウェイ状
態」ともいう。）では，０が設定される。２つのＢＴＳ（たとえばＢＴＳ２および３）間
でハンドオフが実行されている状態（以下「２ウェイ状態」ともいう。）では，１が設定
される。ＭＳ／ＳＵ１が３つのＢＴＳ間の境界領域に位置し，３つのＢＴＳ間でハンドオ
フが実行されている状態（以下「３ウェイ状態」ともいう。）では，２が設定される。以
下，ＢＴＳが４つ以上の場合も同様に，３以上の値がそれぞれ設定される。
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【００４０】
「フォワード側レート情報」は，各ＭＳ／ＳＵ１に設定されているフォワード方向のＴｃ
ｈおよびＳｃｈの合計の帯域を示す。「リバース側レート情報」は，各ＭＳ／ＳＵ１に設
定されているフォワード方向のＴｃｈおよびＳｃｈの合計の帯域を示す。したがって，「
フォワード側レート情報」の値が９．６［ｋｂｐｓ］の場合には，Ｔｃｈのみが設定され
ていることを意味する。また，「フォワード側レート情報」の値が１９．２［ｋｂｐｓ］
の場合には，９．６［ｋｂｐｓ］のＴｃｈおよび９．６［ｋｂｐｓ］のＳｃｈが設定され
ていることを意味する。リバース側レート情報についても同様である。
【００４１】
続いて，以下に，ＭＳ／ＳＵ１，ＢＴＳ２および３，ならびにＢＳＣ４のＳｃｈの設定処
理をハンドオフ時以外の場合（すなわちハンドオフ設定中でもなく，ハンドオフ中でもな
い場合），ハンドオフ設定中の場合，およびハンドオフ中の場合の３つに分けて説明する
。
【００４２】
２．ハンドオフ時以外におけるＳｃｈの設定処理
２．１．フォワード方向のＳｃｈ設定処理
図４は，ハンドオフ時以外（すなわち，ハンドオフ設定中でもなく，ハンドオフ中でもな
い場合）におけるフォワード方向のＳｃｈの設定処理の流れを示すシーケンス図である。
【００４３】
ＢＳＣ４からＢＴＳ２を介してＭＳ／ＳＵ１へフォワード方向にＴｃｈによりデータ転送
中に，ＢＳＣ４において，フォワード方向への大量のデータ転送要因が発生し，その結果
，無線リンクプロトコル（ＲＬＰ：Radio Link Protocol）における輻輳が発生した場合
に，ＢＳＣ４は，Ｓｃｈの設定が必要になると判断する。ここで，ＲＬＰにおける輻輳の
発生の有無は，たとえばＢＳＣ４における単位時間当たりの通信データの蓄積量があらか
じめ定められた閾値を超えるかどうかで判断される。超える場合には，輻輳が発生したと
判断され，超えない場合には，輻輳が発生していないと判断される。
【００４４】
そして，ＢＳＣ４は，フォワード方向のＳｃｈ（Ｆ－Ｓｃｈ）のリソース（帯域）割り当
て要求（Extended Allocation Resource Request）をＢＴＳ２に送信する。このリソース
割り当て要求には，Ｆ－Ｓｃｈに割り当てるべき要求レートＸ［ｂｐｓ］が含まれる。
【００４５】
要求レートＸに対して，ＢＴＳ２は，空きレート量情報を参照し，設定できるレートＹ［
ｂｐｓ］（≦Ｘ）を決定する。そして，ＢＴＳ２は，設定レートＹ［ｂｐｓ］を含むリソ
ース割り当て応答（Extended Allocation Resource Response）をＢＳＣ４に返す。これ
により，Ｆ－Ｓｃｈ用に帯域Ｙが確保される。
【００４６】
ここで，ＸおよびＹは，本実施の形態では，９．６ｋ［ｂｐｓ］のｍ倍（ｍは１以上１５
以下の整数）の値を有する。また，Ｙ≦Ｘであるので，設定レートＹを要求レートＸ通り
確保できる場合にはＸ＝Ｙとなるし，設定レートＹを要求レートＸ通り確保できない場合
にはＹ＜Ｘとなる。
【００４７】
その後，ＢＴＳ２は，フォワード方向の空きレート量情報を更新する（すなわち，フォワ
ード方向の空きレート量情報から設定レートＹを差し引いた値に更新する）。ＢＳＣ４は
，レート管理情報を更新する（すなわち，このＦ－Ｓｃｈの設定を受けるＭＳ／ＳＵ１に
対応する呼番号のフォワード側レート情報に設定レートＹを加算する）。
【００４８】
続いて，ＢＳＣ４は，設定レートＹ［ｂｐｓ］のＳｃｈ開始要求（Begin Sch Request）
をＢＴＳ２に送信し，これに応答して，ＢＴＳ２は，Ｓｃｈ開始応答（Begin Sch Respon
se）をＢＳＣ４に返信する。
【００４９】
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続いて，ＢＳＣ４は，補助チャネル割り当てメッセージ（Extended Supplemental Channe
l Assignment Message）をＢＴＳ２を介してＭＳ／ＳＵ１に送信し，これに応答して，Ｍ
Ｓ／ＳＵ１は，移動局アックオーダ（Mobile Station Ack Order）をＢＴＳ２を介してＢ
ＳＣ４に返信する。
【００５０】
その後，ＢＳＣ４からＢＴＳ２を介してＭＳ／ＳＵ１へ，設定レートＹのＦ－Ｓｃｈが設
定され，Ｆ－Ｓｃｈによるフォワード方向のデータ転送が行われる。
【００５１】
このように，ＢＴＳ２において設定することができる設定レートＹが，要求レートＸより
小さい場合であっても，設定できるレートＹをＳｃｈに割り当てるので，Ｓｃｈのリソー
スの有効利用を図ることができる。
【００５２】
なお，ＢＴＳ２の空きレート量情報が０である場合には，ＢＳＣ４からのリソース割り当
て要求に対して，ＢＴＳ２は，ＮＧ（Ｓｃｈ設定不可）メッセージをＢＳＣ４に返す。こ
の場合には，Ｆ－Ｓｃｈは設定されず，Ｔｃｈのみによる通信が続行される。
【００５３】
２．２．リバース方向のＳｃｈ設定処理
図５は，ハンドオフ時以外におけるリバース方向のＳｃｈ設定の処理の流れを示すシーケ
ンス図である。
【００５４】
ＭＳ／ＳＵ１からＢＴＳ２を介してＢＳＣ４へリバース方向にＴｃｈによりデータ転送中
に，ＭＳ／ＳＵ１において，リバース方向への大量データ転送要因が発生し，リバース方
向のＳｃｈ（Ｒ－Ｓｃｈ）の設定が必要になると，ＭＳ／ＳＵ１は，ＢＴＳ２を介してＢ
ＳＣ４に補助チャネル要求（Supplemental Channel Request）を送信する。
【００５５】
これに応答して，ＢＳＣ４は，リバース方向に要求レートＸのＳｃｈのリソース（帯域）
割り当て要求をＢＴＳ２に送信する。
【００５６】
ＢＴＳ２は，要求レートＸに対して，空きレート量情報によりレートＹ（≦Ｘ）を設定で
きる場合には，設定レートＹにより通信レートを設定するリソース割り当て応答をＢＳＣ
４に返す。これにより，Ｒ－Ｓｃｈ用に帯域Ｙが確保される。
【００５７】
その後，ＢＴＳ２は，リバース方向の空きレート量情報を更新する（すなわち，リバース
方向の空きレート量情報から設定レートＹを差し引いた値に更新）する。ＢＳＣ４は，レ
ート管理情報を更新する（すなわち，このＲ－Ｓｃｈの設定を受けるＭＳ／ＳＵ１に対応
する呼番号のリバース側レート情報に設定レートＹを加算する）。
【００５８】
続いて，ＢＳＣ４は，Ｓｃｈ開始要求をＢＴＳ２に送信し，これに応答して，ＢＴＳ２は
，Ｓｃｈ開始応答をＢＳＣ４に返信する。
【００５９】
その後，ＢＳＣ４は，補助チャネル割り当てメッセージをＢＴＳ２を介してＭＳ／ＳＵ１
に送信し，これに応答して，ＭＳ／ＳＵ１は，移動局アックオーダをＢＴＳ２を介してＢ
ＳＣ４に返す。
【００６０】
その後，ＭＳ／ＳＵ１からＢＴＳ２を介してＢＳＣ４へ，設定レートＹのＲ－Ｓｃｈが設
定され，Ｔｃｈに加えて，Ｒ－Ｓｃｈによるリバース方向のデータ転送が行われる。
【００６１】
このように，ＢＴＳ２において設定することができる設定レートＹが，要求レートＸより
小さい場合であっても，設定できるレートＹを割り当てるので，Ｓｃｈのリソースの有効
利用を図ることができる。
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【００６２】
なお，ＢＴＳ２の空きレート量情報が０である場合には，ＢＳＣ４からのリソース割り当
て要求に対して，ＢＴＳ２は，ＮＧ（Ｓｃｈ設定不可）メッセージをＢＳＣ４に返す。こ
の場合には，Ｒ－Ｓｃｈは設定されず，Ｔｃｈのみによる通信が続行される。
【００６３】
２．３．最大許容レートを超える場合のＳｃｈの設定処理
図６は，ＢＳＣ４におけるＦ－Ｓｃｈの要求レートが，図２に示す加入者データテーブル
の最大許容Ｓｃｈレートよりも大きい場合のシーケンス図である。図７は，ＢＳＣ４にお
けるＲ－Ｓｃｈの要求レートが，図２に示す加入者データテーブルの最大許容Ｓｃｈレー
トよりも大きい場合のシーケンス図である。
【００６４】
Ｆ－ＳｃｈおよびＲ－Ｓｃｈの要求レートＸが最大許容ＳｃｈレートＹよりも大きい場合
には，要求レートＸが最大許容ＳｃｈレートＹまで下げられ，この要求レートＹにより，
ＢＴＳ２にＳｃｈのリソース割り当て要求が出される。
【００６５】
その後の処理は，前述した図４および図５と同じである。したがって，ここではその説明
を省略することとする。
【００６６】
このようにＳｃｈを要求する加入者の要求レートと，この加入者の最大許容Ｓｃｈレート
とが比較され，要求レートが最大許容Ｓｃｈレートを超える場合には，最大許容Ｓｃｈレ
ートによりＳｃｈが設定される。これにより，ある加入者のみにＳｃｈが大きな帯域のＳ
ｃｈが独占的に割り当てられ，他の加入者にはＳｃｈが割り当てられないという事態を防
止でき，Ｓｃｈの有効利用を図ることができる。
【００６７】
３．ハンドオフ設定（開始）時におけるＳｃｈの設定処理
３．１．フォワード方向のＳｃｈ設定処理
図８および図９は，ハンドオフ設定（開始）時におけるフォワード方向のＳｃｈの設定処
理の流れを示すシーケンス図である。図９は，図８の続きの部分を示している。
【００６８】
ここでは，ＭＳ／ＳＵ１が，ＢＴＳ２の管轄セクタＡ内で，フォワード方向のＴｃｈ（Ｆ
－Ｔｃｈ）およびフォワード方向のＳｃｈ（Ｆ－Ｓｃｈ）によりＢＴＳ２と通信している
場合において，管轄セクタＡと管轄セクタＢ（ＢＴＳ３の管轄セクタ）との境界領域に進
入したときのハンドオフについて説明する。したがって，ここでは，ＢＴＳ２はソース側
ＢＴＳとなり，ＢＴＳ３はターゲット側ＢＴＳとなる。
【００６９】
ＭＳ／ＳＵ１が境界領域に進入すると，ＢＴＳ３から受信するパイロット信号の強度（Pi
lot Sector B Strength）があらかじめ定められた閾値T#ADDを超える。これにより，ＭＳ
／ＳＵ１は，ＢＴＳ２を介してＢＳＣ４へ，パイロット強度測定メッセージ（Pilot Stre
ngth Measurement Message）を送信する。
【００７０】
ＢＳＣ４は，このパイロット強度測定メッセージを受信すると，このメッセージを送信し
たＭＳ／ＳＵ１の加入者データに含まれる最大ハンドオフ率と，システム全体の最新のハ
ンドオフ率とに基づいてハンドオフを認めるかどうかを決定する（ハンドオフＢＴＳ問合
せ）。
【００７１】
〔加入者データに含まれる最大ハンドオフ率〕＜〔システム全体の最新のハンドオフ率〕
である場合には，ＢＳＣ４は，パイロット強度測定メッセージを無視し，ハンドオフを実
行しない。一方，〔加入者データに含まれる最大ハンドオフ率〕≧〔システム全体の最新
のハンドオフ率〕である場合には，ＢＳＣ４は，以下のハンドオフ処理を実行する。
【００７２】
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すなわち，ＢＳＣ４は，ソース側ＢＴＳ２へリソースパラメータ読み出し要求を送信し，
現在設定されているＦ－Ｓｃｈの設定レートをＢＴＳ２に要求する。ソース側ＢＴＳ２は
，これに応答して，リソースパラメータ読み出し応答をＢＳＣ４に送信し，Ｆ－Ｓｃｈの
設定レートをＢＳＣ４に通知する。
【００７３】
続いて，ＢＳＣ４は，ターゲット側ＢＴＳ３との間でＦ－Ｔｃｈの設定を試みる。具体的
には，ＢＳＣ４は，Ｆ－Ｔｃｈについてのターゲット（ＴＧＴ）ハンドオフリソース要求
（Extended Handoff Resource Request）をターゲット側ＢＴＳ３に送信する。ターゲッ
ト側ＢＴＳ３は，これに応答して，Ｔｃｈ設定可能であることを示す，Ｆ－Ｔｃｈについ
てのＴＧＴハンドオフリソース応答（Extended Handoff Resource Response）をＢＳＣ４
に返信する。
【００７４】
その後，ＢＳＣ４は，ターゲット側ＢＴＳ３に，設定されたＦ－ＴｃｈによりＲＬＰデー
タフレームを送信する。
【００７５】
続いて，ＢＳＣ４は，ターゲット側ＢＴＳ３との間でＦ－Ｓｃｈを設定する。具体的には
，ＢＳＣ４は，Ｆ－Ｓｃｈについてのハンドオフリソース要求をターゲット側ＢＴＳ３に
送信する。この要求には，前述したリソースパラメータ読み出し要求およびその応答によ
りソース側ＢＴＳ２から得たＳｃｈの設定レート（要求レート）Ｘが含まれる。
【００７６】
ＢＴＳ３は，これに応答して，Ｆ－Ｓｃｈについてのハンドオフリソース応答をＢＳＣ４
に返信する。この応答には，設定可能なレートＹ（≦Ｘ）が含まれている。その後，図示
は省略するが，前述した図４から図７に示すように，ターゲット側ＢＴＳ３は空きレート
量情報を更新し，ＢＳＣ４はレート管理情報を更新する。
【００７７】
ここで，Ｙ＜Ｘ，すなわちＢＴＳ３との間のＦ－Ｓｃｈを，要求レートＸより小さなレー
トＹでしか設定できない場合には，ソース側ＢＴＳ２との間に既に設定されているＦ－Ｓ
ｃｈが一旦停止されるとともに，ターゲット側ＢＴＳ３との間にＦ－Ｔｃｈが設定される
。これにより，Ｆ－Ｔｃｈのみによるハンドオフが開始される。その後，ソース側ＢＴＳ
２およびターゲットＢＴＳ３の双方との間で，設定レートＹによるＦ－Ｓｃｈが改めて設
定され，これにより，Ｆ－Ｓｃｈによるハンドオフが開始される。すなわち，ソース側Ｂ
ＴＳ２との間の設定されているＦ－Ｓｃｈは，当初の通信レートＸから新たな通信レート
Ｙに減少されたこととなる。具体的には，以下のように処理される。
【００７８】
ＢＳＣ４は，ターゲット側ＢＴＳ３にフォワードＴｃｈ開始指示（Begin Forward Traffi
c Command）を送信し，その後，ターゲット側ＢＴＳ３を介してＲＬＰデータフレームを
ＭＳ／ＳＵ１に送信する。
【００７９】
続いて，ＢＳＣ４は，マルチセルモード通信をソース側ＢＴＳ２に送信する。このマルチ
セルモード通知は，Ｆ－Ｔｃｈについては，ハンドオフが実行され，ソース側ＢＴＳ２と
ターゲットＢＴＳ３との２ウェイ（2way）状態になっていることをターゲット側ＢＴＳ２
に知らせるメッセージである。
【００８０】
その後，ＢＳＣ４は，ソース側ＢＴＳ２およびターゲット側ＢＴＳ３を介して，ハンドオ
フ実行指示通知（Universal Handoff Direction Message）をＭＳ／ＳＵ１に送信する。
この通知には，Ｆ－Ｔｃｈは２ウェイ状態になる一方，Ｆ－Ｓｃｈは停止する旨が含まれ
る。
【００８１】
これにより，ＭＳ／ＳＵ１は，ソース側ＢＴＳ２に加えて，ターゲット側ＢＴＳ３との間
にもＦ－Ｔｃｈを獲得するとともに，ハンドオフ完了通知（Handoff Completion Message
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）をソース側ＢＴＳ２を介してＢＳＣ４に送信する。その後，ＭＳ／ＳＵ１，ソース側Ｂ
ＴＳ２，ターゲット側ＢＴＳ３，およびＢＳＣ４との間で，Ｆ－Ｔｃｈによる通信が行わ
れる。
【００８２】
続いて，一旦停止されたＦ－Ｓｃｈが改めて開始される。まず，ＢＳＣ４は，ソース側Ｂ
ＴＳ２にＦ－Ｓｃｈ変更要求（F-Sch Resource Request）を送信する。この要求には，設
定レートＹが含まれる。ソース側ＢＴＳ２は，これに応答して，Ｆ－Ｓｃｈ変更応答（F-
Sch Resource Response）をＢＳＣ４に返信する。これにより，ソース側ＢＴＳ２との間
のＦ－Ｓｃｈのレートが当初のレートＸから新たなレートＹに変更される。
【００８３】
その後，ＢＳＣ４は，Ｓｃｈ開始要求をターゲット側ＢＴＳ３に送信する。この要求には
，設定レートＹが含まれる。ターゲット側ＢＴＳ３は，これに応答して，Ｆ－Ｓｃｈ開始
要求をＢＳＣ４に返信する。この間に，ＲＭＣカードにより，NULL#RLPデータがターゲッ
トＢＴＳ３を介してＭＳ／ＳＵ１に送信される。これにより，ターゲット側ＢＴＳ３との
間にもＦ－Ｓｃｈが設定される。
【００８４】
続いて，ＢＳＣ４は，ソース側ＢＴＳ２およびターゲット側ＢＴＳ３を介して，ハンドオ
フ実行指示通知（Universal Handoff Direction Message）をＭＳ／ＳＵ１に送信する。
この通知には，Ｆ－Ｓｃｈが２ウェイ状態になる旨が含まれる。
【００８５】
その後，ＲＭＣカードからＲＬＰデータフレームがＦ－Ｓｃｈにより，ソース側ＢＴＳ２
およびターゲット側ＢＴＳ３を介してＭＳ／ＳＵ１に送信される。
【００８６】
その後，ＭＳ／ＳＵ１，ソース側ＢＴＳ２，ターゲット側ＢＴＳ３，およびＢＳＣ４との
間で，Ｆ－ＴｃｈおよびＦ－Ｓｃｈの双方による通信が行われ，Ｆ－ＴｃｈおよびＦ－Ｓ
ｃｈの双方でハンドオフが行われる。
【００８７】
このように，ターゲット側ＢＴＳ３において，ソース側ＢＴＳ２より小さな帯域のＦ－Ｓ
ｃｈしか確保できない場合であっても，ソース側ＢＴＳ２のＦ－Ｓｃｈの帯域をターゲッ
ト側ＢＴＳ３のＦ－Ｓｃｈの帯域と一致させてハンドオフが実行される。これにより，ハ
ンドオフ時においても，Ｓｃｈの有効利用を図ることができる。
【００８８】
なお，ＴＧＴハンドオフ要求（Extended Handoff Resource Request）時に，ターゲット
側ＢＴＳ３で要求レートＸが獲得できる場合には，ソース側ＢＴＳ２との間のＦ－Ｓｃｈ
が一旦停止されることなく，ターゲット側ＢＴＳ３との間で設定レートＸのＦ－Ｓｃｈが
設定される。また，ＴＧＴハンドオフ要求時に，ターゲット側ＢＴＳ３で，Ｆ－Ｓｃｈの
帯域を確保できない場合には，Ｆ－Ｓｃｈについてのハンドオフは実行されず，Ｆ－Ｔｃ
ｈのみによるハンドオフが実行される。
【００８９】
３．２．リバース方向のＳｃｈ設定処理
図１０および図１１は，ハンドオフ設定（開始）時におけるリバース方向のＳｃｈの設定
処理の流れを示すシーケンス図である。図１１は，図１０の続きの部分を示している。
【００９０】
図１０および図１１は，図８および図９におけるＦ－ＳｃｈがＲ－Ｓｃｈになる点を除い
て，図８および図９と同じであるので，ここでは，その詳細な説明は省略することとする
。
【００９１】
４．ハンドオフ中におけるＳｃｈ設定処理
４．１．フォワード方向のＳｃｈ設定処理
図１２は，Ｆ－Ｔｃｈによる２ウェイハンドオフ通話中におけるＦ－Ｓｃｈの設定の流れ
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を示すシーケンス図である。
【００９２】
ここでは，ＭＳ／ＳＵ１とソース側ＢＴＳ２およびターゲット側ＢＴＳ３との間でＦ－Ｔ
ｃｈのハンドオフが実行され，Ｆ－Ｔｃｈによる通信中において，Ｆ－Ｓｃｈの設定が必
要になった場合のＦ－Ｓｃｈの設定について説明する。
【００９３】
ＭＳ／ＳＵ１，ソース側ＢＴＳ２，ターゲット側ＢＴＳ３，およびＢＳＣ４の間でＦ－Ｔ
ｃｈによる通信中に，ＢＳＣ４において，フォワード方向への大量のデータ転送要因が発
生し，その結果，ＲＬＰにおける輻輳が発生した場合に，ＢＳＣ４は，Ｆ－Ｓｃｈの設定
が必要になると判断する。
【００９４】
ＢＳＣ４は，ソース側ＢＴＳ２との間でＦ－Ｓｃｈを設定する。具体的には，ＢＳＣ４は
，図４と同様に，Ｆ－Ｓｃｈについてのリソース割り当て要求（Extended Allocation Re
source Request）をソース側ＢＴＳ２に送信する。この要求には，最大許容Ｓｃｈレート
（図２）以下の要求レートＸが含まれる。
【００９５】
ソース側ＢＴＳ２は，これに応答して，リソース割り当て応答（Extended Allocation Re
source Response）をＢＳＣ４に返信する。この応答には，設定可能なレートＹ１（≦Ｘ
）が含まれる。続いて，ソース側ＢＴＳ２は，空きレート量情報を更新し，ＢＳＣ４は，
レート管理情報を更新する。
【００９６】
続いて，ＢＳＣ４は，同様の処理をターゲット側ＢＴＳ３との間で実行し，ターゲット側
ＢＴＳ３から設定可能なレートＹ２を受信する。
【００９７】
ここで，Ｙ１＞Ｙ２の場合には，ソース側ＢＴＳ２との間のＦ－Ｓｃｈの帯域をターゲッ
ト側ＢＴＳ３との間のＦ－Ｓｃｈの帯域に合わせる処理が行われる。すなわち，ＢＴＳ４
は，ソース側ＢＴＳ２に，確保した帯域Ｙ１を解放するメッセージであるＳｃｈ解放要求
（Sch Release Request）を送信し，これに応答して，ソース側ＢＴＳ２は，ＢＳＣ４に
Ｓｃｈ解放応答（Sch Release Response）を返信する。そして，ソース側ＢＴＳ２は，空
きレート量情報を更新し（すなわち空きレートにレートＹ１を加算し），ＢＳＣ４は，レ
ート管理情報を更新する（すなわち対応する呼番号のフォワード側レート情報に設定レー
トＹを加算する）。これにより，確保した帯域Ｙ１が解放される。
【００９８】
一方，Ｙ１＜Ｙ２の場合には，ターゲット側ＢＴＳ３との間のＦ－Ｓｃｈの帯域をソース
側ＢＴＳ２との間のＦ－Ｓｃｈの帯域に合わせる処理が行われる。この具体的な処理は，
ソース側ＢＴＳ２がターゲット側ＢＴＳ３となる点を除いて，上記のものと同じであるの
で，ここでは，その説明を省略する。
【００９９】
また，Ｙ１＝Ｙ２の場合には，上記のような帯域を合わせる処理は行われない。
【０１００】
続いて，ＢＳＣ４は，ソース側ＢＴＳ２およびターゲット側ＢＴＳ３にＦ－Ｓｃｈについ
てのＳｃｈ開始要求（Begin Sch Request）を送信し，これに応答して，ソース側ＢＴＳ
２およびターゲット側ＢＴＳ３は，Ｓｃｈ開始応答（（Begin Sch Response）ＢＳＣ４に
それぞれ返信する。
【０１０１】
その後，ＢＳＣ４は，ＭＳ／ＳＵ１にハンドオフ実行指示（Universal Handoff Directio
n Message）を送信し，これに応答して，ＭＳ／ＳＵ１は，ハンドオフ完了通知（Handoff
 Completion Message）をＢＳＣ４に返信する。これにより，ＭＳ／ＳＵ１とＢＴＳ２お
よび３との間に，Ｆ－Ｓｃｈについてもハンドオフ処理が完了する。
【０１０２】
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その後，ＢＳＣ４から，設定されたＦ－Ｓｃｈを介してＭＳ／ＳＵ１へ，ＲＬＰデータフ
レームが送信され，その後，ＭＳ／ＳＵ１とソース側ＢＴＳ２およびターゲット側ＢＴＳ
３との間で，Ｆ－Ｔｃｈに加えてＦ－Ｓｃｈでも通信が行われ，Ｆ－ＴｃｈおよびＦ－Ｓ
ｃｈの双方でハンドオフの実行される。
【０１０３】
なお，３つ以上のＢＴＳとの間でＦ－Ｔｃｈによるハンドオフ中に，これらのＢＴＳとの
間でＦ－Ｓｃｈを設定し，Ｆ－Ｓｃｈについてもハンドオフを実行する場合も同様の処理
が行われる。
【０１０４】
このように，複数のＢＴＳとの間でＦ－Ｔｃｈによるハンドオフ中において，Ｆ－Ｓｃｈ
をハンドオフ設定する場合にも，複数のＢＴＳ間でそれぞれ確保できるＦ－Ｓｃｈの帯域
のうち，最小の帯域に合わせてＳｃｈが設定される。したがって，Ｓｃｈの帯域を有効利
用することができる。
【０１０５】
４．２．リバース方向のＳｃｈ設定処理
図１３は，２ウェイハンドオフ通話中におけるＲ－Ｓｃｈの設定の流れを示すシーケンス
図である。
【０１０６】
図１３は，図１２におけるＦ－ＳｃｈがＲ－Ｓｃｈになる点，および，ＭＳ／ＳＵ１から
補助チャネル要求（Supplemental Channel Request）が送信される点を除いて，図１２と
同じである。したがって，ここでは，その詳細な説明は省略する。
【０１０７】
５．要求レートの決定方法
各ＭＳ／ＳＵ１（すなわち加入者）に，Ｓｃｈの設定およびＳｃｈに割り当てられる帯域
の優先度（以下「ランクＲ」という。）および推奨される帯域（以下「推奨レート」とい
う。）を決定し，決定されたランクＲおよび推奨レートに基づいて，Ｓｃｈの帯域を割り
当てることもできる。
【０１０８】
ＢＳＣ４は，推奨レートデータベースを備え，この推奨レートデータベースに，これらの
ランクＲと推奨レートとの関係および各ＭＳ／ＳＵ１に割り当てられるランクＲを記憶す
る。
【０１０９】
図１４は，推奨レートデータベースの構造の一例を示している。推奨レートデータベース
は，推奨レート，ランクＲ，タイマ，および加入者ナンバを備えている。ここで，「推奨
レート」は，９．６×ｎ（ｎ＝１～１５）［ｋｂｐｓ］に設定される。「タイマ」は，Ｓ
ｃｈが設定される継続時間である。
【０１１０】
この推奨レートデータベースでは，推奨レートが９．６［ｋｂｐｓ］に対してランクＲ＝
１～６が，推奨レートが９．６×２［ｋｂｐｓ］に対してランクＲ＝７～１２が，それぞ
れ割り当てられている。図示しない推奨レートに対しても，６つずつのランクＲが割り当
てられている。各ランクＲに対して，そのランクＲが割り当てられた加入者ナンバ（ＭＳ
／ＳＵ１）がリンクされている。たとえば，図１４によれば，ランクＲ＝１には，加入者
＃１および＃６がリンクされ，加入者＃１および＃６のランクＲは１となる。
【０１１１】
ランクＲは，たとえば，９．６×ｉ［ｋｂｐｓ］（ｉ＝１～１５の整数）の帯域のＳｃｈ
の使用時間をＴi，ドーマント回数をＤ，ショートバーストデータの送受信回数をＳ，Ｓ
ｃｈの割り当て拒否回数をＡとし，またＫ，Ｋi，ＫA，ＫD，およびＫSを重み係数とする
と，以下の式（２）により計算することができる。
【０１１２】
Ｒ＝｛（Ｔ1×Ｋ1＋Ｔ2×Ｋ2＋…＋Ｔi×Ｋi＋…＋Ｔn×Ｋn＋Ａ×ＫA）÷（Ｄ×ＫD＋Ｓ
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×ＫS）｝×Ｋ　　…（２）
ここで，使用時間をＴi，ドーマント回数をＤ等は，ＢＳＣ４の通信履歴として記憶され
ているか，あるいは，通信履歴に基づいて求められるものである。また，式（２）により
求められたランクが小数点以下の端数を有する場合には，この端数には，四捨五入，切り
捨て，切り上げ等の処理が行われ，ランクＲの値は整数に変換される。
【０１１３】
図１５および図１６は，推奨レートデータベースを用いたＳｃｈの帯域割り当ておよび接
続処理の流れを示すフローチャートである。
【０１１４】
ＢＳＣ４が，データ通信のためにＳｃｈ（Ｆ－ＳｃｈまたはＲ－Ｓｃｈ）の設定が必要で
あると判断した場合に，ＢＳＣ４は，推奨レートデータベースを参照し（Ｓ１），その加
入者（ＭＳ／ＳＵ１）に割り当てられた推奨レートと要求レートとを比較する（Ｓ２，Ｓ
３）
要求レートが推奨レートより大きい場合には（Ｓ２でＹＥＳ），ＢＳＣ４は，要求レート
を推奨レートに変更して（Ｓ４），要求レート（＝推奨レート）を含むリソース割り当て
要求（Extended Allocation Resource Request：図４，図５参照）をＢＴＳ２（３）に送
信する（Ｓ５）。
【０１１５】
ＢＴＳ２（３）は空きレート量情報に基づき，空きレートがある場合には（Ｓ６でＹＥＳ
），要求レート以下の設定レートを含むリソース割り当て応答（Extended Allocation Re
source Response：図４，図５参照）を返信する。この設定レートは，前述したように，
要求レートを確保できる場合には，要求レートとなり，要求レートを確保できない場合に
は，要求レート未満の確保できるレートとなる。
【０１１６】
その後，ＢＴＳ２（３）は空きレート量情報を更新し，ＢＳＣ４はレート管理情報を更新
するとともに，設定レートのＳｃｈを，Ｓｃｈを設定されるＭＳ／ＳＵ１に対応するタイ
マの時間の分だけ設定する（図４，図５参照，Ｓ７）。
【０１１７】
タイマの時間が経過すると，ＢＳＣ４は，この設定したＳｃｈにより通信すべきデータが
まだ存在し，ＲＬＰによる輻輳が生じているかどうかを判断する（Ｓ８）。輻輳が生じて
いる場合には（Ｓ８でＹＥＳ），ＢＳＣ４は，この加入者の要求レートを増加させる（Ｓ
９）。要求レートの増加は，たとえば，加入者のランクＲに関わらず，一律に最大レート
の１４４（＝９．５×１５）［ｋｂｐｓ］とすることもできるし，加入者のランクＲに応
じた値とすることもできる。そして，再びステップＳ５から処理が繰り返される。
【０１１８】
一方，ステップＳ８において，輻輳が生じていないと判断されると（Ｓ８でＮＯ），ＢＳ
Ｃ４は，ステップＳ１０からＳ１４の処理を実行する。これらの処理は，前述したステッ
プＳ４からＳ８の処理とそれぞれ同じである。
【０１１９】
ステップＳ１４において，データ輻輳中と判断されると（Ｓ１４でＹＥＳ），ＢＳＣ４は
，ステップＳ９の処理に進み，データ輻輳中でないと判断されると（Ｓ１４でＮＯ），レ
ートダウン処理を行う（Ｓ１５）。レートダウン処理は，たとえば，現在の設定レートの
１／２のレートにすることにより行われる。
【０１２０】
その後，タイマの時間の分だけ接続され（Ｓ１８），再び，データ輻輳中かどうかが判定
される（Ｓ１９）。輻輳中でない場合には（Ｓ１９でＮＯ），レートダウン処理が実行さ
れ（Ｓ２０），ステップＳ１８から処理が繰り返される。一方，輻輳中の場合には（Ｓ１
９でＹＥＳ），要求レートが推奨レートにされ（Ｓ２１），ステップＳ５から処理が繰り
返される。
【０１２１】
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ステップＳ２およびＳ３において，要求レートが推奨レートと等しい場合には（Ｓ３でＹ
ＥＳ），要求レートが推奨レートにされ（ステップＳ１０），前述したステップＳ１１か
らの処理が実行される。
【０１２２】
ステップＳ６，Ｓ１２およびＳ１７において，ＢＴＳ２（３）が空きレート量情報から設
定可能なレートを有しない場合には（Ｓ６，Ｓ１２，Ｓ１７でＮＯ），ＢＴＳ２（３）は
ＢＳＣ４にＮＧメッセージを返信する。この場合に，ＢＳＣ４は，Ｓｃｈの設定を行おう
としている加入者よりランクＲの低い加入者のレートをダウンさせる処理を実行する。
【０１２３】
具体的には，ＢＳＣ４は，Ｓｃｈの設定を行おうとしている加入者よりランクＲの低い加
入者の中から，最大レートで通信している加入者をレート管理情報および推奨レートデー
タベースに基づいて検索する（Ｓ２５）。
【０１２４】
検索された加入者が複数存在する場合には（Ｓ２６でＹＥＳ），その複数の加入者の中か
らランクＲの最も低い加入者の設定レートをダウンさせる（Ｓ２８）。ランクＲの最も低
い加入者が複数存在する場合には，そのうちの任意の１人が選択される。レートダウンは
，選択された加入者のレートを，たとえば現在のレートの１／２にすることにより行われ
る。レートダウン処理により，ＢＴＳ２（３）の空きレート量情報およびＢＳＣ４のレー
ト管理情報がそれぞれ更新される。
【０１２５】
ステップＳ２６において，最大レートの加入者が１人の場合には（Ｓ２６でＮＯ），ＢＳ
Ｃ４は，その１人のレートダウン処理を実行する（Ｓ２９）。
【０１２６】
その後，処理は，ステップＳ６の判定ブロックから分岐した場合にはステップＳ４に，ス
テップＳ１２の判定ブロックから分岐した場合にはステップＳ１１に，ステップＳ１７か
ら分岐した場合にはステップＳ１６に，それぞれ戻る。
【０１２７】
このように加入者のランクに応じたレートの割り当てが行われるとともに，優先的な割り
当てが行われるので，サービスの訴求力が向上する。すなわち，ランクの高い加入者には
，ランクに応じた大きな帯域が優先的に割り当てられるので，接続を拒否されることなく
通信が行えるという安心感を与え，加入を促進させるとともに，利用の便を図ることがで
きる。
【０１２８】
（付記１）　移動局と，該移動局と無線通信を行う基地局との間，および，該基地局と，
該基地局と通信し該基地局を制御する基地局制御装置との間に可変帯域のチャネルを設定
する方法であって，
前記基地局制御装置が，前記チャネルに必要な要求帯域を前記基地局に送信し，
前記基地局が，前記要求を受信すると，前記要求帯域以下の割り当て可能な帯域を前記基
地局制御装置に応答し，
前記基地局制御装置が，前記応答を受信すると，該割り当て可能な帯域により，前記可変
帯域のチャネルを，前記移動局と前記基地局との間，および，前記基地局と前記基地局制
御装置との間に設定する，
チャネル設定方法。
【０１２９】
（付記２）　付記１において，
前記基地局制御装置は，移動局ごとの前記可変帯域チャネルの帯域を管理する帯域管理情
報を有するとともに，前記応答の受信後，該可変帯域を設定する移動局の帯域管理情報に
，前記割り当て可能な帯域を設定することにより該帯域管理情報を更新する，
チャネル設定方法。
【０１３０】
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（付記３）　付記１または２において，
前記基地局制御装置は，移動局ごとに設けられた，その移動局に推奨された推奨帯域を有
するとともに，該推奨帯域と前記要求帯域とを比較し，小さい方の帯域を要求帯域として
前記基地局に送信する，
チャネル設定方法。
【０１３１】
（付記４）　付記３において，
前記推奨帯域は，移動局ごとに割り当てられる帯域割り当ての優先度が大きくなるほど，
大きくなるように設定され，
前記優先度は，前記可変帯域チャネルの使用時間Ｔ，ドーマント回数Ｄ，ショートバース
トデータの送受信回数Ｓ，および該帯域可変チャネルの割り当て拒否回数Ａ，重み係数を
Ｋ，ＫT，ＫA，ＫD，およびＫSとすると，
｛（Ｔ×ＫT＋Ａ×ＫA）÷（Ｄ×ＫD＋Ｓ×ＫS）｝×Ｋ
により計算される，
チャネル設定方法。
【０１３２】
（付記５）　移動局と，該移動局と無線通信を行う複数の基地局との間，および，該複数
の基地局と，該複数の基地局と通信し該基地局を制御する基地局制御装置との間に，一定
帯域の第１のチャネルと必要に応じて設定される可変帯域の第２のチャネルとが設定され
る移動通信システムで，前記移動局が前記第１のチャネルにより前記複数の基地局と通信
しているハンドオフ中における前記第２のチャネルの設定方法であって，
前記基地局制御装置が，前記第２のチャネルに必要な要求帯域を，前記第１のチャネルに
より通信している前記複数の基地局に送信し，
前記複数の基地局が，前記要求帯域を受信すると，前記要求帯域以下の割り当て可能な帯
域を前記基地局制御装置に応答し，
前記基地局制御装置が，前記複数の基地局から前記応答を受信すると，該複数の前記割り
当て可能な帯域のうち最小の帯域により，前記第２のチャネルを，前記移動局と前記複数
の基地局との間，および，前記複数の基地局と前記基地局制御装置との間に設定する，
チャネル設定方法。
【０１３３】
（付記６）　移動局と，該移動局と無線通信を行う第１および第２の基地局との間，およ
び，該第１および第２の基地局と，これら基地局と通信し該基地局を制御する基地局制御
装置との間に，一定帯域の第１のチャネルと必要に応じて設定される可変帯域の第２のチ
ャネルとが設定される移動通信システムで，前記移動局が前記第１および第２のチャネル
により前記第１の基地局と通信している時に前記第２の基地局とも同時に通信を開始する
ハンドオフ開始時における前記移動局と前記第２の基地局との間の前記第２のチャネルを
設定する方法であって，
前記基地局制御装置が，前記第２のチャネルに必要な要求帯域を前記第２の基地局に送信
し，
前記第２の基地局が，前記要求帯域を受信すると，前記要求帯域以下の割り当て可能な帯
域を前記基地局制御装置に応答し，
前記基地局制御装置が，前記第２の基地局から前記応答を受信すると，前記割り当て可能
な帯域と，前記第１の基地局との間に設定されている第２のチャネルの帯域とを比較し，
前者が後者より小さい場合には，前記第１の基地局との間に設定されている第２のチャネ
ルの帯域を前者に変更するとともに，前記前者の帯域により，前記第２のチャネルを，前
記移動局と前記第２の基地局との間，および，前記第２の基地局と前記基地局制御装置と
の間に設定する，
チャネル設定方法。
【０１３４】
（付記７）　付記６において，
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前記基地局制御装置は，前記割り当て可能な帯域が前記第１の基地局との間に設定されて
いる第２のチャネルの帯域より大きい場合には，前記第１の基地局との間に設定されてい
る第２のチャネルの帯域により，前記第２のチャネルを，前記移動局と前記第２の基地局
との間，および，前記第２の基地局と前記基地局制御装置との間に設定する，
チャネル設定方法。
【０１３５】
（付記８）　移動局と，該移動局と無線通信を行う基地局との間，および，該基地局と，
該基地局と通信し該基地局を制御する基地局制御装置との間に可変帯域のチャネルを設定
する方法であって，
前記基地局制御装置は，前記移動局の帯域割り当ての優先度と，該優先度に対応して設け
られた推奨される推奨帯域を有するとともに，該推奨帯域と前記要求帯域とを比較し，小
さい方の帯域を確保して前記チャネルを設定し，
前記小さい方の帯域を確保できない場合には，該小さい方の帯域を確保する対象となって
いる移動局よりもランクの低い他の移動局に設定されている前記チャネルの帯域を減少さ
せて帯域を確保する，
チャネル設定方法。
【０１３６】
（付記９）　移動局と，該移動局と無線通信を行う基地局との間，および，該基地局と，
該基地局と通信し該基地局を制御する基地局制御装置との間に設定される可変帯域のチャ
ネルの設定を，該基地局制御装置が行う方法であって，
前記チャネルに必要な要求帯域を前記基地局に送信し，
前記基地局から送信される，前記要求帯域以下の割り当て可能な帯域を受信し，
前記受信された前記割り当て可能な帯域により，前記可変帯域のチャネルを，前記移動局
と前記基地局との間，および，前記基地局と前記基地局制御装置との間に設定する，
チャネル設定方法。
【０１３７】
（付記１０）　移動局と，該移動局と無線通信を行う複数の基地局との間，および，該複
数の基地局と，該複数の基地局と通信し該基地局を制御する基地局制御装置との間に，一
定帯域の第１のチャネルと必要に応じて設定される可変帯域の第２のチャネルとが設定さ
れる移動通信システムで，前記移動局が前記第１のチャネルにより前記複数の基地局と通
信しているハンドオフ中における前記第２のチャネルの設定方法であって，
前記基地局制御装置が，前記第２のチャネルに必要な要求帯域を，前記第１のチャネルに
より通信している前記複数の基地局に送信し，
前記複数の基地局から送信される，前記要求帯域以下の割り当て可能な帯域を受信し，
前記受信された，該複数の前記割り当て可能な帯域のうち最小の帯域により，前記第２の
チャネルを，前記移動局と前記複数の基地局との間，および，前記複数の基地局と前記基
地局制御装置との間に設定する，
チャネル設定方法。
【０１３８】
（付記１１）　移動局と，該移動局と無線通信を行う第１および第２の基地局との間，お
よび，該第１および第２の基地局と，これら基地局と通信し該基地局を制御する基地局制
御装置との間に，一定帯域の第１のチャネルと必要に応じて設定される可変帯域の第２の
チャネルとが設定される移動通信システムで，前記移動局が前記第１および第２のチャネ
ルにより前記第１の基地局と通信している時に，前記第２の基地局とも同時に通信を開始
するハンドオフ開始時における前記移動局と前記第２の基地局との間の前記第２のチャネ
ルを設定する方法であって，
前記基地局制御装置が，前記第２のチャネルに必要な要求帯域を前記第２の基地局に送信
し，
前記第２の基地局から送信される，前記要求帯域以下の割り当て可能な帯域を受信し，
前記受信された前記割り当て可能な帯域と，前記第１の基地局との間に設定されている第
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２のチャネルの帯域とを比較し，前者が後者より小さい場合には，前記第１の基地局との
間に設定されている第２のチャネルの帯域を前者に変更するとともに，前記前者の帯域に
より，前記第２のチャネルを，前記移動局と前記第２の基地局との間，および，前記第２
の基地局と前記基地局制御装置との間に設定する，
チャネル設定方法。
【０１３９】
（付記１２）　移動局，該移動局と無線通信を行う基地局，および該基地局と通信し該基
地局を制御する基地局制御装置を有し，前記移動局と前記基地局との間，および，前記基
地局と前記基地局制御装置との間に可変帯域のチャネルが設定される移動通信システムで
あって，
前記基地局制御装置は，前記チャネルに必要な要求帯域を前記基地局に送信する送信部と
，
該送信部による送信に応答して前記基地局から送信される割り当て可能な帯域を受信する
第１の受信部と，
前記第１の受信部により受信された前記割り当て可能な帯域により，前記チャネルを，前
記移動局と前記基地局との間，および，前記基地局と前記基地局制御装置との間に設定す
る設定部と，を備え，
前記基地局は，前記基地局制御装置の前記送信部から送信された要求帯域を受信する第２
の受信部と，
前記第２の受信部により受信された前記要求帯域以下の割り当て可能な帯域を前記基地局
制御装置に応答する応答部と，を備えている，
移動通信システム。
【０１４０】
（付記１３）　移動局，該移動局と無線通信を行う複数の基地局，および該複数の基地局
と通信し該基地局を制御する基地局制御装置を有し，前記移動局と前記基地局との間，お
よび，前記基地局と前記基地局制御装置との間に，一定帯域の第１のチャネルと必要に応
じて設定される可変帯域の第２のチャネルとが設定される移動通信システムであって，
前記基地局制御装置は，前記移動局が前記第１のチャネルにより前記複数の基地局と通信
しているハンドオフ中に，前記第２のチャネルの設定が必要になると，該第２のチャネル
に必要な要求帯域を，前記第１のチャネルにより通信している前記複数の基地局に送信す
る送信部と，
該送信部による送信に応答して前記基地局から送信される割り当て可能な帯域を受信する
第１の受信部と，
前記第１の受信部により受信された前記複数の前記割り当て可能な帯域のうち最小の帯域
により，前記第２のチャネルを，前記移動局と前記複数の基地局との間，および，前記複
数の基地局と前記基地局制御装置との間に設定する設定部と，を備え
前記複数の基地局は，前記要求帯域を受信する第２の受信部と，
前記第２の受信部により受信された要求帯域以下の割り当て可能な帯域を前記基地局制御
装置に応答する応答部と，を備えている，
移動通信システム。
【０１４１】
（付記１４）　移動局，該移動局と無線通信を行う第１および第２の基地局，ならびに該
第１および第２の基地局と通信し該基地局を制御する基地局制御装置を有し，該移動局と
該第１および第２の基地局との間，および，該第１および第２の基地局と該基地局制御装
置との間に，一定帯域の第１のチャネルと必要に応じて設定される可変帯域の第２のチャ
ネルとが設定される移動通信システムであって，
前記基地局制御装置は，前記移動局が前記第１および第２のチャネルにより前記第１の基
地局と通信している時に前記第２の基地局とも同時に通信を開始するハンドオフ開始時に
，前記第２のチャネルに必要な要求帯域を前記第２の基地局に送信する送信部と，
前記送信部の送信に応答して第２の基地局から送信される割り当て可能な帯域を受信する
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第１の受信部と，
前記第１の受信部により受信された割り当て可能な帯域と，前記第１の基地局との間に設
定されている第２のチャネルの帯域とを比較し，前者が後者より小さい場合には，前記第
１の基地局との間に設定されている第２のチャネルの帯域を前者に変更する変更部と，
前記前者の帯域により，前記第２のチャネルを，前記移動局と前記第２の基地局との間，
および，前記第２の基地局と前記基地局制御装置との間に設定する設定部と，を備え，
前記第２の基地局が，前記基地局制御装置の前記送信部により送信された要求帯域を受信
する第２の受信部と，
前記第２の受信部により受信された要求帯域以下の割り当て可能な帯域を前記基地局制御
装置に応答する応答部と，を備えている，
移動通信システム。
【０１４２】
（付記１５）　移動局と，該移動局と通信を行う基地局と，該基地局と通信し該基地局を
制御する基地局制御装置との間に可変帯域のチャネルを設定する前記基地局制御装置であ
って，
前記チャネルに必要な要求帯域を含む帯域割り当て要求を前記基地局に送信する送信部と
，
前記基地局から送信される，前記要求帯域以下の割り当て可能な帯域を含む帯域割り当て
応答を受信する受信部と，
前記受信部により受信された前記割り当て可能な帯域により，前記可変帯域のチャネルを
前記移動局と前記基地局と前記基地局制御装置との間に設定するチャネル設定部と，
を備えている基地局制御装置。
【０１４３】
（付記１６）　移動局，該移動局と無線通信を行う複数の基地局，および該複数の基地局
と通信し該基地局を制御する基地局制御装置を有し，前記移動局と前記基地局との間，お
よび，前記基地局と前記基地局制御装置との間に，一定帯域の第１のチャネルと必要に応
じて設定される可変帯域の第２のチャネルとが設定される移動通信システムにおける該基
地局制御装置であって，
前記移動局が前記第１のチャネルにより前記複数の基地局と通信しているハンドオフ中に
，前記第２のチャネルの設定が必要になると，該第２のチャネルに必要な要求帯域を，前
記第１のチャネルにより通信している前記複数の基地局に送信する送信部と，
該送信部による送信に応答して前記基地局から送信される割り当て可能な帯域を受信する
第１の受信部と，
前記第１の受信部により受信された前記複数の前記割り当て可能な帯域のうち最小の帯域
により，前記第２のチャネルを，前記移動局と前記複数の基地局との間，および，前記複
数の基地局と前記基地局制御装置との間に設定する設定部と，
を備えている基地局制御装置。
【０１４４】
（付記１７）　移動局，該移動局と無線通信を行う第１および第２の基地局，ならびに該
第１および第２の基地局と通信し該基地局を制御する基地局制御装置を有し，該移動局と
該第１および第２の基地局との間，および，該第１および第２の基地局と該基地局制御装
置との間に，一定帯域の第１のチャネルと必要に応じて設定される可変帯域の第２のチャ
ネルとが設定される移動通信システムにおける基地局制御装置であって，
前記移動局が前記第１および第２のチャネルにより前記第１の基地局と通信している時に
前記第２の基地局とも同時に通信を開始するハンドオフ開始時に，前記第２のチャネルに
必要な要求帯域を前記第２の基地局に送信する送信部と，
前記送信部の送信に応答して第２の基地局から送信される割り当て可能な帯域を受信する
第１の受信部と，
前記第１の受信部により受信された割り当て可能な帯域と，前記第１の基地局との間に設
定されている第２のチャネルの帯域とを比較し，前者が後者より小さい場合には，前記第
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１の基地局との間に設定されている第２のチャネルの帯域を前者に変更する変更部と，
前記前者の帯域により，前記第２のチャネルを，前記移動局と前記第２の基地局との間，
および，前記第２の基地局と前記基地局制御装置との間に設定する設定部と，
を備えている基地局制御装置。
【０１４５】
（付記１８）　移動局と，該移動局と無線通信を行う基地局との間，および，該基地局と
，該基地局と通信し該基地局を制御する基地局制御装置との間に可変帯域のチャネルを設
定する基地局制御装置であって，
前記移動局の帯域割り当ての優先度と，該優先度に対応して設けられた推奨される推奨帯
域を有するとともに，該推奨帯域と前記要求帯域とを比較し，小さい方の帯域を確保して
前記チャネルを設定する設定部と，
前記小さい方の帯域を確保できない場合には，該小さい方の帯域を確保する対象となって
いる移動局よりも優先度の低い他の移動局に設定されている前記チャネルの帯域を減少さ
せて帯域を確保する帯域調整部と，
を備えている基地局制御装置。
【０１４６】
【発明の効果】
本発明によると，可変帯域を有するチャネル（たとえばcdma2000方式における補助チャネ
ル）の帯域を有効利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　cdma2000方式を採用する通信システムの構成を示すブロック図である。
【図２】ＢＳＣが有する加入者データテーブルを示す。
【図３】ＢＳＣが有するレート管理情報を示す。
【図４】ハンドオフ時以外におけるフォワード方向のＳｃｈの設定処理の流れを示すシー
ケンス図である。
【図５】ハンドオフ時以外におけるリバース方向のＳｃｈ設定の処理の流れを示すシーケ
ンス図である。
【図６】ＢＳＣにおけるＦ－Ｓｃｈの要求レートが，図２に示す加入者データテーブルの
最大許容Ｓｃｈレートよりも大きい場合のシーケンス図である。
【図７】ＢＳＣにおけるＲ－Ｓｃｈの要求レートが，図２に示す加入者データテーブルの
最大許容Ｓｃｈレートよりも大きい場合のシーケンス図である。
【図８】ハンドオフ設定（開始）時におけるフォワード方向のＳｃｈの設定処理の流れを
示すシーケンス図である。
【図９】ハンドオフ設定（開始）時におけるフォワード方向のＳｃｈの設定処理の流れを
示すシーケンス図である。
【図１０】ハンドオフ設定（開始）時におけるリバース方向のＳｃｈの設定処理の流れを
示すシーケンス図である。
【図１１】ハンドオフ設定（開始）時におけるリバース方向のＳｃｈの設定処理の流れを
示すシーケンス図である。
【図１２】Ｆ－Ｔｃｈによる２ウェイハンドオフ通話中におけるＦ－Ｓｃｈの設定の流れ
を示すシーケンス図である。
【図１３】Ｒ－Ｔｃｈによる２ウェイハンドオフ通話中におけるＲ－Ｓｃｈの設定の流れ
を示すシーケンス図である。
【図１４】推奨レートデータベースの構造の一例を示す。
【図１５】推奨レートデータベースを用いたＳｃｈの帯域割り当ておよび接続処理の流れ
を示すフローチャートである。
【図１６】推奨レートデータベースを用いたＳｃｈの帯域割り当ておよび接続処理の流れ
を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１　移動局（ＭＳ／ＳＵ）
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２，３　基地局（ＢＴＳ）
４　基地局制御装置（ＢＳＣ）
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