
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

移動体通信システムにおいて、

記憶す
る回線情報記憶手段と、 回線情報記憶手段に記憶された回線情報を上記移動体通信端
末に送信する回線情報送信手段とを備え、上記移動体通信端末は、

基地局から送信された上記回線情報を受信して記憶する回線情報記憶手段 この回
線情報記憶手段により記憶した回線情報に基づいて、 回線接
続を行う を特徴とする移動体通信システム。
【請求項２】

【請求項３】

10

20

JP 3866103 B2 2007.1.10

移動体通信端末と第１の通信システムの基地局との間の通信を、上記移動体通信端末と第
２の通信システムの基地局との間の通信に切替える 上記第
１の通信システムの基地局は、上記第２の通信システムの基地局が提供する通信回線のう
ち、自局のサービスエリア内又は近傍で受信可能な通信回線の回線情報を抽出して

この
上記第１の通信システ

ムの と、
上記第２の通信システムへの

送受信機とを備えたこと

第１の通信システムに設けられ、移動体通信端末と通信を行う基地局において、上記移動
体通信端末が切替えにより通信を行う第２の通信システムの基地局が提供する通信回線の
うち、自局のサービスエリア内又は近傍で受信可能な通信回線の回線情報を抽出して記憶
する回線情報記憶手段と、この回線情報記憶手段に記憶された回線情報を上記移動体通信
端末に送信する回線情報送信手段とを備えたことを特徴とする基地局。

第１の通信システムの基地局との間の通信回線から第２の通信システムの基地局との間の
通信回線に切替えて通信を行う移動体通信端末において、上記第１の通信システムの基地



【請求項４】

【請求項５】

【請求項６】

【請求項７】

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サービスエリアが重なる複数の通信システム、例えば地上系セルラー通信シ
ステムと移動体衛星通信システムの奴方に対して通信が可能な移動体通信端末を有する移
動体通信システムにおいて、移動体通信端末が通信システムを切り替える時に選定する回
線の情報の提供及び利用を行う移動体通信システムに関する。  
【背景技術】
【０００２】
　第１０図は、従来の移動体通信端末が複数の移動体通信システムに回線接続する移動体
通信システムの構成図である。図において、１は移動体通信システムＡの基地局であり、
２は基地局１が提供するサービスエリアである。３は移動体通信システムＢの通信衛星で
あり、４は通信衛星３が提供するサービスエリアであり、このサービスエリア４は、一般
的に１機の通信衛星３から複数提供されている。５は切替えにより移動体通信システムＡ
及びＢの双方に対して回線接続できる移動体通信端末、６は基地局１や通信衛星３が送信
する制御回線である。  
　次に従来の移動体通信システムの動作を示す。基地局１及び通信衛星３は、移動体通信
端末５との問の通信を制御回線により制御している。基地局１及び通信衛星３は、各々の
制御回線によって、各々の移動体通信システム内における各基地局の回線情報、例えば周
辺サービスセルに対応する周辺基地局の回線周波数や、サービスエリアの大きさ等の情報
を放送送信している。
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局により抽出される回線情報であって、上記第１の通信システムの基地局のサービスエリ
ア内又は近傍において上記第２の通信システムの基地局が提供する通信回線の回線情報を
受信して記憶する回線情報記憶手段と、この回線情報記憶手段により記憶した回線情報に
基づいて、上記第２の通信システムへの回線接続を行う送受信機とを備えたことを特徴と
する移動体通信端末。

移動体通信端末と第１の通信システムの基地局との間の通信を、上記移動体通信端末と第
２の通信システムの基地局との間の通信に切替える移動体通信方法において、上記第１の
通信システムの基地局は、上記第２の通信システムの基地局が提供する通信回線のうち、
自局のサービスエリア内又は近傍で受信可能な通信回線の回線情報を抽出して記憶し、こ
の記憶した回線情報を上記移動体通信端末に送信し、上記移動体通信端末は、上記第１の
通信システムの基地局から送信された上記回線情報を受信して記憶し、この記憶した回線
情報に基づいて、上記第２の通信システムへの回線接続を行うことを特徴とする移動体通
信方法。

上記回線情報は、第２の通信システムのセル番号の群であり、上記移動体通信端末は、上
記第２の通信システムのセル番号とこのセル番号に対応する上記第２の通信システムの回
線パラメータとを要素する回線パラメータテーブルを具備し、この回線パラメータテーブ
ルから検索した回線パラメータにより上記第２の通信システムへの回線接続を行うことを
特徴とする請求項１に記載の移動体通信システム。

上記回線情報は、第２の通信システムのセル番号の群であることを特徴とする請求項２に
記載の基地局。

上記回線情報は、第２の通信システムのセル番号の群であり、上記第２の通信システムの
セル番号とこのセル番号に対応する上記第２の通信システムの回線パラメータとを要素す
る回線パラメータテーブルを具備して、この回線パラメータテーブルから検索した回線パ
ラメータにより上記第２の通信システムへの回線接続を行うことを特徴とする請求項３に
記載の移動体通信端末。



【０００３】
　個々の移動体通信システム内でのサービスエリアの切替えは、移動体通信端末５が制御
回線において送信されている回線情報に基づいて送受信パラメータ等の設定を周辺サービ
スセルのものに変更することにより始まり、その後、位置登録などの処理が実行されるこ
とにより完了する。
　一方、移動体通信システム間のシステム切替えにおいては、切替え先の通信システムに
おける周辺サービスセルの回線情報が提供されていないので、通信システムの切替え時に
は移動体通信端末５は自ら切替え先の通信システムの回線を探さねばならず、ユーザが使
用できない時間が数十砂程度となることが多い。移動体通信端末５が移動体通信システム
間で回線接続を切替える場合、切り替え先の移動体通信システムの回線を順次受信し、受
信レベル等による評価に基づいて、受信状態が良好な回線を探索する処理を繰り返すこと
となる。この処理は安定した通信を行うために必要であり、通常、評価すべき回線が多数
あるので、回線の評価に相当の時間を要する。この回線評価の期間中は、替え先の移動体
通信システムを利用することができない。
　この対策として、移動体通信端末５が通信接続可能な全ての通信システムの回線情報を
記憶しておくことが考えられる。しかしながら、例えば移動体通信システムＢのような通
信衛星のうち静止衛星ではない通信衛星を利用するシステムの場合には、移動体通信端末
５が静止していても、通信衛星の移動に伴ってサービスエリアも時々刻々と移動すること
になる。このため、ある時点において、移動体通信端末５が各サービスエリアの回線情報
を記憶していたとしても、時間の経過によりサービスエリアの配置が変化し、切替え先の
通信システムにおける周辺サービスエリアを特定することができず通信システムを切り替
えることができなくなる。  
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のように、従来の移動体通信システムでは、移動体通信端末が移動体通信システム
自体を切り替える際に、切替え先の移動体通信システムの多数の回線から使用できる回線
を通信端末側が順次評価し通信状態が良好となる回線を探索しなければならず、短時間で
移動体通信システムを切り替えることができないという問題点があった。
　本発明は、上記の問題点を解決するためになされたものであり、２以上の移動体通信シ
ステムに回線接続する移動体通信端末が、移動体通信システムの切替えを行う際に要する
切替時間が短い移動体通信システムを提供するものである。  
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　

【発明の効果】
【０００６】
　こ

10

20

30

40

50

(3) JP 3866103 B2 2007.1.10

この発明に係る移動体通信システムは、移動体通信端末と第１の通信システムの基地局
との間の通信を、上記移動体通信端末と第２の通信システムの基地局との間の通信に切替
える移動体通信システムにおいて、上記第１の通信システムの基地局は、上記第２の通信
システムの基地局が提供する通信回線のうち、自局のサービスエリア内又は近傍で受信可
能な通信回線の回線情報を抽出して記憶する回線情報記憶手段と、この回線情報記憶手段
に記憶された回線情報を上記移動体通信端末に送信する回線情報送信手段とを備え、上記
移動体通信端末は、上記第１の通信システムの基地局から送信された上記回線情報を受信
して記憶する回線情報記憶手段と、この回線情報記憶手段により記憶した回線情報に基づ
いて、上記第２の通信システムへの回線接続を行う送受信機とを備えたものである。

の発明によれば、移動体通信端末と第１の通信システムの基地局との間の通信を、上
記移動体通信端末と第２の通信システムの基地局との間の通信に切替える移動体通信シス
テムにおいて、上記第１の通信システムの基地局は、上記第２の通信システムの基地局が
提供する通信回線のうち、自局のサービスエリア内又は近傍で受信可能な通信回線の回線
情報を抽出して記憶する回線情報記憶手段と、この回線情報記憶手段に記憶された回線情



【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　実施の形態１．
　第 1図は本発明による移動体通信システムの全系を示す模式図である。１は通信システ
ムＡの無線基地局であり、２は無線基地局１が提供するサービスエリアである。３は通信
システムＢの通信衛星であり、４は通信衛星３が提供するサービスエリアである。５は切
替えにより通信システムＡ及びＢの双方に対して回線接続できる移動体通信端末である。
７は、各々通信システムＡ及び通信システムＢから移動体通信端末５へ送信される制御回
線であり、自己の通信システムの回線情報ともう一方の通信システムの回線情報を移動体
通信端末５へ送信している。例えば通信システムＢは自己の通信システムの回線情報及び
通信システムＡの回線情報をこの制御回線７において提供している。第１図には、通信シ
ステムＡとして地上系セルラーシステムを、通信システムＢとして移動体衛星通信システ
ムを示したが、通信システムＡ及びＢともに地上系セルラーシステム又は衛星通信システ
ムである場合に対しても本発明は適用される。  
【０００８】
　第２図は、実施の形態１の通信システムの構成を示す構成図である。第２図の通信シス
テムＡの基地局１において、８はアンテナ、９は送受信機、１０は通信システムＡの回線
情報を記憶するＳｙｓＡ回線情報記憶部、１１は通信システムＡとは別の通信システムで
ある通信システムＢの回線情報を記憶するＳｙｓＢ回線情報記憶部である。通信システム
Ｂの基地局３において、１２はアンテナ、１３は送受信機、１４は通信システムＢの回線
情報を記憶するＳｙｓＢ回線情報記憶部、１５は通信システムＢとは別の通信システムで
ある通信システムＡの回線情報を記憶するＳｙｓＡ回線情簸記憶部である。通信システム
Ｂは、第１図において衛星を基地局又は中継局としており、衛星が基地局となる場合には
、第２図の基地局３は衛星を表わしており、衛星が中継局となる場合には、第２図の基地
局３は地上局を表わしている。１６は例えば公衆回線網であり、通信システムＡ及び通信
システムＢは、いずれも地上の公衆回線と接続され、移動体通信端末のユーザは、公衆回
線網等のユーザと通信することができる。さらに移動体通信端末５において、１７はアン
テナ、１８は送受信機、１９は基地局１又は基地局３からの回線情報を記憶する回線情報
記憶部、２０は送受信機１８を制御する制御部、２１はキー捜作部などからなるユーザイ
ンタフェースである。  
【０００９】
　通信システムＡの基地局１は、ＳｙｓＡ回線情報記憶部１０に記憶している自己のシス
テムの回線情報を送受信機９、アンテナ８を介して移動体通信端末５に送信する。移動体
通信端末５側では、通信システムＡを受信しているときには、上記の回線情報をアンテナ
１７、送受信機１８により受信し、回線情報記憶部１９に記憶する。  
　さらに本発明では、ＳｙｓＢ回線情報記憶部１１に記憶した通信システムＢの回線情報
を送受信機９及びアンテナ８を介して送信するので、移動体通信端末５は、通信システム
Ａを受信しているときでもこの通信システムＢの回線情報も回線情報記憶部１９に記憶す
ることができる。ＳｙｓＡ回線情報とＳｙｓＢ回線情報は同じ制御回線で送受信されても
良いし、異なる制御回線で送受信されても良い。  
　通信システムＡの基地局１のＳｙｓＢ回線情報記憶部１１に記憶される回線情報は、通
信システムＢの基地局３から通信システムＡの基地局１へ送信きれている。この送信のた
めの経路は、第２図に示すような専用線であっても良いし、公衆回線網１６を経由するも
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報を上記移動体通信端末に送信する回線情報送信手段とを備え、上記移動体通信端末は、
上記第１の通信システムの基地局から送信された上記回線情報を受信して記憶する回線情
報記憶手段と、この回線情報記憶手段により記憶した回線情報に基づいて、上記第２の通
信システムへの回線接続を行う送受信機とを備えるように構成したので、移動体通信端末
は、他の通信システムの回線情報に基づいて、速やかに他の通信システムヘの切り替えを
行うことが可能となる。また、移動体通信端末が他の通信システムに切り替える際に行う
他の通信システムの通信回線サーチに要する時間が短縮される。



のでも良い。尚、第２図には省略したが、基地局１及び３と公衆回線網との問には、通信
方式や手順の交換を行うための交換局が配置される。  
【００１０】
　通信システムＡの基地局１のＳｙｓＢ回線情報記憶部１１に送信される通信システムＢ
の回線情報は、第２図では通信システムＢの基地局３から送信される構成となっているが
、基地局群を統括して制御する制御局（図示せず）から、他の通信システムに送信する構
成としても良い。この場合は、第２図において、専用線の途中に制御局が、或いは基地局
と公衆回線網との間に制御局が入る構成となる。制御局において基地局群の回線情報を監
視しているような場合には、制御局から一括して他の通信システムの制御局に回線情報を
送信することにより、各基地局から個別に他の通信システムの基地局に回線情報を送信す
るという煩雑さを解消することができる。  
　第２図に示す通信システムＢの基地局３も、通信システムＡの基地局１と同様の構成と
なっており、ＳｙｓＢ回線情報記憶部１４に記憶した自己の通信システムの回線情報及び
ＳｙｓＡ回線情報記憶部１５に記憶した通信システムＡの回線情報を移動体通信端末５に
送信する。  
【００１１】
　第３図は、他の通信システムの回線情報を通知する制御回線内の論理フォーマットの一
例を示す模式図である。第３図において、システム数とあるのは、移動体通信端末５が受
信可能な通信システムの数を示し、システムＩＤは、各通信システム毎に一意に割当てら
れた番号である。回線数は、システムＩＤで示される通信システムに属する回線の数を表
わしており、この回線数分、各回線を規定するパラメータが存在する。第３図においては
、パラメータとして周波数及びＴＤＭオフセットを使用する例を示している。移動体通信
端末５は、随時この回線情報を受信し、回線情報記憶部１９を最新のものに更新していく
。移動体通信端末５が回線接続に使用するのは、周波数とＴＤＭオフセットの組み合せの
部分である。これらの情報を逐次回線情報記憶部１９から読み出し、これらの値に基づい
て回線接続を試みる。例えばシステム数が３となっている場合には、一のシステムＩＤ及
び回線数を取り出し、この回線数分の周波数及びＴＤＭオフセットの組み合せを抽出して
受信サーチを行い、回線数分の受信サーチを終了しても回線接続できない場合には、処理
を中断するか、又は次のシステムＩＤ及び回線数を取り出して、その回線数分の受信サー
チを同様に行う。  
【００１２】
　第３図の場合は、回線パラメータとして周波数及びＴＤＭオフセットを使用し、周波数
多重化と時分割多重化により移動体通信の多元接続を実現するものである。移動体通信の
多元接続としてコード分割多重化を利用する一場合には、回線バラメータとしてコード分
割多重化の符号コードを、周波数ホッピングによる多重化を利用する場合には、回線パラ
メータとして周波数ホッピングのコードを使用する。  
　また、基地局から送信する回線情報は、通常はその基地局や周辺の基地局の回線情報で
ある。移動体通信端末５は、その存在する地域の回線情報を入手していれば、移動して生
じるセル間での通信の受け渡しが可能である。したがって、移動体通信端末５が受取る他
の通信システムの回線情報は、通信システムの切替時に必要となる、その移動体通信端末
５が存在する地域の他の通信システムの回線情報であることが望ましい。すなわち基地局
において、そのサービスエリア内又はサービスエリア近傍で受信可能な他の通信システム
の回線情報を抽出し、送信すればよい。この基地局での抽出は、その基地局がカバーする
サービズエリアと、他の通信システムの基地局がカバーするサービスエリアの地理的関係
により容易に求められる。基地局毎に抽出を行うことが複雑である場合には、それらの基
地局群を制御する制御局において一括して各基地局が制御回線を通じて送信すべき他の通
信システムの回線情報を求め、各基地局に配送することによって、簡略化を図ることがで
きる。ただし、この場合、制御局は第２図中の専用線上に位置して他の通信システムの回
線情報を受取るか、或るいは公衆回線と基地局との間に位置して他の通信システムの回線
情報を受取るか等すればよい。  
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【００１３】
　次に移動体通信端末５における通信システムの切替前の処理、及び切替時の処理につい
て説明する。第４図は、通信システムの切替前の処理の流れを示すフローチャート、第５
図は、通信システムの切替時の処理の流れを示すフローチャートである。  
　第４図において、移動体通信端末５は、ステップＳ１に示すように切替前の状態として
、一つの通信システムとの間で回線が接続されて通信を待受ける待受け状態や通信状態と
なっている。このとき、ステップＳ２のように制御回線を受信し、回線情報を入手する。
入手した回線情報は、ステップＳ３において、現在通信中の通信システムの回線情報か、
他の通信システムの回線情報かによって、処理を分岐する。すなわち、現在通信中の通信
システムの回線情報であれば、ステップＳ４により現在通信中の通信システムの通信状態
を維持しつつ、再びステップＳ２により制御回線の受信を行う。ステップＳ２において受
信した回線情報が他の通信システムの回線情報である場合には、ステップＳ５において、
システム毎に分類して受信した回線情報を回線情報記憶部１９に記憶し、ステップＳ４に
より現在通信中の通信システムの通信状態を維持し、再びステップＳ２により制御回線の
受信を行う。  
【００１４】
　次に第５図に示す通信システムの切替時の処理の流れを説明する。ステップＳ６は、現
在通信中の通信システムから他の通信システムへのシステム切替え動作である。この切替
え動作は、第２図に示す移動体通信端末５のユーザインタフェース２１を介してユーザか
らの要求により発生する場合や、制御部２０において発生する場合がある。制御部２０で
発生する場合としては、例えば電波状況等により現在通信中の通信システムとの回線状況
が悪化し、他の通信システムに自動的に切替えるような機能を移動体通信端末５が有して
いるような場合である。ステップＳ６においてシステムの切替動作が発生すると、ステッ
プＳ７において、移動体通信端末５の回線情報記憶部１９の中に、指定された通信システ
ムの制御回線が記憶されているかどうかを確認する。確認の結果、制御回線が記憶されて
いなければ、ステップＳ８に移行し、その通信システムは使用不可と判断して処理を終え
る。このとき、ユーザに使用不可である旨を通知して処理を終えても良いし、或いは、次
の通信システムを評価する処理を繰り返し行うこととしても良い。前者にあっては、ユー
ザの明示的指示により、次のシステムへの切替を行うこととなる。また後者にあっては、
移動体通信端末５が回線情報記憶部１９の内容に基づいて自動的に他の通信システムへの
回線接続処理を進行させることによって、ユーザが回線接続に介在する必要が無く、ユー
ザの利便性が向上する。  
【００１５】
　ステップＳ７において、移動体通信端末５の回線情報記憶部１９の中に、指定された通
信システムの制御回線が記憶されている場合には、ステップＳ９へ移行し、その通信シス
テムのシステムＩＤにより識別されている領域に記憶されている周波数及びＴＤＭオフセ
ットの使用候補を回線接続を行う評価対象リストとする。次にステップＳ１０へ移行し、
 評価対象リスト上の制御回線を順に受信して、使用できるかどうかを評価していく。こ
こでの評価の方法としては、例えば受信電力値、ビットエラーレート、ユニークワード検
出状態など、いわゆる受信品質の測定と判定により評価を行う。ステップＳ１０の評価に
基づき、ステップＳ１１において処理を分岐する。すなわち、使用可能な制御回線が見つ
かった場合、ステップＳ１２へ移行し、その使用可能な制御回線により回線接続し、見つ
からなかった場合には、ステップＳ８に移行し、その通信システムは使用不可と判断して
処理を終える。このとき、ユーザに使用不可である旨を通知して処理を終えても良いし、
或いは、次の通信システムを評価する処理を繰り返し行うこととしても良いことについて
は上述のとおりである。  
【００１６】
　また、移動体通信端末５が複数の通信システムと通信が可能であり、その一部の通信シ
ステムに本発明が適用されていないことが有得る。この場合、適用外である通信システム
のシステムＩＤを基地局から送信しないことにより、移動体通信端末５は回線情報記憶部
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１９の回線情報を確認するまでもなく、システムＩＤの有無により、適用外か否かを判断
することができる。  
　また、移動体通信端末５は、ユーザが希望する通信システムの優先接続の順番を設定及
び記憶する手段を備え、この順番に現在通信中の通信システムから他の通信システムに切
替させることにより、利便性を向上することができる。  
【００１７】
実施の形態２．  
　第６図は、本発明による通信システムの移動体通信端末の他の構成例を示す構成図であ
る。第６図において、２２は回線パラメータテーブルである。  
　実施の形態１では、基地局から送信される他の通信システムの回線情報として、周波数
及びＴＤＭオフセットなどの回線のパラメータを送信する例を示したが、それらにマッピ
ングされる論理的な番号や、第７図に示すようなセルの番号を送信し、移動体通信端末５
において、回線パラメータを求めるようにしてもよい。特に基地局からセル番号を送信す
る場合、移動体通信端末５での回線接続時には、回線情報記憶部１９に記憶したセル番号
に対応する回線情報を回線パラメータテーブル２２から検索して制御部２０に取り込み、
その回線情報に基づいて送受信機１８を動作する。回線パラメータテーブル２２は、セル
番号に対する周波数及びＴＤＭオフセットの回線情報を記憶するテーブルであり、その一
例を第８図に示す。もちろん、回線情報としては、実施の形態１で述べたように、移動体
通信の多元接続方式としてコード分割多重化を利用する場合には、回線情報としてコード
分割多重化の符号コードを、周波数ホッピングによる多重化を利用する場合には、回線情
報として周波数ホッピングのコードを回線パラメータテーブル 22に記憶しておく。  
【００１８】
実施の形態３．  
　第９図は、本発明による通信システムの他の構成例を示す構成図である。図において、
２３は地上系セルラー通信基地局、２４は他の通信システムである移動体衛星通信システ
ムのセル位置を記憶するセル位置記憶部、２５はセル位置記憶部２４に記憶したセル位置
の中から地上系セルラー通信基地局２３が提供するサービスエリア内又は近傍に位置する
セルを抽出するセル抽出部、２６はセル抽出部２５で抽出したセルの回線情報を送受信機
９へ入力する他システム回線情報記憶部、２７は地上系セルラー通信基地局が自己のシス
テムの回線情報を記憶する自己システム回線情報記憶部である。２８は移動体衛星通信基
地局、２９は移動体衛星通信基地局２８が自己のシステムの回線情報を記憶する自己シス
テム回線情報記憶部である。３０は他の通信システムである地上系セルラーシステムのセ
ル位置を記憶するセル位置記憶部、３１はセル位置記憶部３０に記憶したセル位置の中か
ら移動体衛星通信基地局２８が提供するサービスエリア内又は近傍に位置するセルを抽出
するセル抽出部、３２はセル抽出部３１で抽出したセルの回線情報を送受信機１３へ入力
する他システム回線情報記憶部である。第９図において、その他符号を付した構成要素は
実施の形態 1に示したものと同じである。  
【００１９】
　移動体衛星通信には、静止軌道上の通信衛星と地上の移動体との間で通信を行う形態の
ものと、周回軌道上の通信衛星と地上の移動体との間で通信を行う形態のものとがある。
特に後者の場合、通信衛星が地表面に対して、移動することにより、その通信衛星から地
表に向けて放射されるセルも時々刻々とその位置が変化することとなる。このセル位置の
変化に追従して、地上系セルラー通信基地局２３は、サービスエリア内又は近傍の移動体
衛星通信のセルを抽出し、抽出したセルの回線情報を移動体通信端末５へ送信する。  
　移動体衛星通信の通信衛星の進行により変化するセル位置は、セル位置記憶部２４に記
憶される。このセル位置は時々刻々変化しており、セル抽出部２５において、地上系セル
ラー通信基地局２３のサービスエリア内又は近傍のセルを抽出する。他システム回線情報
記憶部２６は、セル抽出部２５により抽出されたセルの回線情報を送受信機９に送出する
。第９図においては、他システム回線情報記憶部２６の回線情報は、移動体衛星通信基地
局２８から送られて来るが、この回線情報は、移動体衛星通信システムの通信衛星の進行
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とセル位置を監視する制御局等から送られてきてもよい。第９図においては、説明の明解
さの為にセル位置及び回線情報を別の専用線で図示したが、専用線を別々に設ける必要は
なく、両者をまとめて 1つの専用線としても良いし、データ伝送の頻度が低ければ公衆回
線を通して送受信することも可能である。地上系セルラー通信基地局２３から送信された
移動体衛星通信システムの回線情報は、移動体通信端末５により受信され、移動体通信端
末５が通信システムを地上系セルラー通信から移動体衛星通信に切替える際に回線情報記
憶部１９から読み出して利用することにより、回線切替時の所要時間を短縮することが可
能である。移動体通信端末５における通信システム切替の動作は実施の形態１に示したと
おりである。  
【００２０】
　また、セル位置記憶部２４及びセル抽出部２５における一連のセル抽出の処理、及びこ
の抽出されたセルによる他システム回線情報記憶部２６でのセルの回線情報の読み出しの
処理は、各基地局において共通の処理となる。これらの処理を基地局から信システムの制
御局において、一括して処理することにより、基地局の複雑化を回避することができる。
 
　また、移動体衛星通信基地局２８と地上系セルラー通信基地局２３との間に専用線が用
意できないこと等により、移動体衛星通信基地局２８の自己システム回線情報記憶部２９
からのセル位置情報を地上系セルラー通信基地局２３が受信できない場合には、地上系セ
ルラー通信基地局２３において、通信衛星の軌道を計算しセル位置情報を求めることも可
能である。つまり第９図におけるセル位置記憶部２４に対し通信衛星の軌道情報をあらか
じめ与えておき、セル位置を計算する。軌道情報は、例えば通信衛星の高度、軌道傾斜角
、降交点時刻、軌道偏平率等である。通信衛星の軌道上での現在位置を計算し、通信衛星
から地表面に放射されるセルの位置を計算することができる。セル抽出部２５において、
計算した移動体衛星通信システムのセル位置のうち、地上系セルラー通信基地局２３のサ
ービスエリア内又は近傍のセルを抽出し、抽出したセルに対応する回線情報を他システム
回線情報記憶部２６から送受信機９に送出す為処理については、上記と同様である。この
ように軌道情報から通信衛星の軌道を計算する処理、更には計算した通信衛星の軌道上で
の現在位置から移動体衛星通信のセル位置を計算する処理は、各基地局において重複する
こととなるので、この計算を例えば地上系セルラー通信システムの制御局等において一括
して処理することにより、処理の複雑性を回避することができる。  
【００２１】
　次に移動体衛星通信基地局２８側で衛星通信基地局２８は、通信衛星が基地局となる場
合と、通信衛星は単なる中継局であって地上に基地局が配置される場合とがある。  
　周回衛星を利用した移動体衛星通信システムにおいては、周回軌道上の通信衛星の進行
により、その通信衛星が地表に向けて放射するセル位置は時々刻々と変化する。したがっ
て、例えば他の通信システムである地上系セルラー通信基地局の提供するセル位置は、上
記移動体衛星通信基地局２８から送信されるセル位置に対し、時々刻々変化することとな
る。本実施の形態においては、移動体衛星通信基地局２８において、自己が提供するサー
ビスエリア内又は近傍の地上系セルラー通信システムのセルを抽出し、抽出したセルの回
線情報を移動体通信端末５へ送信する。
【００２２】
　移動体衛星通信の通信衛星の進行により変化するセル位置は、自己システム回線情報記
憶部２９に記憶される。このセル位置は時々刻々変化している。一方、地上系セルラー通
信システムのセル位置は、専用線又は公衆回線を通してセル位置記憶部３０に入力されて
記憶される。地上系セルラー通信システムのセル位置は、一般的に固定しているので、あ
らかじめセル位置記憶部３０に記憶しておけば良いが、固定されていない場合には、専用
線又は公衆回線を通してセル位置を入力する必要がある。セル抽出部３１は、自己システ
ム回線情報記憶部２９に記憶されたセルが提供するサービスエリア内又は近傍の地上系セ
ルラー通信システムのセルをセル位置記憶部３０から抽出する。セル抽出部３１により抽
出されたセルの回線情報は、他システム回線情報記憶部３２から送受信機１３に送出する
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。他システム回線情報記憶部３２には、あらかじめ地上系セルラー通信システムのセルに
対応する回線情報が入力されている。移動体衛星通信基地局２８から送信された地上系セ
ルラー通信システムの回線情報は、移動体通信端末５により受信され、移動体通信端末５
が通信システムを移動体衛星通信から地上系セルラー通信に切替える際に回線情報記憶部
から読み出して利用することにより、回線切替時の所要時間を短縮することが可能である
。移動体通信端末５における通信システム切替の動作は実施の形態１に示したとおりであ
る。  
【００２３】
　また、セル位置記憶部３０及びセル抽出部３１における一連のセル抽出の処理、及びこ
の抽出されたセルによる他システム回線情報記憶部３２でのセルの回線情報の読み出し処
理は、各移動体衛星通信基地局において共通の処理となる。これらの処理を基地局から分
離し、例えば移動体衛星通一信システムの制御局において、一括して処理することにより
、基地局の複雑化を回避することができる。  
　また、本実施の形態についての上記説明では、他の通信システムとして地上系セルラー
通信の場合について示したが、他の通信システムが移動体衛星通信システムの場合にも適
用可能である。他の通信システムが移動体衛星通信システムの場合、この通信システムの
セルも通信衛星の移動に伴って位置が変化する。移動体衛星通信基地局２８は、他通信シ
ステムである移動体衛星通信システムのセル位置情報を時々刻々取得するか、若しくは軌
道情報に基づいてセル位置情報を算出する。  
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明に係る移動体通信システムの全系を示す構成図である（実施の形態 1）。
【図２】本発明に係る移動体通イ言システムの構成を示す構成図である（実施の形態 1）
。
【図３】本発明に係る移動体通信システムの基地局が他の通信システムの回線情報を通知
する制御回線内の論理フォーマットの一例を示す模式図である（実施の形態１）。ビニー
ル袋を装填した際に脱気用ダクトを挿入した状態を示す断面図である。
【図４】本発明に係る移動体通信システムの切替前の処理の流れを示すフローチャートで
ある（実施の形態１）。
【図５】本発明に係る移動体通信システムの切替時の処理の流れを示すフローチャートで
ある（実施の形態１）。
【図６】本発明に係る移動体通信システムの移動体通信端末の他の構成例を示す構成図で
ある（実施の形態２）。
【図７】本発明に係る移動体通信システムの基地局が他の通信システムの回線情報を通知
する制御回線内の論理フォーマットの一例を示す模式図である（実施の形態２）。
【図８】本発明に係る移動体通信端末の回線パラメータテーブルの一例を示す模式図であ
る（実施の形態２）。
【図９】本発明に係る移動体通信システムの他の構成例を示す構成図である（実施の形態
３）。
【図１０】従来の移動体通信システムの全系を示す構成図である。
【符号の説明】
【００２５】
　１　無線基地局、３　通信衛星、５　移動体通信端末、１０，１１，１４，１５，１９
　回線情報記憶部。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】
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