
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局は、該基地局がカバーす ルに存在する複数の移動局に対して、第１のチャネ
ルを用いて第１の通信サービスを提供し、第２のチャネルを用いて第２の通信サービスを
提供し、

前記基地局に接続された基地局制
御装置は、前 ルで使用中のチャネルに応じて負荷を計算し、前記負荷が前記第１のチ
ャネルのためのしきい値以下の場合には、第１のチャネルの割当を許可し、前記負荷が前
記第２のチャネルのためのしきい値以下の場合には、第２のチャネルの割当を許 るセ
ルラシステムの無線回線制御方法において、
　前 ルにおいて少なくとも一つの移動局が第２のチャネルを使用しており、前 ル
の負荷が、前記第１のチャネルのためのしきい値を超えている場合には、

第２のチャネル 送速度が 低いチャネルに変更するステップを含むことを特徴と
するセルラシステムにおける無線回線制御方法。
【請求項２】
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るセ

前記第２のチャネルとしては少なくとも 2以上の異なる伝送速度のチャネルから
いずれかの伝送速度のチャネルを設定することができ、

記セ

可す

記セ 記セ
少なくとも１つ

の を伝 より

前記基地局制御装置は、前記負荷がハンドオーバのためのしきい値以下の場合に、前記
セルに隣接する隣接セルにおいて第１のチャネル又は第２のチャネルの一方のチャネルを
使用中の移動局に対して、前記隣接セルにおいて第１のチャネルを使用中の移動局には前
記セルにおいても第１のチャネルの使用を許可し、前記隣接セルにおいて第２のチャネル
を使用中の移動局には、前記セルにおいても第２のチャネルの使用を許可することを特徴



【請求項３】
　前記ハンドオーバのためのしきい値を前記第１のチャネルのためのしきい値よりも高い
値に設定したことを特徴とする請求項１ 記載のセルラシステムにお
ける無線回線制御方法。
【請求項４】
　前記第１のセルの負荷が、前記第２のチャネルのためのしきい値よりも低い場合、或い
は前記第２のチャネルのためのしきい値よりも低い値に設定した別のしきい値よりも低い
場合には、 伝送速度が 高いチャネルを割り当てることを特
徴とする請求項１ に記載のセルラシステムにおける無線回線制御方法。
【請求項５】
　前記伝送速度が低いチャネルとして、複数の移動局に対してデータ送信を行うことがで
きる共通チャネルを含むことを特徴とする請求項１ に記載のセルラシス
テムにおける無線回線制御方法。
【請求項６】
　第１の通信サービスは、回線交換通信サービスであり、第２の通信サービスは、パケッ
ト交換通信サービスであることを特徴とする請求項１ に記載のセルラシ
ステムにおける無線回線制御方法。
【請求項７】
　第１の通信サービスは、トラヒッククラスがカンバセーショナルまたはストリーミング
であるリアルタイム通信サービスであり、第２の通信サービスは、トラヒッククラスがイ
ンタラクティブまたはバックグランドであるノン・リアルタイム通信サービスであること
を特徴とする請求項１ に記載のセルラシステムにおける無線回線制御方
法。
【請求項８】
　第１の通信サービスは、高優先度の通信サービスであり、第２の通信サービスは、低優
先度の通信サービスであることを特徴とする請求項１ に記載のセルラシ
ステムにおける無線回線制御方法。
【請求項９】
　

　

　

【請求項１０】
　

【請求項１１】
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とする請求項１に記載のセルラシステムにおける無線回線制御方法。

または２のいずれかに

前記第２のチャネルとして より
乃至３のいずれか

乃至４のいずれか

乃至５のいずれか

乃至６のいずれか

乃至７のいずれか

基地局と、基地局制御装置と、該基地局がカバーするセルに存在する複数の移動局とか
ら構成され、前記基地局は前記移動局に対して第１のチャネルを用いて第１の通信サービ
スを提供し、前記第２のチャネルとしては少なくとも 2以上の異なる伝送速度のチャネル
からいずれかの伝送速度のチャネルを設定することができ、第２のチャネルを用いて第２
の通信サービスを提供するセルラシステムにおける基地局制御装置であって、

前記セルで使用中のチャネルに応じて負荷を計算し、前記負荷が前記第１のチャネルの
ためのしきい値以下の場合には、第１のチャネルの割当を許可し、前記負荷が前記第２の
チャネルのためのしきい値以下の場合には、第２のチャネルの割当を許可し、

前記セルにおいて少なくとも一つの移動局が第２のチャネルを使用しており、前記セル
の負荷が、前記第１のチャネルのためのしきい値を超えている場合には、少なくとも１つ
の第２のチャネルを伝送速度がより低いチャネルに変更することを特徴とする基地局制御
装置。

前記負荷がハンドオーバのためのしきい値以下の場合に、前記セルに隣接する隣接セル
において第１のチャネル又は第２のチャネルの一方のチャネルを使用中の移動局に対して
、前記隣接セルにおいて第１のチャネルを使用中の移動局には前記セルにおいても第１の
チャネルの使用を許可し、前記隣接セルにおいて第２のチャネルを使用中の移動局には、
前記セルにおいても第２のチャネルの使用を許可することを特徴とする請求項９に記載の
基地局制御装置。

基地局と、基地局制御装置と、該基地局がカバーするセルに存在する複数の移動局とか



　

　

【請求項１２】
　

【請求項１３】
　

　

　

　

　

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電話とインターネット接続などのように、複数の種類の通信サービスを提供
するセルラシステムにおける無線回線制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、セルラシステムでは、電話や TV電話などの通信サービスに加えて、インターネッ
ト接続などのデータ通信サービスを提供している。電話は、回線交換（ＣＳ： Circuit Sw
itch）によって情報の転送を行い、データ通信は、パケット交換（ＰＳ： Packet Switch
）によって情報の転送を行うことが多いため、以下の説明では、音声通信の呼をＣＳ呼、
データ通信の呼をＰＳ呼と呼ぶ。
【０００３】
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ら構成され、前記基地局は前記移動局に対して第１のチャネルを用いて第１の通信サービ
スを提供し、前記第２のチャネルとしては少なくとも 2以上の異なる伝送速度のチャネル
からいずれかの伝送速度のチャネルを設定することができ、第２のチャネルを用いて第２
の通信サービスを提供するセルラシステムであって、

前記基地局制御装置は、前記セルで使用中のチャネルに応じて負荷を計算し、前記負荷
が前記第１のチャネルのためのしきい値以下の場合には、第１のチャネルの割当を許可し
、前記負荷が前記第２のチャネルのためのしきい値以下の場合には、第２のチャネルの割
当を許可し、

前記セルにおいて少なくとも一つの移動局が第２のチャネルを使用しており、前記セル
の負荷が、前記第１のチャネルのためのしきい値を超えている場合には、少なくとも１つ
の第２のチャネルを伝送速度がより低いチャネルに変更することを特徴とするセルラシス
テム。

前記基地局制御装置は、前記負荷がハンドオーバのためのしきい値以下の場合に、前記
セルに隣接する隣接セルにおいて第１のチャネル又は第２のチャネルの一方のチャネルを
使用中の移動局に対して、前記隣接セルにおいて第 1のチャネルを使用中の移動局には前
記セルにおいても第１のチャネルの使用を許可し、前記隣接セルにおいて第２のチャネル
を使用中の移動局には、前記セルにおいても第２のチャネルの使用を許可することを特徴
とする請求項１１に記載のセルラシステム。

基地局と、基地局制御装置と、該基地局がカバーするセルに存在する複数の移動局とか
ら構成され、

前記基地局は前記移動局に対して第１のチャネルを用いて第１の通信サービスを提供し
、第２のチャネルを用いて第２の通信サービスを提供し、前記第２のチャネルとしては少
なくとも 2以上の異なる伝送速度のチャネルからいずれかの伝送速度のチャネルを設定す
ることができ、

前記基地局制御装置は、前記セルで使用中のチャネルに応じて負荷を計算し、前記負荷
が前記第１のチャネルのためのしきい値以下の場合には、第１のチャネルの割当を許可し
、前記負荷が前記第２のチャネルのためのしきい値以下の場合には、第２のチャネルの割
当を許可し、

前記セルにおいて少なくとも一つの移動局が第２のチャネルを使用しており、前記セル
の負荷が、前記第１のチャネルのためのしきい値を超えている場合には、少なくとも１つ
の第２のチャネルを伝送速度がより低いチャネルに変更するチャネル変更の指示を行う、
セルラシステムにおける基地局であって、

前記基地局制御装置から前記チャネル変更の指示を受けたときは、前記移動局との間で
使用する少なくとも１つの第２のチャネルを伝送速度がより低いチャネルに変更すること
を特徴とする基地局。



　ＣＳ呼は、できるだけ呼損を発生させないようにしながら、ＰＳ呼のトラヒックをでき
るだけ多く収容することが求められている。また、ハンドオーバの失敗率は、ＣＳ呼の場
合でも、ＰＳ呼の場合でも、呼接続の失敗率よりも小さくすることが求められている。そ
の理由は、ＣＳ呼の場合では、ハンドオーバに失敗すると、電話が途中で切断されること
になり、その利用者は通信の目的が達成されないことになるからである。また、ＰＳ呼の
場合では、ハンドオーバに失敗すると、データの送信が中断され、データを再度送信する
ことになる場合が多く、最初のデータ送信に用いたリソースが無駄になるからである。さ
らに、使用中のチャネルの通信品質を維持することも求められている。
【０００４】
　これらの要求を満足するため、図５に示すように、一般的なセルラシステムでは、各セ
ルの負荷を計算し、その負荷が所定の呼設定しきい値を超える場合には、チャネルを割り
当てず、呼設定しきい値以下のときにチャネルを割り当てる。また、ＰＳ呼設定しきい値
は、ＣＳ呼設定しきい値よりも低く設定し、負荷がＰＳ呼設定しきい値以上のときには、
ＰＳ呼にチャネルを新たに割り当てないことで、ＣＳ呼を収容するためのリソースを確保
して、ＣＳ呼の呼損率を低くしている。さらに、移動局が最初にチャネルを割り当てられ
たセルから、別のセルにハンドオーバする場合には、ハンドオーバ先のセルにおける負荷
がハンドオーバしきい値以下のときにチャネルを割り当てるが、ハンドオーバしきい値を
ＣＳ呼設定しきい値とＰＳ呼設定しきい値の何れよりも高く設定することで、ハンドオー
バの失敗確率を低くしている。
【０００５】
　しかし、ＣＳ呼やＰＳ呼のハンドオーバを行う際、セルの負荷がＣＳ呼設定しきい値よ
りも高いときにチャネルを割り当てることがあるために、セルの負荷がＣＳ呼設定しきい
値を超える確率が高くなり、ＣＳ呼の呼損率が高くなるという欠点がある。
【０００６】
　近年は、リアルタイムの音声通信もパケット交換によって情報が転送される場合がある
が、ＣＳ呼とＰＳ呼を、トラヒッククラスがカンバセーショナル（ Conversational）また
はストリーミング（ Streaming）であるリアルタイム通信サービスの呼と、トラヒックク
ラスがインタラクティブ（ Interactive）またはバックグランド（ Background）であるノ
ン・リアルタイム通信サービスの呼に、それぞれ置き換えても、全く同様の欠点がある。
さらに、ＣＳ呼とＰＳ呼を、高優先度の通信サービスの呼と低優先度の通信サービスの呼
にそれぞれ置き換えても全く同様の欠点がある。
【０００７】
　特許文献１には、新たな呼が発生したときに、当初は、当該呼にパケット交換用の通信
チャネルを割り当て、パケット交換用の通信チャネルを用いた前記呼の通信時間が所定時
間を超えた場合、あるいは、前記呼におけるパケットの衝突の頻度が所定値を超えた場合
に、前記呼に割り当てる通信チャネルを、パケット交換用の通信チャネルから回線交換用
の通信チャネルに移行させる、回線交換とパケット交換の切替方法が開示されている。
【０００８】
　特許文献２には、親局と複数の子局が対向し、 CDT(Cyclic Digital Telemeter)方式に
よってサイクリックにデータ伝送を行う場合に、親局が処理負荷を測定し、測定負荷に応
じて各チャネルの通信速度に変更することが開示されている。
【０００９】
　特許文献３は、要求された呼接続に割り当てるチャネルレートを、占有セル容量によっ
て決定することが開示されている。
【００１０】
【特許文献１】特開２００２－２１７９８６号公報
【特許文献２】特開平１１－１８１７５号公報
【特許文献３】特表２００２－５０３０６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１１】
　本発明は、上述の欠点を除去し、パケット交換通信サービスの呼（ＰＳ呼）のトラヒッ
クをできるだけ多く収容できるようにすると同時に、回線交換通信サービスの呼（ＣＳ呼
）の呼損率とＣＳ呼とＰＳ呼のハンドオーバの失敗率を低くすることを目的とする。
【００１２】
　更に、本発明は、ノン・リアルタイム通信サービスや低優先度の通信サービスのトラヒ
ックをできるだけ多く収容できるようにすると同時に、リアルタイム通信サービスや高優
先度の通信サービスの呼損率とハンドオーバの失敗率を低くすることも目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明によるセルラシステムにおける無線回線制御方法

は、以下のとおりである。
【００１４】
　（１）　基地局は、該基地局がカバーす ルに存在する複数の移動局に対して、第１
のチャネルを用いて第１の通信サービスを提供し、第２のチャネルを用いて第２の通信サ
ービスを提供し、

前記基地局に接続された
基地局制御装置は、前 ルで使用中のチャネルに応じて負荷を計算し、前記負荷が前記
第１のチャネルのためのしきい値以下の場合には、第１のチャネルの割当を許可し、前記
負荷が前記第２のチャネルのためのしきい値以下の場合には、第２のチャネルの割当を許

るセルラシステムの無線回線制御方法において、
　前 ルにおいて少なくとも一つの移動局が第２のチャネルを使用しており、前 ル
の負荷が、前記第１のチャネルのためのしきい値を超えている場合には、

第２のチャネル 送速度が 低いチャネルに変更するステップを含むことを特徴と
するセルラシステムにおける無線回線制御方法

。
【００１５】
　（ ）　前記ハンドオーバのためのしきい値を前記第１のチャネルのためのしきい値よ
りも高い値に設定したことを特徴とする上記（１） 記載のセル
ラシステムにおける無線回線制御方法。
【００１６】
　（ ）　前記第１のセルの負荷が、前記第２のチャネルのためのしきい値よりも低い場
合、或いは前記第２のチャネルのためのしきい値よりも低い値に設定した別のしきい値よ
りも低い場合には、 伝送速度が 高いチャネルを割り当てる
ことを特徴とする上記（１） に記載のセルラシステムにおける無線
回線制御方法。
【００１７】
　（ ）　前記伝送速度が低いチャネルとして、複数の移動局に対してデータ送信を行う
ことができる共通チャネルを含むことを特徴とする上記（１） に記
載のセルラシステムにおける無線回線制御方法。
【００１８】
　（ ）　第１の通信サービスは、回線交換通信サービスであり、第２の通信サービスは
、パケット交換通信サービスであることを特徴とする上記（１） に
記載のセルラシステムにおける無線回線制御方法。
【００１９】
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、本発明による基地局制御装置
、本発明によるセルラシステム、本発明による基地局

るセ

前記第２のチャネルとしては少なくとも 2以上の異なる伝送速度のチャ
ネルからいずれかの伝送速度のチャネルを設定することができ、

記セ

可す
記セ 記セ

少なくとも１つ
の を伝 より

。
　（２）　前記基地局制御装置は、前記負荷がハンドオーバのためのしきい値以下の場合
に、前記セルに隣接する隣接セルにおいて第１のチャネル又は第２のチャネルの一方のチ
ャネルを使用中の移動局に対して、前記隣接セルにおいて第１のチャネルを使用中の移動
局には前記セルにおいても第１のチャネルの使用を許可し、前記隣接セルにおいて第２の
チャネルを使用中の移動局には、前記セルにおいても第２のチャネルの使用を許可するこ
とを特徴とする上記（１）に記載のセルラシステムにおける無線回線制御方法

３
または（２）のいずれかに

４

前記第２のチャネルとして より
乃至（３）のいずれか

５
乃至（４）のいずれか

６
乃至（５）のいずれか



　（ ）　第１の通信サービスは、トラヒッククラスがカンバセーショナルまたはストリ
ーミングであるリアルタイム通信サービスであり、第２の通信サービスは、トラヒックク
ラスがインタラクティブまたはバックグランドであるノン・リアルタイム通信サービスで
あることを特徴とする上記（１） に記載のセルラシステムにおける
無線回線制御方法。
【００２０】
　 　第１の通信サービスは、高優先度の通信サービスであり、第２の通信サービス
は、低優先度の通信サービスであることを特徴とする上記（１） に
記載のセルラシステムにおける無線回線制御方法
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７

乃至（６）のいずれか

（８）
乃至（７）のいずれか

。
　（９）　基地局と、基地局制御装置と、該基地局がカバーするセルに存在する複数の移
動局とから構成され、前記基地局は前記移動局に対して第１のチャネルを用いて第１の通
信サービスを提供し、前記第２のチャネルとしては少なくとも 2以上の異なる伝送速度の
チャネルからいずれかの伝送速度のチャネルを設定することができ、第２のチャネルを用
いて第２の通信サービスを提供するセルラシステムにおける基地局制御装置であって、

前記セルで使用中のチャネルに応じて負荷を計算し、前記負荷が前記第１のチャネルの
ためのしきい値以下の場合には、第１のチャネルの割当を許可し、前記負荷が前記第２の
チャネルのためのしきい値以下の場合には、第２のチャネルの割当を許可し、

前記セルにおいて少なくとも一つの移動局が第２のチャネルを使用しており、前記セル
の負荷が、前記第１のチャネルのためのしきい値を超えている場合には、少なくとも１つ
の第２のチャネルを伝送速度がより低いチャネルに変更することを特徴とする基地局制御
装置。
　（１０）　前記負荷がハンドオーバのためのしきい値以下の場合に、前記セルに隣接す
る隣接セルにおいて第１のチャネル又は第２のチャネルの一方のチャネルを使用中の移動
局に対して、前記隣接セルにおいて第１のチャネルを使用中の移動局には前記セルにおい
ても第１のチャネルの使用を許可し、前記隣接セルにおいて第２のチャネルを使用中の移
動局には、前記セルにおいても第２のチャネルの使用を許可することを特徴とする上記（
９）に記載の基地局制御装置。
　（１１）　基地局と、基地局制御装置と、該基地局がカバーするセルに存在する複数の
移動局とから構成され、前記基地局は前記移動局に対して第１のチャネルを用いて第１の
通信サービスを提供し、前記第２のチャネルとしては少なくとも 2以上の異なる伝送速度
のチャネルからいずれかの伝送速度のチャネルを設定することができ、第２のチャネルを
用いて第２の通信サービスを提供するセルラシステムであって、

前記基地局制御装置は、前記セルで使用中のチャネルに応じて負荷を計算し、前記負荷
が前記第１のチャネルのためのしきい値以下の場合には、第１のチャネルの割当を許可し
、前記負荷が前記第２のチャネルのためのしきい値以下の場合には、第２のチャネルの割
当を許可し、

前記セルにおいて少なくとも一つの移動局が第２のチャネルを使用しており、前記セル
の負荷が、前記第１のチャネルのためのしきい値を超えている場合には、少なくとも１つ
の第２のチャネルを伝送速度がより低いチャネルに変更することを特徴とするセルラシス
テム。
　（１２）　前記基地局制御装置は、前記負荷がハンドオーバのためのしきい値以下の場
合に、前記セルに隣接する隣接セルにおいて第１のチャネル又は第２のチャネルの一方の
チャネルを使用中の移動局に対して、前記隣接セルにおいて第 1のチャネルを使用中の移
動局には前記セルにおいても第１のチャネルの使用を許可し、前記隣接セルにおいて第２
のチャネルを使用中の移動局には、前記セルにおいても第２のチャネルの使用を許可する
ことを特徴とする上記（１１）に記載のセルラシステム。
　（１３）　基地局と、基地局制御装置と、該基地局がカバーするセルに存在する複数の
移動局とから構成され、

前記基地局は前記移動局に対して第１のチャネルを用いて第１の通信サービスを提供し
、第２のチャネルを用いて第２の通信サービスを提供し、前記第２のチャネルとしては少



　

　

　

。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、パケット交換通信サービスの呼（ＰＳ呼）のトラヒックをできるだけ
多く収容できるようにすると同時に、回線交換通信サービスの呼（ＣＳ呼）の呼損率とＣ
Ｓ呼とＰＳ呼のハンドオーバの失敗率を低くする効果がある。
【００２２】
　また、本発明によれば、ノン・リアルタイム通信サービスや低優先度の通信サービスの
トラヒックをできるだけ多く収容すると同時に、リアルタイム通信サービスや高優先度の
通信サービスの呼損率とハンドオーバの失敗率を低くする効果もある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。
【００２４】
　以下に詳述するように、本発明では、第１のセルの負荷が第１のチャネルの呼設定しき
い値よりも高くなると、第２のチャネルの伝送速度を低いチャネルに変更する（または共
通チャネルに変更する）ため、第１のセルの負荷が下がり、第１のチャネルが呼損となる
状態でなくなり、第１の通信サービスの呼損率が低下する。また、同時に、ハンドオーバ
しきい値が第１のチャネルの呼設定しきい値よりも高くなっているため、ハンドオーバの
失敗率が低くなる。
【００２５】
　第１のセルの負荷が第１のチャネルの呼設定しきい値よりも高くなったとき、第２のチ
ャネルの伝送速度が低いチャネルに変更しない場合では、第１のチャネルの呼損率を低く
抑えるために、第２のチャネルの呼設定しきい値を低く設定する必要がある。しかし、本
発明では、第２のチャネルの呼設定しきい値を比較的高く設定しても第１の通信サービス
の呼損率を低く抑えることができ、同時に、第２のチャネルの呼設定しきい値を比較的高
く設定することで、第２の通信サービスのトラヒック収容能力を大きくできる。
【００２６】
　図１を参照すると、本発明を実施するセルラシステムは、基地局１及び２、基地局１及
び２がカバーする第１及び第２のセル３及び４、基地局に接続された基地局制御装置（Ｂ
ＳＣ： Base Station Controller）５、及び移動局６、７、８、及び９から構成される。
このセルラシステムは、この他に多数の基地局と移動局を含むが、図示は省略する。この
セルラシステムは、無線アクセス方式として CDMA（ Code-Division Multiple Access）方
式を採用している。
【００２７】
　本発明の第１の実施例では、セルラシステムは、第１の通信サービスとして、音声通信
サービスを提供し、第２の通信サービスとして、データ通信サービスを提供する。
【００２８】

10

20

30

40

50

(7) JP 4019282 B2 2007.12.12

なくとも 2以上の異なる伝送速度のチャネルからいずれかの伝送速度のチャネルを設定す
ることができ、

前記基地局制御装置は、前記セルで使用中のチャネルに応じて負荷を計算し、前記負荷
が前記第１のチャネルのためのしきい値以下の場合には、第１のチャネルの割当を許可し
、前記負荷が前記第２のチャネルのためのしきい値以下の場合には、第２のチャネルの割
当を許可し、

前記セルにおいて少なくとも一つの移動局が第２のチャネルを使用しており、前記セル
の負荷が、前記第１のチャネルのためのしきい値を超えている場合には、少なくとも１つ
の第２のチャネルを伝送速度がより低いチャネルに変更するチャネル変更の指示を行う、
セルラシステムにおける基地局であって、

前記基地局制御装置から前記チャネル変更の指示を受けたときは、前記移動局との間で
使用する少なくとも１つの第２のチャネルを伝送速度がより低いチャネルに変更すること
を特徴とする基地局



　音声通信は、回線交換（ＣＳ： Circuit Switch）によって情報の転送を行い、データ通
信は、パケット交換（ＰＳ： Packet Switch）によって情報の転送を行うものとする。従
って、以下の説明では、音声通信の呼をＣＳ呼、データ通信の呼をＰＳ呼と呼ぶ。
【００２９】
　基地局制御装置５は、音声通信サービスを提供する場合には、基地局と移動局の間に音
声チャネルを設定し、データ通信サービスを提供する場合には、データチャネルを設定す
る。これらの音声チャネルとデータチャネルには、上り回線（ Uplink）と下り回線（ Down
link）が存在する。音声チャネルは、 Uplinkと Downlinkは同一の伝送速度となっている。
一方、データチャネルは、 Uplinkの伝送速度は一定（例えば、 64kbps）であるが、 Downli
nkでは、複数の伝送速度（例えば、 256 kbps及び 64 kbps）のチャネルが存在するものと
する。
【００３０】
　このように、このセルラシステムでは、音声チャネルは、上りと下りで同一の伝送速度
を用いており、また、上りのデータチャネルは低い伝送速度のみであるとすると、上りの
負荷は、下りの負荷よりも常に小さいため、下りの負荷のみに応じて、ＣＳ呼設定、ＰＳ
呼設定、ハンドオーバの実施、及びデータチャネルの伝送速度の変更を決定するものとす
る。
【００３１】
　基地局制御装置は、第１及び第２のセルの各々について、チャネルを設定または開放す
る毎に、下り回線の負荷Ｌを、下記の式のように、伝送速度と所要Ｅｂ／Ｎｏの積を全チ
ャネルについて加算することにより計算する。
【００３２】
【数１】
　
　
　
　
　
【００３３】
　ここで、
　Ｒ（ｉ）：チャネルｉの伝送速度
　Ｅ（ｉ）：チャネルｉの所要Ｅｂ／Ｎｏ（ビット当たり電力／帯域当たり雑音電力）
　Ｎ：セルにおいて設定されているチャネル数
である。
【００３４】
　基地局制御装置には、ＣＳ呼設定しきい値、ＰＳ呼設定しきい値、ハンドオーバしきい
値の各々に対して、ハンドオーバしきい値が最も高く、ＰＳ呼設定しきい値が最も低くな
るように数値を設定しておく。ハンドオーバしきい値は、セルの負荷がハンドオーバしき
い値と等しくなったときに、下りの基地局送信電力が上限を超えないように決定する。例
えば、ハンドオーバしきい値は、セルの負荷がハンドオーバしきい値と等しくなったとき
に、下りの基地局送信電力が上限の９０％になるように設定し、ＣＳ呼設定しきい値は、
ハンドオーバしきい値の８０％の値、ＰＳ呼設定しきい値は、ハンドオーバしきい値の６
０％の値とする。
【００３５】
　図２は、基地局制御装置における第１のセル３に関するＣＳ呼設定、ＰＳ呼設定、ハン
ドオーバ、及びデータチャネルの伝送速度の変更を含む無線回線制御のフロー図である。
【００３６】
　基地局制御装置は、音声チャネルの設定要求が発生したとき、第１のセル３の負荷（Ｌ
）がＣＳ呼設定しきい値（ＴｈＣＳ）より低い場合は、音声チャネルの設定を行う（ステ
ップＳ１～Ｓ３）。
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【００３７】
　データチャネルの設定要求が発生したとき、第１のセル３の負荷（Ｌ）がＰＳ呼設定し
きい値（ＴｈＰＳ）よりも低い場合は、高い伝送速度のデータチャネルを設定する（ステ
ップＳ４～Ｓ６）。
【００３８】
　ハンドオーバによる音声チャネルまたはデータチャネルの設定要求が発生したとき、第
１のセル３の負荷（Ｌ）がハンドオーバしきい値（ＴｈＨＯ）よりも低い場合は、要求さ
れたチャネルを設定する（ステップＳ７～Ｓ９）。このとき、要求されるチャネルは、ハ
ンドオーバ前から設定されていたチャネルと同じ種別（音声チャネルまたはデータチャネ
ル）で、データチャネルの場合は同じ伝送速度のチャネルである。
【００３９】
　音声通信またはデータ通信が終了し、チャネルの開放要求があると、チャネルを開放す
る（ステップＳ１０～Ｓ１１）。
【００４０】
　第１のセル３の負荷（Ｌ）をＣＳ呼設定しきい値（ＴｈＣＳ）と比較し、セルの負荷が
ＣＳ呼設定しきい値を超えており、さらに、高い伝送速度のデータチャネルが存在する場
合は、高い伝送速度のデータチャネルを一つ選択して、それを低い伝送速度のデータチャ
ネルに変更する（ステップＳ１２～Ｓ１４）。
【００４１】
　高い伝送速度のデータチャネルが複数存在する場合には、呼設定からの経過時間が最短
のチャネルを選択する。第１のセル３の負荷（Ｌ）をＰＳ呼設定しきい値（ＴｈＰＳ）と
比較し、セルの負荷がＰＳ呼設定しきい値よりも低く、さらに、低い伝送速度のデータチ
ャネルが存在する場合は、低い伝送速度のデータチャネルを一つ選択して、それを高い伝
送速度のデータチャネルに変更する（ステップＳ１５～Ｓ１７）。
【００４２】
　低い伝送速度のデータチャネルが複数存在する場合には、呼設定からの経過時間が最長
のチャネルを選択する。
【００４３】
　ここで、ステップＳ１５～Ｓ１７において、第１のセル３の負荷（Ｌ）を、ＰＳ呼設定
しきい値（ＴｈＰＳ）よりも低い値に設定した別のしきい値（Ｔｈ’）と比較し、セルの
負荷がこの別のしきい値よりも低く、さらに、低い伝送速度のデータチャネルが存在する
場合は、低い伝送速度のデータチャネルを一つ選択して、それを高い伝送速度のデータチ
ャネルに変更するようにしても良い。
【００４４】
　図３は、ＣＳ呼設定、ＰＳ呼設定、ハンドオーバ、及びデータチャネルの伝送速度の変
更を含む無線回線制御の動作例として、第１のセル３の負荷の変化を示している。
【００４５】
　図３を参照して、セル３に存在している移動局６は、時刻Ｔ１よりも前に基地局１と音
声チャネルを設定し、通信中となっている。
【００４６】
　時刻Ｔ１になると、セル３に存在している移動局７は、基地局１と高い伝送速度のデー
タチャネルを設定して通信を開始する。
【００４７】
　第２のセル４に存在する移動局８は、時刻Ｔ２よりも前に基地局２と高い伝送速度のデ
ータチャネルを設定して通信中となっている。
【００４８】
　時刻Ｔ２になると、基地局１の受信信号レベルと基地局２の受信信号レベルの差が所定
の値以下となり、基地局１に対してハンドオーバを要求する。このとき、負荷がハンドオ
ーバしきい値よりも低いため、基地局１とも同じデータチャネルの設定を行う。
【００４９】
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　時刻Ｔ２において、移動局８とデータチャネルの設定を行うと、セル３の負荷がＣＳ呼
設定しきい値を超えるため、移動局８のデータチャネルを低い伝送速度のデータチャネル
に変更する。これにより、セル３の負荷は減少し、ＣＳ呼設定しきい値よりも低くなる。
この結果、時刻Ｔ３においては、移動局９が新たに音声チャネルの設定を要求するが、負
荷がＣＳ呼設定しきい値よりも低くなっているため、音声チャネルを設定して通信を開始
する。
【００５０】
　次に本発明の第２の実施例について説明する。
【００５１】
　第２の実施例では、下りのデータチャネルとして、第１の実施例と同様の複数の伝送速
度のデータチャネルに加えて、複数の移動局に対してデータ送信を行うことができる共通
チャネルが存在し、以下のように基地局制御装置の動作が異なること以外は、第１の実施
例と同じである。
【００５２】
　図４は、基地局制御装置における第１のセル３に関するＣＳ呼設定、ＰＳ呼設定、ハン
ドオーバ、及びデータチャネルの伝送速度の変更を含む無線回線制御のフロー図である。
【００５３】
　図４を参照して、基地局制御装置は、ステップＳ２１からステップＳ３１までは、第１
の実施例のステップＳ１からステップＳ１１と同様に動作する。第１のセル３の負荷（Ｌ
）がＣＳ呼設定しきい値（ＴｈＣＳ）を超えており、高い伝送速度のデータチャネルが存
在する場合は、それを低い伝送速度のデータチャネルに変更する。第１のセル３の負荷（
Ｌ）がＣＳ呼設定しきい値（ＴｈＣＳ）を超えており、高い伝送速度のデータチャネルが
存在しない場合は、低い伝送速度のデータチャネルが存在すれば、それを共通チャネルに
変更する（ステップＳ３２～Ｓ３６）。基地局制御装置は、ステップＳ３７からステップ
Ｓ３９までは、第１の実施例のステップＳ１５からステップＳ１７と同様に動作する。
【００５４】
　次に、本発明の第３の実施例を説明する。第３の実施例では、セルラシステムは、第１
の通信サービスとして、トラヒッククラスが Conversationalまたは Streamingであるリア
ルタイム通信サービスを提供し、第２の通信サービスとして、トラヒッククラスが Intera
ctiveまたは Backgroundであるノン・リアルタイム通信サービスを提供する。それ以外は
、第１の実施例と同じであり、第１の実施例におけるＣＳ呼とＰＳ呼を、トラヒッククラ
スが Conversationalまたは Streamingであるリアルタイム通信サービスの呼とトラヒック
クラスが Interactiveまたは Backgroundであるノン・リアルタイム通信サービスの呼にそ
れぞれ置き換えることで同様に実施できる。
【００５５】
　次に、本発明の第４の実施例を説明する。第４の実施例では、セルラシステムは、第１
の通信サービスとして、高優先度のデータ通信サービスを提供し、第２の通信サービスと
して、低優先度のデータ通信サービスを提供する。それ以外は、第１の実施例と同じであ
り、第１の実施例におけるＣＳ呼とＰＳ呼を、高優先度のデータ通信サービスの呼と低優
先度のデータ通信サービスの呼にそれぞれ置き換えることで同様に実施できる。
【００５６】
　第１の実施例では、セルの負荷がＣＳ呼設定しきい値を超えたときに、高い伝送速度の
データチャネルを低い伝送速度のデータチャネルに変更する。これにより、セルの負荷が
ＣＳ呼設定しきい値よりも低くなる。これにより、ＣＳ呼設定が許可される確率が高くな
り、ＣＳ呼の呼損率が小さくなる。
【００５７】
　第２の実施例では、高い伝送速度のデータチャネルが存在しない場合であっても、低い
伝送速度のデータチャネルが存在すれば、そのチャネルを開放し、共通チャネルを使用す
る。これにより、セルの負荷を小さくできる確率が高くなるため、ＣＳ呼の呼損率がさら
に小さくなる。
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【００５８】
　第３の実施例では、第１の実施例と同様にして、リアルタイム通信サービスの呼の呼損
率が小さくなる。
【００５９】
　第４の実施例では、第１の実施例と同様にして、高優先度の通信サービスの呼の呼損率
が小さくなる。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明を実施するセルラシステムの構成図である。
【図２】本発明の第１の実施例における基地局制御装置による無線回線制御のフロー図で
ある。
【図３】本発明の第１の実施例における基地局制御装置による無線回線制御の動作を説明
する図である。
【図４】本発明の第２の実施例における基地局制御装置による無線回線制御のフロー図で
ある。
【図５】一般的なセルラシステムにおいて呼設定とハンドオーバを許可するセルの負荷の
条件について説明する図である。
【符号の説明】
【００６１】
　１　　基地局
　２　　基地局
　３　　セル
　４　　セル
　５　　基地局制御装置
　６　移動局
　７　移動局
　８　移動局
　９　移動局
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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