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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着信があったことを同報的に通知するために基地局から送信されるページングチャネル
を受信した時に接続セルを検出するためのセルサーチを行うセルラ電話装置であって、
　予め３つに分類されたサーチすべきセル各々に対するサーチを前記ページングチャネル
の受信タイミングにおいてそれぞれ頻度を変えて行うよう制御する手段を有し、
　前記サーチすべきセルは、前記ページングチャネルを受信している第１のセルと、ハン
ドオーバ先の候補となる第２のセルと、周辺に存在する候補であるが検出されていない第
３のセルとの３つに分類され、
　前記３つに分類されたセルの検出のタイミングが排他的であることを特徴とするセルラ
電話装置。
【請求項２】
　前記第１～第３のセル各々のサーチ頻度を個別に設定自在としたことを特徴とする請求
項１記載のセルラ電話装置。
【請求項３】
　前記３つに分類されたサーチすべきセル各々のサーチ頻度が前記第１のセル＞前記第２
のセル＞前記第３のセルとなるようにしたことを特徴とする請求項１または請求項２記載
のセルラ電話装置。
【請求項４】
　前記第１のセルのサーチを前記ページングチャネルの受信タイミング毎に行うようにし
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たことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか記載のセルラ電話装置。
【請求項５】
　前記第１のセルのサーチを前記第２及び第３のセルのサーチが行われない時に行うよう
にしたことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか記載のセルラ電話装置。
【請求項６】
　着信があったことを同報的に通知するために基地局から送信されるページングチャネル
を受信した時に接続セルを検出するためのセルサーチを行うセルラ電話装置のセルサーチ
方法であって、
　予め３つに分類されたサーチすべきセル各々に対するサーチを前記ページングチャネル
の受信タイミングにおいてそれぞれ頻度を変えて行うステップを有し、
　前記サーチすべきセルは、前記ページングチャネルを受信している第１のセルと、ハン
ドオーバ先の候補となる第２のセルと、周辺に存在する候補であるが検出されていない第
３のセルとの３つに分類され、
　前記３つに分類されたセルの検出のタイミングが排他的であることを特徴とするセルサ
ーチ方法。
【請求項７】
　前記第１～第３のセル各々のサーチ頻度を個別に設定自在としたことを特徴とする請求
項６記載のセルサーチ方法。
【請求項８】
　前記３つに分類されたサーチすべきセル各々のサーチ頻度が前記第１のセル＞前記第２
のセル＞前記第３のセルとなるようにしたことを特徴とする請求項６または請求項７記載
のセルサーチ方法。
【請求項９】
　前記第１のセルのサーチを前記ページングチャネルの受信タイミング毎に行うようにし
たことを特徴とする請求項６から請求項８のいずれか記載のセルサーチ方法。
【請求項１０】
　前記第１のセルのサーチを前記第２及び第３のセルのサーチが行われない時に行うよう
にしたことを特徴とする請求項６から請求項８のいずれか記載のセルサーチ方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はセルラ電話装置及びそれに用いるセルサーチ方法に関し、特にＣＤＭＡ（Ｃｏｄ
ｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ：符号分割多元接続）方式のセ
ルラ電話装置におけるセルサーチ方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ＣＤＭＡ方式においては、自動車電話や携帯電話等のセルラシステムで、同一の周
波数帯域にて複数の移動局が同時に通信を行う際の多元アクセス技術の一つである。この
場合、ＣＤＭＡ方式では情報信号のスペクトラムを、本来の情報帯域幅に比べて十分に広
い帯域に拡散して伝送を行うスペクトラム拡散通信によって多元接続を行っている。
【０００３】
セルラシステムにおいて、ＣＤＭＡ方式では移動局がセル間をわたる移動を行った場合、
ハンドオーバとして、移動元のセルの基地局からの信号と移動先のセルの基地局からの信
号とを合成するソフトハンドオーバを実行する。このハンドオーバを実行するために、移
動局は移動先のセルの基地局を探し出すセルサーチ、つまり接続セルを検出するセルサー
チを行う。
【０００４】
また、ＣＤＭＡ方式では移動局に対して着信があった場合、その旨を基地局から移動局に
通知する必要があり、基地局は移動局が位置登録している位置登録エリア内の全ての移動
局に対して着信があったことを同報的に通知する。この手順はページングと呼ばれている
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。
【０００５】
移動局は待ち受け状態の場合、呼び出し用のチャネル（ページングチャネル）を常に監視
しているため、自局に対するページングを認識することが可能である。その場合、移動局
はページングの情報と自局に保持している情報とを比較し、それらが一致すると、応答を
基地局に送る。
【０００６】
上記のようなＣＤＭＡ方式のセルラ電話装置のセルサーチ動作では、待ち受け中にあるセ
ルラ電話装置において、「以前のセルサーチにおいて検出することができたセル」及び「
周辺に存在する候補のセル」の２つに分類し、ページングチャネルの受信タイミングでま
とめてサーチしている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した従来のセルラ電話装置のセルサーチ動作では、ページングチャネ
ルの受信タイミング毎に「以前のセルサーチにおいて検出することができたセル」及び「
周辺に存在する候補のセル」の２つをまとめてサーチしているので、サーチ能力は高いが
、サーチ時間がかかってしまうこととなり、消費電流が大きくなるという問題がある。
【０００８】
また、サーチ時間を短縮するためにサーチ能力を落とす場合、「以前のセルサーチにおい
て検出することができたセル」及び「周辺に存在する候補のセル」の２つを分けてサーチ
する方法しか存在していないため、サーチ能力とサーチ時間との柔軟な調整を行うことが
できないという問題がある。
【０００９】
この場合、「以前のセルサーチにおいて検出することができたセル」を分割してサーチす
る方法も考えられるが、ページングチャネルを受信しているセルのサーチ頻度が落ちると
いう問題もある。
【００１０】
そこで、本発明の目的は上記の問題点を解消し、セルのサーチ能力とサーチ時間を容易に
調節でき、高いサーチ頻度のセルのサーチおいても頻度を落とすことなく分割してサーチ
を行うことができるセルラ電話装置及びそれに用いるセルサーチ方法を提供することにあ
る。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明によるセルラ電話装置は、着信があったことを同報的に通知するために基地局か
ら送信されるページングチャネルを受信した時に接続セルを検出するためのセルサーチを
行うセルラ電話装置であって、
　予め３つに分類されたサーチすべきセル各々に対するサーチを前記ページングチャネル
の受信タイミングにおいてそれぞれ頻度を変えて行うよう制御する手段を備え、
　前記サーチすべきセルは、前記ページングチャネルを受信している第１のセルと、ハン
ドオーバ先の候補となる第２のセルと、周辺に存在する候補であるが検出されていない第
３のセルとの３つに分類され、
　前記３つに分類されたセルの検出のタイミングが排他的であることを特徴とする。
【００１２】
　本発明によるセルサーチ方法は、着信があったことを同報的に通知するために基地局か
ら送信されるページングチャネルを受信した時に接続セルを検出するためのセルサーチを
行うセルラ電話装置のセルサーチ方法であって、
　予め３つに分類されたサーチすべきセル各々に対するサーチを前記ページングチャネル
の受信タイミングにおいてそれぞれ頻度を変えて行うステップを備え、
　前記サーチすべきセルは、前記ページングチャネルを受信している第１のセルと、ハン
ドオーバ先の候補となる第２のセルと、周辺に存在する候補であるが検出されていない第
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３のセルとの３つに分類され、
　前記３つに分類されたセルの検出のタイミングが排他的であることを特徴とする。
【００１３】
すなわち、本発明のセルラ電話装置は、着信待ち受け中にある場合、ページングチャネル
を受信中のセル、ハンドオーバ先の候補となるセル、周辺に存在する候補であるが検出さ
れていないセルの３つに分類し、ページングチャネルを間欠受信するタイミングでサーチ
するセルを３つの分類で頻度をかえてサーチすることで、セルサーチの検出能力及び動作
時間の調節を容易にしたことを特徴としている。
【００１４】
より具体的に説明すると、本発明のＣＤＭＡシステムでは、ＣＤＭＡ方式のセルラ電話装
置（以下、移動機とする）がセルＡにある場合、待ち受け中、電界レベルの強いセルＡの
ページングチャネルを受信している。
【００１５】
移動機ではセルＡに隣接するセルＢ～Ｇからの電波も受信することができるため、セルサ
ーチ動作において、セルＡ～Ｇの無線フレームタイミングを検出して保存しておき、その
無線フレームタイミングを利用して、受信レベル測定を短時間で行うことが可能となる。
【００１６】
また、移動機ではセルＨの電波を受信することができないため、サーチ動作を行っても検
出することができない。しかしながら、周辺セルの候補の一つとして、セルＨの拡散コー
ドが与えられている場合、移動機はセルＨの検出を行わなければならない。
【００１７】
未検出セルの検出においては無線フレームタイミングが未知のため、無線スロットタイミ
ング同定、無線フレームタイミング同定、拡散コード同定を行わなければならず、検出に
時間がかかる。また、どのセルが検出されるかがわからないため、一定数のサーチを行わ
なければならない。
【００１８】
上記の状態において、セルＡ～Ｈを「ページングチャネルを受信しているセル（以下、ア
クティブセルとする）」（セルＡ）、「ハンドオーバ先の候補となるセル（以下、モニタ
セルとする）」（セルＢ～Ｇ）、「周辺に存在する候補であるが検出されていないセル（
以下、未検出セルとする）」（セルＨ）の３つに分類する。
【００１９】
アクティブセルにおいては移動機が移動することによる受信レベルの劣化を即座に感知し
、ハンドオーバしなければならないため、受信レベルを随時測定して監視する必要がある
。
【００２０】
また、モニタセルに関しても、移動機が移動すればハンドオーバを行い、ページングチャ
ネルを受信しなければならないため、受信レベルの測定、無線フレームタイミングの更新
を随時行う必要がある。
【００２１】
未検出セルは検出間隔に即時性を求められていないが、移動機が移動して行くにつれ、ハ
ンドオーバしなければならなくなる場合があるので、ある程度の頻度で検出を行わなけれ
ばならない。
【００２２】
移動機が待ち受け中にある場合、ページングチャネルを間欠受信しており、ページングチ
ャネルの受信タイミングでセルのサーチを行う。その受信タイミングで、アクティブセル
を毎回サーチして受信レベルの測定を行う。モニタセルについてはセル数が複数あること
から、ページングチャネルの受信タイミングが複数回くる毎に１回の頻度でサーチを行い
、受信レベルの測定、無線フレームタイミングの更新を行う。サーチに時間のかかる未検
出セルに対しては、さらに低い頻度でサーチを行うようにする。
【００２３】
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上記のように、本発明では、サーチすべきセルを３つに分類し、ページングチャネルの受
信タイミングでサーチすべきセル数を制御することによって、サーチに時間のかからない
アクティブセル及びモニタセルのサーチ頻度、サーチに時間のかかる未検出セルのサーチ
頻度を調節することができるようにし、セルの検出能力及び検出時間の調節を容易にする
。
【００２４】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図１は本発明の実施の形態
を説明するためのシステム構成を示す図である。図１において、ＣＤＭＡ方式のセルラ電
話装置（以下、移動機とする）１はセルＡにあって待ち受け中で、電界レベルの強いセル
Ａのページングチャネルを受信しているものとする。ここで、ページングチャネルは図示
せぬ基地局からそのセルＡ内の全ての移動機に対して着信があったことを同報的に通知す
るためのものである。
【００２５】
移動機１ではセルＡに隣接するセルＢ～Ｇからの電波も受信することができるため、セル
サーチ動作において、セルＡ～Ｇの無線フレームタイミングを検出して保存しておき、そ
の無線フレームタイミングを利用して、受信レベル測定を短時間で行うことが可能となる
。
【００２６】
また、移動機１ではセルＨの電波を受信することができないため、サーチ動作を行っても
検出することができない。しかしながら、周辺セルの候補の一つとして、セルＨの拡散コ
ードが与えられている場合、移動機１はセルＨの検出を行わなければならない。
【００２７】
未検出セルの検出においては無線フレームタイミングが未知のため、無線スロットタイミ
ング同定、無線フレームタイミング同定、拡散コード同定を行わなければならず、その検
出に時間がかかる。また、どのセルが検出されるかがわからないため、一定数のサーチを
行わなければならない。
【００２８】
上記の状態において、セルＡ～Ｈを「ページングチャネルを受信しているセル（以下、ア
クティブセルとする）」（セルＡ）、「ハンドオーバ先の候補となるセル（以下、モニタ
セルとする）」（セルＢ～Ｇ）、「周辺に存在する候補であるが検出されていないセル（
以下、未検出セルとする）」（セルＨ）の３つに分類する。
【００２９】
アクティブセルにおいては移動機１が移動することによる受信レベルの劣化を即座に感知
し、ハンドオーバしなければならないため、受信レベルを随時測定し、監視する必要があ
る。
【００３０】
また、モニタセルにおいても、移動機１が移動すればハンドオーバを行い、ページングチ
ャネルを受信しなければならないため、受信レベルの測定、無線フレームタイミングの更
新を随時行う必要がある。
【００３１】
未検出セルは検出間隔に即時性を求められていないが、移動機１が移動して行くにつれ、
ハンドオーバしなければならなくなる場合があるので、ある程度の頻度で検出を行わなけ
ればならない。
【００３２】
移動機１では待ち受け中にある場合、ページングチャネルを間欠受信しており、ページン
グチャネルの受信タイミングでセルのサーチを行う。移動機１はその受信タイミングで、
アクティブセルを毎回サーチし、受信レベルの測定を行う。
【００３３】
モニタセルについてはセル数が複数あることから、移動機１によってページングチャネル



(6) JP 4631233 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

の受信タイミングが複数回訪れる毎に１回の頻度でサーチを行い、受信レベルの測定、無
線フレームタイミングの更新を行う。サーチに時間のかかる未検出セルについては、さら
に低い頻度で移動機１によってサーチを行うようにする。
【００３４】
このようにして、本発明ではサーチすべきセルをアクティブセルとモニタセルと未検出セ
ルとの３つに分類し、移動機１でのページングチャネルの受信タイミングでサーチすべき
セル数を制御することによって、サーチに時間のかからないアクティブセルやモニタセル
のサーチ頻度、サーチに時間のかかる未検出セルのサーチ頻度をそれぞれ調節することが
できるようにし、セルの検出能力及び検出時間の調節を容易にする。
【００３５】
図２は本発明の一実施例による移動機１の構成を示すブロック図である。図２において、
移動機１はプログラム制御によって動作し、アンテナ１１と、無線部１２と、受信部１３
と、セルサーチ部１４と、プロセッサ１５と、メモリ１６と、記憶媒体１７とから構成さ
れている。
【００３６】
無線部１２はアンテナ１１を介して送受信する無線信号を変復調する部分である。受信部
１３は無線部１２で復調された受信データに対し、直交符号逆拡散、パワー測定、無線フ
レームの連結、誤り訂正デコードを行う部分である。また、受信部１３はセルサーチ部１
４に対して無線フレームタイミングを生成して供給する部分でもある。
【００３７】
セルサーチ部１４は無線部１２で復調された共通パイロットチャネルを直交符号逆拡散し
、パワー測定を行う部分である。また、セルサーチ部１４はパワー測定の結果を基にセル
毎の無線スロットタイミング、無線フレームタイミング、拡散コードを検出する部分であ
る。
【００３８】
プロセッサ１５は記憶媒体１７からプログラムを取出し、そのプログラムを実行する。メ
モリ１６はプロセッサ１５からの情報を格納する。記憶媒体１７はプロセッサ１５が実行
するプログラムが格納されている。
【００３９】
図３～図５は本発明の一実施例による移動機１の動作を示すフローチャートである。これ
ら図２～図５を参照して本発明の一実施例による移動機１の動作について説明する。
【００４０】
移動機１が着信待ち受け中の状態にある場合、プロセッサ１５はページングチャネルを受
信するタイミングで、図３～図５に示す動作を行う。この場合、プロセッサ１５は記憶媒
体１７からプログラムを読込んで実行することで、図３～図５に示す処理を実現する。
【００４１】
まず、移動機１ではページングチャネルを受信しているアクティブセルのサーチを行うか
否かの判断を行う（図３ステップＳ１）。移動機１はアクティブセルのサーチを行うタイ
ミングの場合、受信レベル測定へ遷移し、受信レベルの測定を行う（図３ステップＳ２）
。この場合、移動機１はセルサーチ部１４が測定した受信レベルをメモリ１６に格納し、
アクティブセルの受信レベルを更新する。
【００４２】
移動機１はアクティブセルのサーチを行わないタイミングの場合、次のステップＳ３へ遷
移し、ハンドオーバ先の候補セルであるモニタセルのサーチを行うか否かの判断を行う（
図３ステップＳ３）。移動機１はモニタセルのサーチを行うタイミングの場合、モニタセ
ルのサーチを行う（図３ステップ４）。
【００４３】
また、移動機１はモニタセルのサーチを行わないタイミングの場合、ステップＳ５へ遷移
し、周辺に存在する候補セルである未検出セルのサーチを行うか否かの判断を行う（図３
ステップＳ５）。
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【００４４】
移動機１は未検出セルのサーチを行うタイミングの場合、未検出セルのサーチを行い（図
３ステップＳ６）、セルサーチ動作を終了する。また、移動機１は未検出セルのサーチを
行わないタイミングの場合、そのままセルサーチ動作を終了する。
【００４５】
モニタセルのサーチの場合には、図４を参照すると、移動機１がステップＳ１１～ステッ
プＳ１７のループを、ページングチャネルの受信タイミングでモニタセルのサーチを行う
最大数分ループする（図４ステップＳ１１）。
【００４６】
まず、移動機１はサーチ対象のセルの受信タイミングの測定及び無線タイミングの測定を
行う（図４ステップＳ１２）。続いて、移動機１は測定した受信レベルとハンドオーバ先
の候補セルの受信レベル閾値とを比較し（図４ステップＳ１３）、測定した受信レベルが
閾値を上回っていれば、測定した受信レベルと無線タイミングとをメモリ１６に格納し、
サーチ対象セルの受信レベルと無線タイミングとを更新する（図４ステップＳ１４）。そ
の後、移動機１はサーチ対象セルを切替えて次のループへ進む（図４ステップＳ１７）。
【００４７】
移動機１は測定した受信レベルが閾値を下回っている場合、メモリ１６に格納されている
サーチ対象セルの拡散コード、受信レベル、及び無線タイミングを消去する（図４ステッ
プＳ１５）。その後、移動機１はサーチ対象セルの分類をモニタセルから未検出セルに変
更し（図４ステップＳ１６）、ステップＳ１７へ遷移する。
【００４８】
未検出セルのサーチの場合には、図５を参照すると、移動機１がステップＳ２１～ステッ
プＳ２６のループを、ページングチャネルの受信タイミングで未検出セルのサーチを行う
回数分ループする（図５ステップＳ２１）。
【００４９】
まず、移動機１は未検出セルのサーチを行う（図５ステップＳ２２）。移動機１はサーチ
結果を判定し（図５ステップＳ２３）、周辺に存在する候補のセルの検出に成功した場合
、サーチすることができたセルの拡散コード、受信レベル、無線タイミングをメモリ１６
に格納する（図５ステップＳ２４）。その後、移動機１はサーチすることができたセルを
モニタセルに追加し（図５ステップＳ２５）、上記の処理のループを繰り返し行う（図５
ステップＳ２６）。
【００５０】
また、移動機１はセルを検出することができなかった場合、ステップＳ２６へ遷移し、上
記の処理のループを繰り返し行う。
【００５１】
次に、本発明の一実施例による移動機１の動作について具体例を用いて説明する。まず、
図１においてセルＡにある移動機１はセルＡに隣接しているセルＢ～Ｇの電波を受信する
ことができ、すでにセルサーチ動作においてセルＡ～Ｇを検出しており、メモリ１６に各
セルの拡散コードと無線タイミングとを格納している状態にあるものとする。また、移動
機１はセルＨの電波を受信することができない状態にあるものとする。
【００５２】
着信待ち受け中の状態にある移動機１において、プロセッサ１５はページングチャネルを
受信するタイミングで、セルサーチ動作を行う。本実施例では、ページングチャネルを受
信しているセルであるアクティブセル（セルＡ）と、ハンドオーバ先の候補セルであるモ
ニタセル（セルＢ～Ｇ）と、周辺に存在する候補セルである未検出セル（セルＨ）との３
つのサーチ頻度を、ページングチャネルを受信するタイミングで、アクティブセルは毎回
サーチを行い、モニタセルは２回に１回サーチを行い、未検出セルは８回に１回サーチを
行うようにしている。また、ページングチャネルを受信するタイミングでモニタセルをサ
ーチする最大数を２セルとし、未検出セルのサーチを行う回数を４回とする。
【００５３】
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ページングチャネルの受信タイミングにおいて、プロセッサ１５は図３～図５に示す処理
動作を行う。すなわち、まず、移動機１はアクティブセルのサーチを行うか否かの判断を
行う（図３ステップＳ１）。
【００５４】
本実施例では、ページングチャネルの受信タイミングでアクティブセルの検出を毎回行う
ようにしているので、受信レベル測定へ遷移し、受信レベルの測定を行う（図３ステップ
Ｓ２）。移動機１は測定した受信レベルをメモリ１６に格納し、アクティブセルの受信レ
ベルを更新する。
【００５５】
次に、移動機１はモニタセルのサーチを行うか否かの判断を行う（図３ステップＳ３）。
本実施例ではページングチャネルの受信タイミングでモニタセルの検出を２回に１回行う
ようにしているので、ページングチャネルの受信タイミング１つおきに、モニタセルのサ
ーチを行う（図３ステップＳ４）。また、移動機１はモニタセルのサーチを行わないタイ
ミングの場合、ステップＳ５へ遷移する。
【００５６】
続いて、移動機１は未検出セルのサーチを行うか否かの判断を行う（図３ステップＳ５）
。本実施例では、ページングチャネルの受信タイミングでモニタセルの検出を８回に１回
行うようにしているので、移動機１はページングチャネルの受信タイミング７つおきに、
未検出セルのサーチを行う（図３ステップＳ６）。
また、移動機１は未検出セルのサーチを行わないタイミングの場合、セルサーチ動作を終
了する。
【００５７】
モニタセルのサーチ動作は、図４を参照すると、移動機１がステップＳ１１～ステップＳ
１７のループをページングチャネルの受信タイミングで、モニタセルのサーチを行う最大
数分ループする。
【００５８】
本実施例では最大数を２セルとしているため、ステップＳ１１～ステップＳ１７のループ
を２回ループする。本実施例ではモニタセルが６セル存在するので、３つに分けてサーチ
を行う必要がある。
【００５９】
移動機１はページングチャネルの受信タイミング２回に１回の頻度でモニタセルの検出を
行うため、６セル分のサーチを完了するのに、ページングチャネルの受信タイミングで６
回分の時間がかかることになる。
【００６０】
未検出セルのサーチ動作は、図５を参照すると、移動機１がステップＳ２１～ステップＳ
２６のループをページングチャネルの受信タイミングで未検出セルのサーチを行う回数分
ループする。
【００６１】
本実施例では未検出セルのサーチ回数を４回としているので、ステップＳ２１～ステップ
Ｓ２６のループを４回ループする。このタイミングでサーチすることができるセルの最小
数は０であり、最大数は４である。
【００６２】
図６は本発明の一実施例による移動機１のセルサーチ動作を示すタイミングチャートであ
る。この図６を参照して本発明の一実施例による移動機１のセルサーチ動作全体について
説明する。
【００６３】
図６において、サーチ動作１０１～１１０はアクティブセルのサーチである。
このアクティブセルのサーチではページングチャネルの受信タイミング毎に受信レベルの
測定が行われる。
【００６４】
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また、サーチ動作１１１～１１５はモニタセルのサーチである。このモニタセルのサーチ
ではページングチャネルの受信タイミング２回に１回、受信レベルの測定、無線タイミン
グの測定が行われる。
【００６５】
さらに、サーチ動作１１６，１１７は未検出セルのサーチである。この未検出セルのサー
チではページングチャネルの受信タイミング８回に１回、セルのサーチが行われる。
【００６６】
このように、セルＡ～Ｈを「ページングチャネルを受信しているセル」であるアクティブ
セル（セルＡ）と、「ハンドオーバ先の候補セル」であるモニタセル（セルＢ～Ｇ）と、
「周辺に存在する候補セル」である未検出セル（セルＨ）とに分類し、それぞれのセルの
サーチ頻度を決定することによって、サーチ能力及びサーチ時間を柔軟に調節することが
できるので、ページングチャネルの受信タイミングにおいて、セルのサーチ能力及びサー
チ時間を容易に調節することができる。
【００６７】
また、上記のようにセルＡ～Ｈを分類し、分類毎にサーチ頻度を調節することができるた
め、高い頻度でサーチしなければいけないセルのサーチを頻繁に行うように調節すること
ができるので、ページングチャネルの受信中のセル等の高いサーチ頻度のセルのサーチお
いても、頻度を落とすことなく分割してサーチを行うことができる。
【００６８】
図７は本発明の他の実施例による移動機の動作を示すフローチャートである。
本発明の他の実施例による移動機の構成は図２に示す本発明の一実施例による移動機１の
構成と同様であり、また本発明の他の実施例のシステム構成は図１に示す本発明の実施の
形態のシステム構成と同様であるので、それらの説明については省略する。
【００６９】
本発明の一実施例では、図３に示すように、セルサーチ動作において、「ページングチャ
ネルを受信しているセル」であるアクティブセル（セルＡ）、「ハンドオーバ先の候補セ
ル」であるモニタセル（セルＢ～Ｇ）、「周辺に存在する候補セル」である未検出セル（
セルＨ）のサーチ開始判定を、ページングチャネルの受信タイミングで全て行っているた
め、３分類のセルを同時に検出することがありうる。しかしながら、１回のページングチ
ャネルの受信タイミングあたりのセルサーチ時間を短くするために、３分類のセルの検出
を排他的に行う方法もある。本発明の他の実施例では３分類のセルの検出を排他的に行っ
ている。
【００７０】
以下、図１と図２と図４と図５と図７とを参照して、本発明の他の実施例の全体の動作に
ついて説明する。
【００７１】
着信待ち受け中の状態にある移動機１において、ページングチャネルを受信するタイミン
グで、プロセッサ１５は図４と図５と図７とにそれぞれ示す処理動作を行う。
【００７２】
まず、移動機１は「ハンドオーバ先の候補セル」であるモニタセルのサーチを行うか否か
の判断を行う（図７ステップＳ３１）。移動機１はモニタセルのサーチを行うタイミング
の場合、モニタセルのサーチを行い（図７ステップＳ３２）、セルサーチ動作を終了する
。
【００７３】
移動機１はモニタセルのサーチを行わないタイミングの場合、ステップＳ３３へ遷移し、
「周辺に存在する候補セル」である未検出セルのサーチを行うか否かの判断を行う（図７
ステップＳ３３）。移動機１は未検出セルのサーチを行うタイミングの場合、未検出セル
のサーチを行い（図７ステップＳ３４）、セルサーチ動作を終了する。
【００７４】
移動機１は未検出セルのサーチを行わないタイミングの場合、ステップＳ３５へ遷移し、
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「ページングチャネルを受信しているセル」であるアクティブセルのサーチを行い、セル
サーチ動作を終了する。この場合、移動機１は受信レベル測定へ遷移し、受信レベルの測
定を行う（図７ステップＳ３５）。
【００７５】
モニタセルのサーチは、図４を参照すると、本発明の一実施例の処理動作と同様であり、
未検出セルのサーチは、図５を参照すると、本発明の一実施例の処理動作と同様である。
【００７６】
次に、本発明の他の実施例による移動機１の動作について具体例を用いて説明する。まず
、図１においてセルＡにある移動機１はセルＡに隣接しているセルＢ～Ｇの電波を受信す
ることができ、すでにセルサーチ動作においてセルＡ～Ｇを検出しており、メモリ１６に
各セルの拡散コードと無線タイミングとを格納している状態にあるものとする。また、移
動機１はセルＨの電波を受信することができない状態にあるものとする。
【００７７】
着信待ち受け中の状態にある移動機１において、プロセッサ１５はページングチャネルを
受信するタイミングで、セルサーチ動作を行う。本実施例では、アクティブセル（セルＡ
）、モニタセル（セルＢ～Ｇ）、未検出セル（セルＨ）の３つのサーチ頻度を、ページン
グチャネルを受信するタイミングで、モニタセルは２回に１回サーチを行い、未検出セル
は８回に１回サーチを行い、アクティブセルは左記２分類のセルのサーチを行わない場合
にサーチを行うようにしている。
【００７８】
また、モニタセルのサーチと未検出セルのサーチとが同じタイミングになった場合には、
モニタセルのサーチが優先されるものとする。さらに、ページングチャネルを受信するタ
イミングでモニタセルをサーチする最大数を２セルとし、未検出セルのサーチを行う回数
を４回とする。
【００７９】
ページングチャネルの受信タイミングにおいて、プロセッサ１５は図４と図５と図７とに
それぞれ示す処理動作を行う。すなわち、まず、移動機１はモニタセルのサーチを行うか
否かの判断を行う（図７ステップＳ３１）。本実施例では、ページングチャネルの受信タ
イミングでモニタセルの検出を２回に１回行うようにしているので、移動機１はページン
グチャネルの受信タイミング１つおきに、モニタセルのサーチを行い（図７ステップＳ３
２）、セルサーチ動作を終了する。
【００８０】
また、移動機１はモニタセルのサーチを行わないタイミングの場合、ステップＳ３３へ遷
移し、未検出セルのサーチを行うか否かの判断を行う（図７ステップＳ３３）。本実施例
では、ページングチャネルの受信タイミングでモニタセルの検出を８回に１回行うように
しているので、移動機１はページングチャネルの受信タイミング７つおきに、未検出セル
のサーチを行い（図７ステップＳ３４）、セルサーチ動作を終了する。
【００８１】
さらに、移動機１は未検出セルのサーチを行わないタイミングの場合、アクティブセルの
サーチを行う（図７ステップＳ３５）。
【００８２】
モニタセルのサーチ動作は、図４を参照すると、移動機１がステップＳ１１～ステップＳ
１７のループをページングチャネルの受信タイミングでモニタセルのサーチを行う最大数
分ループする。
【００８３】
本実施例では、モニタセルのサーチを行う最大数を２セルとしているため、ステップＳ１
１～ステップＳ１７のループを２回ループする。本実施例では、モニタセルが６セル存在
するので、３つに分けてサーチを行う必要がある。
【００８４】
移動機１はページングチャネルの受信タイミング２回に１回の頻度でモニタセルの検出を
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行うため、６セル分のサーチを完了するのに、ページングチャネルの受信タイミングで６
回分の時間がかかることになる。
【００８５】
未検出セルのサーチ動作は、図５を参照すると、移動機１がステップＳ２１～ステップＳ
２６のループをページングチャネルの受信タイミングで未検出セルのサーチを行う回数分
ループする。本実施例では、未検出セルのサーチ回数を４回としているので、ステップＳ
２１～ステップＳ２６のループを４回ループする。
【００８６】
図８は本発明の他の実施例による移動機１のセルサーチ動作を示すタイミングチャートで
ある。この図８を参照して本発明の他の実施例による移動機１のセルサーチ動作全体につ
いて説明する。
【００８７】
図８において、サーチ動作２０１～２０３はアクティブセルのサーチである。
このアクティブセルのサーチではページングチャネルの受信タイミングで、モニタセル及
び未検出セルのサーチを行わない時に受信レベルの測定が行われる。
【００８８】
また、サーチ動作２０４～２０８はモニタセルのサーチである。このモニタセルのサーチ
ではページングチャネルの受信タイミング２回に１回、受信レベルの測定、無線タイミン
グの測定が行われる。
【００８９】
さらに、サーチ動作２０９，２１０は未検出セルのサーチである。この未検出セルのサー
チではページングチャネルの受信タイミング８回に１回、セルのサーチが行われる。
【００９０】
【発明の効果】
以上説明したように本発明は、着信があったことを同報的に通知するために基地局から送
信されるページングチャネルを受信した時に接続セルを検出するためのセルサーチを行う
セルラ電話装置において、予め３つに分類されたサーチすべきセル各々に対するサーチを
ページングチャネルの受信タイミングにおいてそれぞれ頻度を変えて行うことによって、
セルのサーチ能力とサーチ時間を容易に調節でき、高いサーチ頻度のセルのサーチおいて
も頻度を落とすことなく分割してサーチを行うことができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態を説明するためのＣＤＭＡシステムの構成を示す図である。
【図２】本発明の一実施例による移動機の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施例による移動機の動作を示すフローチャートである。
【図４】本発明の一実施例による移動機の動作を示すフローチャートである。
【図５】本発明の一実施例による移動機の動作を示すフローチャートである。
【図６】本発明の一実施例による移動機のセルサーチ動作を示すタイミングチャートであ
る。
【図７】本発明の他の実施例による移動機の動作を示すフローチャートである。
【図８】本発明の他の実施例による移動機のセルサーチ動作を示すタイミングチャートで
ある。
【符号の説明】
１　ＣＤＭＡ方式のセルラ電話装置
１１　アンテナ
１２　無線部
１３　受信部
１４　セルサーチ部
１５　プロセッサ
１６　メモリ
１７　記憶媒体
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Ａ～Ｈ　セル

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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