
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局が送信したとまり木チャネルを探索し、捕捉して受信することにより、通信また
は待ち受けを行う基地局を決定する移動局におけるセルサーチ制御方法であって、
　現在捕捉している の 受信品質を測定する測定ステップと、
　

　 に基づき、 新たな
とまり木チャネルを探索する頻度を決定する制御ステップと
　を備えることを特徴とするセルサーチ制御方法。
【請求項２】
　請求項１に記載のセルサーチ制御方法であって、
　前記測定ステップは、現在捕捉している の受信電力を測定し、
　

　前記制御ステップは、
ことを特徴とするセ

ルサーチ制御方法。
【請求項３】
　請求項１に記載のセルサーチ制御方法であって、
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各とまり木チャネル 第１の
前記測定ステップにより測定した第１の受信品質から第２の受信品質を取得する取得ス

テップと、
前記取得ステップにより取得した第２の受信品質 現在捕捉していない

各とまり木チャネル
前記取得ステップは、前記測定ステップにより測定した受信電力に関して、最も高い受

信電力を取得し、
前記取得ステップにより取得した最も高い受信電力に基づき、現

在捕捉していない新たなとまり木チャネルを探索する頻度を決定する



　前記測定ステップは、現在捕捉している の受信電力を測定し、
　

　前記制御ステップは、
ことを特徴とするセルサーチ制御方

法。
【請求項４】
　請求項１に記載のセルサーチ制御方法であって、
　前記測定ステップは、現在捕捉している の受信電力を測定し、
　

　前記制御ステップは、
ことを特徴とするセルサーチ制御方

法。
【請求項５】
　請求項１に記載のセルサーチ制御方法であって、
　前記測定ステップは、現在捕捉している の受信ＳＩＲを測定し、
　

　前記制御ステップは、
ことを特徴とする

セルサーチ制御方法。
【請求項６】
　請求項１に記載のセルサーチ制御方法であって、
　前記測定ステップは、現在捕捉している の受信ＳＩＲを測定し、
　

　前記制御ステップは、
ことを特徴とするセルサーチ制御方

法。
【請求項７】
　請求項１に記載のセルサーチ制御方法であって、
　前記測定ステップは、現在捕捉している の受信ＳＩＲを測定し、
　

　前記制御ステップは、
ことを特徴とするセルサーチ制御方

法。
【請求項８】
　請求項１に記載のセルサーチ制御方法であって、
　 を 復号し、送信電力情報を取り出す取り
出しステップをさらに備え、
　前記とまり木チャネルには該とまり木チャネルの送信電力情報が含まれ、
　前記測定ステップは、現在捕捉している の受信電力を測定し、
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各とまり木チャネル
前記取得ステップは、前記測定ステップにより測定した受信電力に関して、最も高い受

信電力に対する２番目に高い受信電力の比を取得し、
前記取得ステップにより取得した比に基づき、現在捕捉していな

い新たなとまり木チャネルを探索する頻度を決定する

各とまり木チャネル
前記取得ステップは、前記測定ステップにより測定した受信電力に関して、最も高い受

信電力に対する比がある一定値以上になる受信電力を有するとまり木チャネルの数を取得
し、

前記取得ステップにより取得した数に基づき、現在捕捉していな
い新たなとまり木チャネルを探索する頻度を決定する

各とまり木チャネル
前記取得ステップは、前記測定ステップにより測定した受信ＳＩＲに関して、最も高い

受信ＳＩＲを取得し、
前記取得ステップにより取得した最も高い受信ＳＩＲに基づき、

現在捕捉していない新たなとまり木チャネルを探索する頻度を決定する

各とまり木チャネル
前記取得ステップは、前記測定ステップにより測定した受信ＳＩＲに関して、最も高い

受信ＳＩＲに対する２番目に高い受信ＳＩＲの比を取得し、
前記取得ステップにより取得した比に基づき、現在捕捉していな

い新たなとまり木チャネルを探索する頻度を決定する

各とまり木チャネル
前記取得ステップは、前記測定ステップにより測定した受信ＳＩＲに関して、最も高い

受信ＳＩＲに対する比がある一定値以上になる受信ＳＩＲを有するとまり木チャネルの数
を取得し、

前記取得ステップにより取得した数に基づき、現在捕捉していな
い新たなとまり木チャネルを探索する頻度を決定する

現在捕捉している各とまり木チャネル 受信して

各とまり木チャネル
前記取得ステップは、前記測定ステップにより測定された受信電力と、前記取り出しス

テップにより取り出された該受信電力を有するとまり木チャネルの送信電力とから、自局
と該とまり木チャネルを送信した基地局との間の伝搬損失を算出し、算出された伝搬損失
に関して、最も小さい伝搬損失を取得し、



　前記制御ステップは、
ことを特徴とする

セルサーチ制御方法。
【請求項９】
　請求項１に記載のセルサーチ制御方法であって、
　 を 復号し、送信電力情報を取り出す取り
出しステップをさらに備え、
　前記とまり木チャネルには該とまり木チャネルの送信電力情報が含まれ、
　前記測定ステップは、現在捕捉している の受信電力を測定し、
　

　前記制御ステップは、
ことを特徴とするセルサーチ制御方

法。
【請求項１０】
　請求項１に記載のセルサーチ制御方法であって、
　 を 復号し、送信電力情報を取り出す取り
出しステップをさらに備え、
　前記とまり木チャネルには該とまり木チャネルの送信電力情報が含まれ、
　前記測定ステップは、現在捕捉している の受信電力を測定し、
　

　前記制御ステップは、
ことを特徴とするセルサーチ制御方

法。
【請求項１１】
　基地局が送信したとまり木チャネルを探索し、捕捉して受信することにより、通信また
は待ち受けを行う基地局を決定する移動局におけるセルサーチ制御方法であって、
　現在通信または待ち受けを行っている へ信号を送信する際の送信電力を測定す
る測定ステップと、
　

　
制御ステップと

　を備えることを特徴とするセルサーチ制御方法。
【請求項１２】
　基地局が送信したとまり木チャネルを探索し、捕捉して受信することにより、通信また
は待ち受けを行う基地局を決定する移動局であって、
　現在捕捉している の 受信品質を測定する測定手段と、
　

　 に基づき、 新たなとま
り木チャネルを探索する頻度を決定する制御手段と
　を備えたことを特徴とする移動局。
【請求項１３】
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前記取得ステップにより取得した最も小さい伝搬損失に基づき、
現在捕捉していない新たなとまり木チャネルを探索する頻度を決定する

現在捕捉している各とまり木チャネル 受信して

各とまり木チャネル
前記取得ステップは、前記測定ステップにより測定された受信電力と、前記取り出しス

テップにより取り出された該受信電力を有するとまり木チャネルの送信電力とから、自局
と該とまり木チャネルを送信した基地局との間の伝搬損失を算出し、算出された伝搬損失
に関して、最も小さい伝搬損失に対する２番目に小さい伝搬損失の比を取得し、

前記取得ステップにより取得した比に基づき、現在捕捉していな
い新たなとまり木チャネルを探索する頻度を決定する

現在捕捉している各とまり木チャネル 受信して

各とまり木チャネル
前記取得ステップは、前記測定ステップにより測定された受信電力と、前記取り出しス

テップにより取り出された該受信電力を有するとまり木チャネルの送信電力とから、自局
と該とまり木チャネルを送信した基地局との間の伝搬損失を算出し、算出された伝搬損失
に関して、最も小さい伝搬損失に対する比がある一定値以下になる伝搬損失を有するとま
り木チャネルの数を取得し、

前記取得ステップにより取得した数に基づき、現在捕捉していな
い新たなとまり木チャネルを探索する頻度を決定する

各基地局

前記測定ステップにより測定した送信電力に関して、最も低い送信電力を取得する取得
ステップと、

前記取得ステップにより取得した最も低い送信電力に基づき、現在捕捉していない新た
なとまり木チャネルを探索する頻度を決定する

各とまり木チャネル 第１の
前記測定手段により測定した第１の受信品質から第２の受信品質を取得する取得手段と

、
前記取得手段により取得した第２の受信品質 現在捕捉していない



　 に記載の移動局であって、
　前記測定手段は、現在捕捉している の受信電力を測定し、
　

　前記制御手段は、
ことを特徴とする移動局。

【請求項１４】
　 に記載の移動局であって、
　前記測定手段は、現在捕捉している の受信電力を測定し、
　

　前記制御手段は、
ことを特徴とする移動局。

【請求項１５】
　 に記載の移動局であって、
　前記測定手段は、現在捕捉している の受信電力を測定し、
　

　前記制御手段は、
ことを特徴とする移動局。

【請求項１６】
　 に記載の移動局であって、
　前記測定手段は、現在捕捉している の受信ＳＩＲを測定し、
　

　前記制御手段は、
ことを特徴とする移動局。

【請求項１７】
　 に記載の移動局であって、
　前記測定手段は、現在捕捉している の受信ＳＩＲを測定し、
　

　前記制御手段は、
ことを特徴とする移動局。

【請求項１８】
　 に記載の移動局であって、
　前記測定手段は、現在捕捉している の受信ＳＩＲを測定し、
　

　前記制御手段は、
ことを特徴とする移動局。

【請求項１９】
　 に記載の移動局であって、
　 を 復号し、送信電力情報を取り出す取り
出し手段をさらに備え、
　前記とまり木チャネルには該とまり木チャネルの送信電力情報が含まれ、
　前記測定手段は、現在捕捉している の受信電力を測定し、
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請求項１２
各とまり木チャネル

前記取得手段は、前記測定手段により測定した受信電力に関して、最も高い受信電力を
取得し、

前記取得手段により取得した最も高い受信電力に基づき、現在捕捉し
ていない新たなとまり木チャネルを探索する頻度を決定する

請求項１２
各とまり木チャネル

前記取得手段は、前記測定手段により測定した受信電力に関して、最も高い受信電力に
対する２番目に高い受信電力の比を取得し、

前記取得手段により取得した比に基づき、現在捕捉していない新たな
とまり木チャネルを探索する頻度を決定する

請求項１２
各とまり木チャネル

前記取得手段は、前記測定手段により測定した受信電力に関して、最も高い受信電力に
対する比がある一定値以上になる受信電力を有するとまり木チャネルの数を取得し、

前記取得手段により取得した数に基づき、現在捕捉していない新たな
とまり木チャネルを探索する頻度を決定する

請求項１２
各とまり木チャネル

前記取得手段は、前記測定手段により測定した受信ＳＩＲに関して、最も高い受信ＳＩ
Ｒを取得し、

前記取得手段により取得した最も高い受信ＳＩＲに基づき、現在捕捉
していない新たなとまり木チャネルを探索する頻度を決定する

請求項１２
各とまり木チャネル

前記取得手段は、前記測定手段により測定した受信ＳＩＲに関して、最も高い受信ＳＩ
Ｒに対する２番目に高い受信ＳＩＲの比を取得し、

前記取得手段により取得した比に基づき、現在捕捉していない新たな
とまり木チャネルを探索する頻度を決定する

請求項１２
各とまり木チャネル

前記取得手段は、前記測定手段により測定した受信ＳＩＲに関して、最も高い受信ＳＩ
Ｒに対する比がある一定値以上になる受信ＳＩＲを有するとまり木チャネルの数を取得し
、

前記取得手段により取得した数に基づき、現在捕捉していない新たな
とまり木チャネルを探索する頻度を決定する

請求項１２
現在捕捉している各とまり木チャネル 受信して

各とまり木チャネル
前記取得手段は、前記測定手段により測定された受信電力と、前記取り出し手段により

取り出された該受信電力を有するとまり木チャネルの送信電力とから、自局と該とまり木



　前記制御手段は、
ことを特徴とする移動局。

【請求項２０】
　 に記載の移動局であって、
　 を 復号し、送信電力情報を取り出す取り
出し手段をさらに備え、
　前記とまり木チャネルには該とまり木チャネルの送信電力情報が含まれ、
　前記測定手段は、現在捕捉している の受信電力を測定し、
　

　前記制御手段は、
ことを特徴とする移動局。

【請求項２１】
　 に記載の移動局であって、
　 を 復号し、送信電力情報を取り出す取り
出し手段をさらに備え、
　前記とまり木チャネルには該とまり木チャネルの送信電力情報が含まれ、
　前記測定手段は、現在捕捉している の受信電力を測定し、
　

　前記制御手段は、
ことを特徴とする移動局。

【請求項２２】
　基地局が送信したとまり木チャネルを探索し、捕捉して受信することにより、通信また
は待ち受けを行う基地局を決定する移動局であって、
　現在通信または待ち受けを行っている へ信号を送信する際の送信電力を測定す
る測定手段と、
　

　
制御手段と

　を備えたことを特徴とする移動局。
【請求項２３】
　 のいずれかに記載の移動局であって、待ち受け動作中は、間欠受
信により自局への呼び出しを監視することを特徴とする移動局。
【請求項２４】
　 のいずれかに記載の移動局と複数の基地局とを備えたことを特徴
とする移動通信システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はセルサーチ（新たなとまり木チャネルの探索）の制御方法、移動局、および移動
局と複数の基地局とを備えた移動通信システムに関する。
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チャネルを送信した基地局との間の伝搬損失を算出し、算出された伝搬損失に関して、最
も小さい伝搬損失を取得し、

前記取得手段により取得した最も小さい伝搬損失に基づき、現在捕捉
していない新たなとまり木チャネルを探索する頻度を決定する

請求項１２
現在捕捉している各とまり木チャネル 受信して

各とまり木チャネル
前記取得手段は、前記測定手段により測定された受信電力と、前記取り出し手段により

取り出された該受信電力を有するとまり木チャネルの送信電力とから、自局と該とまり木
チャネルを送信した基地局との間の伝搬損失を算出し、算出された伝搬損失に関して、最
も小さい伝搬損失に対する２番目に小さい伝搬損失の比を取得し、

前記取得手段により取得した比に基づき、現在捕捉していない新たな
とまり木チャネルを探索する頻度を決定する

請求項１２
現在捕捉している各とまり木チャネル 受信して

各とまり木チャネル
前記取得手段は、前記測定手段により測定された受信電力と、前記取り出し手段により

取り出された該受信電力を有するとまり木チャネルの送信電力とから、自局と該とまり木
チャネルを送信した基地局との間の伝搬損失を算出し、算出された伝搬損失に関して、最
も小さい伝搬損失に対する比がある一定値以下になる伝搬損失を有するとまり木チャネル
の数を取得し、

前記取得手段により取得した数に基づき、現在捕捉していない新たな
とまり木チャネルを探索する頻度を決定する

各基地局

前記測定手段により測定した送信電力に関して、最も低い送信電力を取得する取得手段
と、

前記取得手段により取得した最も低い送信電力に基づき、現在捕捉していない新たなと
まり木チャネルを探索する頻度を決定する

請求項１２ないし２２

請求項１２ないし２３



【０００２】
【従来の技術】
現在普及している携帯電話のような移動通信システムでは、サービスエリア全体をセルと
よばれる比較的小さな無線ゾーンに分割してサービスを行っている。このようなシステム
は、例えば図１に示すように、分割された無線ゾーンをカバーする複数の基地局１１１－
１～１１１－５と、これら基地局１１１－１～１１１－５との間に無線チャネルを設定し
て通信を行う移動局１１２－１～１１２－３により構成されている。
【０００３】
基地局からある送信電力で送信された電波は減衰しながら空間を伝搬し受信点に到達する
。電波が受ける減衰量は送信点と受信点の距離が遠くなるほど大きくなるという性質があ
るため、基本的に遠い基地局から送信されるとまり木チャネルは弱い受信電力で、近い基
地局から送信されるとまり木チャネルは強い受信電力で受信される。現実には、伝搬損失
の大小は距離だけではなく、地形や建造物などの状況により異なってくるため、移動局の
移動に伴って各基地局からのとまり木チャネルの受信電力は大きく変動する。基地局から
送信される信号をよりよい品質で受信するためには、移動局は各基地局からのとまり木チ
ャネルを常に監視し、最良の基地局を選択することが重要となる。
【０００４】
一方、移動局では消費電力を小さくしてバッテリを長持ちさせることを目的として、間欠
受信とよばれる技術が適用される。待ち受け動作中移動局は、自局への呼び出し（ページ
ング）があるかどうか常に監視する必要があるが、間欠受信は、受信する必要の無い時に
はできるだけ受信機を停止させることによって電力消費を抑える技術である。図２は文献
「 Specification of Air-Interface for 3G Mobile System Volume 3」で規定されている
ページングチャネルの構造を説明するための概念図である。同文献によれば、間欠受信の
効果をより大きくするために、多数存在する移動局を複数のグループに分類し、それぞれ
のグループに対する呼び出し信号をひとつの物理チャネル上にマッピングするようページ
ングチャネルを構成している。図２はそのようなグループのうちひとつのグループへの呼
び出し信号を示している。図中ＰＩ（ＰＩ１およびＰＩ２）と示されている部分は、ペー
ジングあり／なしを示す情報を示す非常に短い信号で、ＭＵＩ（ＭＵＩ１～ＭＵＩ４）と
示されている部分はページング情報（移動局のＩＤ番号）を含んでいる。移動局はまずＰ
Ｉ部を受信し、その受信結果に基づいてページングありと判定された場合にのみＭＵＩ部
分を受信する。従って、自局が所属するグループのページングのみ受信すればよいことお
よび、ページング情報が無い場合にはＰＩ部のみを受信すればよいことの、２つの効果に
より実際に受信が必要な時間率は小さく抑えられ、結果、消費電力を非常に小さく抑える
ことが可能である。図２では、すでに移動局側の判定により選択された基地局から送出さ
れるページング情報を対象として描いているが、現実には、移動局の移動に伴って周辺の
基地局のとまり木チャネルを探索するための動作が必要となる。周辺の基地局を探索する
動作は受信可能性のある多数のとまり木チャネルを受信する動作が必要となるため、この
探索動作そのものの頻度をできるだけ小さくすることが、間欠受信の効果をより高くする
という観点から重要である。
【０００５】
このように、移動局の移動に合わせて最良の基地局を選択するためには、常時周辺基地局
のとまり木チャネルを探索・受信して監視することが必要であり、他方で、移動局のバッ
テリを長持ちさせるためにはできるだけ受信機を動作させる時間率を低く抑える必要があ
るという相反する要求が存在する。つまり、受信機を動作させる時間率を低く抑えると、
基地局の選択精度が低下するため所定のサービスの品質が得られなくなるなど好ましくな
い結果を招いてしまう。反対に、受信機を動作させる時間率を高くして基地局の選択精度
を高めると、移動局のバッテリが早く消耗するため、移動局装置の利便性が著しく低下す
るという重大な問題が生ずる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
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文献（柚木、東、堤、「Ｗ－ＣＤＭＡ移動機におけるセル選択制御」、１９９９年信学総
大　Ｂ－５－１８６）では、間欠受信の効果を評価しており、移動局の移動を反映した的
確な基地局選択を行うためには周期的に周辺基地局の探索を行うことが必要であると示唆
している。しかしながら、一定周期で周辺基地局の探索を行った場合、ある程度の間欠受
信の効果が得られるように周期を設定せざるを得ないため、移動局が高速で移動するよう
な場合や伝搬状況が激しく変化するような環境では、伝搬環境の変化に追随することがで
きずに基地局選択精度が低下してしまうという好ましくない問題が発生する。また、移動
局がほとんど移動しないような場合や伝搬状況の変化が緩慢な環境では、無駄なとまり木
探索が頻繁に行われるため、移動局のバッテリを消耗してしまうという重大な欠陥を有し
ていた。
【０００７】
このような問題点に鑑み、本発明は移動局における（周辺）セルサーチ制御方法において
、最良の基地局を選択する精度を高く保ちつつ、消費電力を抑えることを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
図３は本発明の作用を説明するための概念図である。図に示したように４つの基地局３１
１－１～３１１－４によりカバーされているエリアを移動局３１２が矢印に沿って移動す
る場合について考える。なお、移動局３１２は出発地点にいるときに、３つの基地局３１
１－１～３１１－３についてはそのとまり木チャネルを捕捉しており、基地局３１１－４
についてはそのとまり木チャネルを捕捉できていないものとする。移動局３１２が基地局
に近い場所に位置しているとき、例えば移動局３１２がその出発点に位置しているときは
基地局３１１－１からのとまり木チャネルを良好に受信することができるため、より良い
基地局を探索する必要性は低く、従って探索の頻度を低く抑えても受信品質にはほとんど
影響を与えない。しかし、移動局が複数のセルの境界付近に位置している場合には他のよ
り良い基地局のとまり木チャネルに切り替える必要性が高くなると同時に基地局３１１－
４のように現在そのとまり木チャネルを捕捉していない基地局のとまり木チャネルが受信
される確率も高くなる。
【０００９】
基地局に近い場合にはとまり木チャネルの受信電力（受信レベル）は高く、セル周辺部す
なわち複数のセルの境界付近に位置する場合にはとまり木チャネルの受信電力は低くなる
。基地局に近い場合には、とまり木の受信電力そのものが高く、また他基地局のとまり木
から干渉妨害を受ける確率は低いため、とまり木チャネルの受信ＳＩＲ (Signal to Inter
ference power Ratio)は高い。反対にセル周辺部、すなわち複数のセルの境界付近に位置
する場合には、とまり木チャネルの受信電力そのものが低く、かつ他基地局のとまり木か
ら干渉妨害を受ける確率が高くなるため、とまり木チャネルの受信ＳＩＲは低くなる。こ
のような受信ＳＩＲと移動局の位置との関係は、無線アクセス方式によらず得られるが、
符号分割多元接続 (Code Division Multiple Access; CDMA)技術により構成されるセルラ
システムでは、各基地局で同じ無線周波数を使用し、常に干渉が存在する状況下で動作す
るため、よりこの関係が明確である。
【００１０】
また、とまり木チャネルの受信電力ととまり木チャネルを復号して得られる送信電力とに
基づき計算される伝搬損失は基地局に近い場合に小さく、セル周辺部すなわち複数のセル
の境界付近に位置する場合には大きくなる。
【００１１】
さらに、送信した信号が基地局において一定の品質（受信電力や受信ＳＩＲなど）で受信
できるように、移動局において信号の送信電力を制御しているような場合には、その送信
電力は、基地局に近い場合に小さく、セル周辺部すなわち複数のセルの境界付近に位置す
る場合には大きくなる。
【００１２】
したがって、最も高い受信電力、最も高い受信ＳＩＲ、最も小さい伝搬損失、または最も
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低い送信電力に注目すれば、移動局が基地局の近くにいるのか、遠くにいる（セル周辺部
）にいるのかがわかる。
【００１３】
受信電力が最も高いとまり木チャネルと２番目に高いとまり木チャネルとで受信電力を比
較すると、最も高い受信電力に対する２番目に高い受信電力の比（＝２番目に高い受信電
力／最も高い受信電力）は、基地局に近い場合には小さく、セル周辺部すなわち複数のセ
ルの境界付近に位置する場合には大きくなる。受信ＳＩＲについても同様のことがいえる
。伝搬損失については、最も小さい伝搬損失に対する２番目に小さい伝搬損失の比は、基
地局に近い場合に大きい。
【００１４】
また、最も高い受信電力に対する比がある一定値以上になる受信電力を有するとまり木の
数は、基地局に近い場合には最高のものが飛び抜けて高いため少数となり、反対にセル周
辺部すなわち複数のセルの境界付近に位置する場合には多数のとまり木チャネルが同程度
の受信電力で受かるためその数は多くなる。受信ＳＩＲについても同様のことがいえる。
伝搬損失については、最も小さい伝搬損失に対する比がある一定値以下になる伝搬損失を
有するとまり木チャネルの数は、基地局に近い場合に少ない。
【００１５】
本発明はこのようにして、新たなとまり木チャネルの探索の必要性が高いセル周辺部に移
動局が位置しているか、あるいはその必要性が低い基地局の近辺に移動局が位置している
かを自動的に判断し、より必要性が高い地点において探索の頻度を増し、反対にその必要
性が低い地点において探索の頻度を減ずる。
【００１６】
また、移動局の移動速度が速い場合には各とまり木チャネルのレベルの時間的な変動が激
しくなるため、新たなとまり木チャネルが出現する頻度が高くなり、反対に移動局がほと
んど移動しないような場合には、その頻度は低くなる。本発明は移動速度を検出すること
により、新たなとまり木チャネルの探索頻度を変化させ、より探索の必要性が高い場合に
おいて探索の頻度を増し、反対にその必要性が低い場合において探索の頻度を減ずる。
【００１７】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、基地局が送信したとまり木チャ
ネルを探索し、捕捉して受信することにより、通信または待ち受けを行う基地局を決定す
る移動局におけるセルサーチ制御方法であって、現在捕捉している の

受信品質を測定する測定ステップと、

に基づき、 新たなとまり木チャネルを探索する頻度を決
定する制御ステップとを備えることを特徴とする。
【００１８】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のセルサーチ制御方法であって、前記測定ス
テップは、現在捕捉している の受信電力を測定し、
　

前記制御ステップは、
こと

を特徴とする。
【００１９】
　請求項３に記載の発明は、請求項１に記載のセルサーチ制御方法であって、前記測定ス
テップは、現在捕捉している の受信電力を測定し、

前記制御ステップは、
こと

を特徴とする。
【００２０】
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各とまり木チャネル
第１の 前記測定ステップにより測定した第１の受信
品質から第２の受信品質を取得する取得ステップと、前記取得ステップにより取得した第
２の受信品質 現在捕捉していない

各とまり木チャネル
前記取得ステップは、前記測定ステップにより測定した受信電力に関して、最も高い受

信電力を取得し、 前記取得ステップにより取得した最も高い受信電
力に基づき、現在捕捉していない新たなとまり木チャネルを探索する頻度を決定する

各とまり木チャネル 前記取得ステップ
は、前記測定ステップにより測定した受信電力に関して、最も高い受信電力に対する２番
目に高い受信電力の比を取得し、 前記取得ステップにより取得した
比に基づき、現在捕捉していない新たなとまり木チャネルを探索する頻度を決定する



　請求項４に記載の発明は、請求項１に記載のセルサーチ制御方法であって、前記測定ス
テップは、現在捕捉している の受信電力を測定し、

前記制御ステッ
プは、

ことを特徴とする。
【００２１】
　請求項５に記載の発明は、請求項１に記載のセルサーチ制御方法であって、前記測定ス
テップは、現在捕捉している の受信ＳＩＲを測定し、

前記制御ステップは、
ことを特徴とす

る。
【００２２】
　請求項６に記載の発明は、請求項１に記載のセルサーチ制御方法であって、前記測定ス
テップは、現在捕捉している の受信ＳＩＲを測定し、

前記制御ステップは、

ことを特徴とする。
【００２３】
　請求項７に記載の発明は、請求項１に記載のセルサーチ制御方法であって、前記測定ス
テップは、現在捕捉している の受信ＳＩＲを測定し、

前記制
御ステップは、

ことを特徴とする。
【００２４】
　請求項８に記載の発明は、請求項１に記載のセルサーチ制御方法であって、

を 復号し、送信電力情報を取り出す取り出しステップ
をさらに備え、前記とまり木チャネルには該とまり木チャネルの送信電力情報が含まれ、
前記測定ステップは、現在捕捉している の受信電力を測定し、

前記制御ステップは、

ことを特徴とする。
【００２５】
　請求項９に記載の発明は、請求項１に記載のセルサーチ制御方法であって、

を 復号し、送信電力情報を取り出す取り出しステップ
をさらに備え、前記とまり木チャネルには該とまり木チャネルの送信電力情報が含まれ、
前記測定ステップは、現在捕捉している の受信電力を測定し、

前記制御ステップ
は、

ことを特徴とする。
【００２６】
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各とまり木チャネル 前記取得ステップ
は、前記測定ステップにより測定した受信電力に関して、最も高い受信電力に対する比が
ある一定値以上になる受信電力を有するとまり木チャネルの数を取得し、

前記取得ステップにより取得した数に基づき、現在捕捉していない新たなとまり木
チャネルを探索する頻度を決定する

各とまり木チャネル 前記取得ステッ
プは、前記測定ステップにより測定した受信ＳＩＲに関して、最も高い受信ＳＩＲを取得
し、 前記取得ステップにより取得した最も高い受信ＳＩＲに基づき
、現在捕捉していない新たなとまり木チャネルを探索する頻度を決定する

各とまり木チャネル 前記取得ステッ
プは、前記測定ステップにより測定した受信ＳＩＲに関して、最も高い受信ＳＩＲに対す
る２番目に高い受信ＳＩＲの比を取得し、 前記取得ステップにより
取得した比に基づき、現在捕捉していない新たなとまり木チャネルを探索する頻度を決定
する

各とまり木チャネル 前記取得ステッ
プは、前記測定ステップにより測定した受信ＳＩＲに関して、最も高い受信ＳＩＲに対す
る比がある一定値以上になる受信ＳＩＲを有するとまり木チャネルの数を取得し、

前記取得ステップにより取得した数に基づき、現在捕捉していない新たな
とまり木チャネルを探索する頻度を決定する

現在捕捉し
ている各とまり木チャネル 受信して

各とまり木チャネル 前記取
得ステップは、前記測定ステップにより測定された受信電力と、前記取り出しステップに
より取り出された該受信電力を有するとまり木チャネルの送信電力とから、自局と該とま
り木チャネルを送信した基地局との間の伝搬損失を算出し、算出された伝搬損失に関して
、最も小さい伝搬損失を取得し、 前記取得ステップにより取得した
最も小さい伝搬損失に基づき、現在捕捉していない新たなとまり木チャネルを探索する頻
度を決定する

現在捕捉し
ている各とまり木チャネル 受信して

各とまり木チャネル 前記取
得ステップは、前記測定ステップにより測定された受信電力と、前記取り出しステップに
より取り出された該受信電力を有するとまり木チャネルの送信電力とから、自局と該とま
り木チャネルを送信した基地局との間の伝搬損失を算出し、算出された伝搬損失に関して
、最も小さい伝搬損失に対する２番目に小さい伝搬損失の比を取得し、

前記取得ステップにより取得した比に基づき、現在捕捉していない新たなとまり木チ
ャネルを探索する頻度を決定する



　請求項１０に記載の発明は、請求項１に記載のセルサーチ制御方法であって、
を 復号し、送信電力情報を取り出す取り出しステッ

プをさらに備え、前記とまり木チャネルには該とまり木チャネルの送信電力情報が含まれ
、前記測定ステップは、現在捕捉している の受信電力を測定し、

前記制御ステップは、
ことを特徴とす

る。
【００２７】
　請求項１１に記載の発明は、基地局が送信したとまり木チャネルを探索し、捕捉して受
信することにより、通信または待ち受けを行う基地局を決定する移動局におけるセルサー
チ制御方法であって、現在通信または待ち受けを行っている へ信号を送信する際
の送信電力を測定する測定ステップと、

制御ステップとを備えることを特徴とする。
【００２９】
　 に記載の発明は、基地局が送信したとまり木チャネルを探索し、捕捉して受
信することにより、通信または待ち受けを行う基地局を決定する移動局であって、現在捕
捉している の 受信品質を測定する測定手段と、

に基づき、 新たなとまり木チャネルを探
索する頻度を決定する制御手段とを備えたことを特徴とする。
【００３０】
　 に記載の発明は、 に記載の移動局であって、前記測定手段は、現
在捕捉している の受信電力を測定し、

前記制御手段は、

ことを特徴とする。
【００３１】
　 に記載の発明は、 に記載の移動局であって、前記測定手段は、現
在捕捉している の受信電力を測定し、

前記制御手段は、
ことを特徴とする。

【００３２】
　 に記載の発明は、 に記載の移動局であって、前記測定手段は、現
在捕捉している の受信電力を測定し、

前記制御手段は、

ことを特徴とする。
【００３３】
　 に記載の発明は、 に記載の移動局であって、前記測定手段は、現
在捕捉している の受信ＳＩＲを測定し、

前記制御手段は、
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現在捕捉
している各とまり木チャネル 受信して

各とまり木チャネル 前記
取得ステップは、前記測定ステップにより測定された受信電力と、前記取り出しステップ
により取り出された該受信電力を有するとまり木チャネルの送信電力とから、自局と該と
まり木チャネルを送信した基地局との間の伝搬損失を算出し、算出された伝搬損失に関し
て、最も小さい伝搬損失に対する比がある一定値以下になる伝搬損失を有するとまり木チ
ャネルの数を取得し、 前記取得ステップにより取得した数に基づき
、現在捕捉していない新たなとまり木チャネルを探索する頻度を決定する

各基地局
前記測定ステップにより測定した送信電力に関し

て、最も低い送信電力を取得する取得ステップと、前記取得ステップにより取得した最も
低い送信電力に基づき、現在捕捉していない新たなとまり木チャネルを探索する頻度を決
定する

請求項１２

各とまり木チャネル 第１の 前記測定手段に
より測定した第１の受信品質から第２の受信品質を取得する取得手段と、前記取得手段に
より取得した第２の受信品質 現在捕捉していない

請求項１３ 請求項１２
各とまり木チャネル 前記取得手段は、前記測定手段

により測定した受信電力に関して、最も高い受信電力を取得し、 前記取
得手段により取得した最も高い受信電力に基づき、現在捕捉していない新たなとまり木チ
ャネルを探索する頻度を決定する

請求項１４ 請求項１２
各とまり木チャネル 前記取得手段は、前記測定手段

により測定した受信電力に関して、最も高い受信電力に対する２番目に高い受信電力の比
を取得し、 前記取得手段により取得した比に基づき、現在捕捉していな
い新たなとまり木チャネルを探索する頻度を決定する

請求項１５ 請求項１２
各とまり木チャネル 前記取得手段は、前記測定手段

により測定した受信電力に関して、最も高い受信電力に対する比がある一定値以上になる
受信電力を有するとまり木チャネルの数を取得し、 前記取得手段により
取得した数に基づき、現在捕捉していない新たなとまり木チャネルを探索する頻度を決定
する

請求項１６ 請求項１２
各とまり木チャネル 前記取得手段は、前記測定手

段により測定した受信ＳＩＲに関して、最も高い受信ＳＩＲを取得し、
前記取得手段により取得した最も高い受信ＳＩＲに基づき、現在捕捉していない新たなと



ことを特徴とする。
【００３４】
　 に記載の発明は、 に記載の移動局であって、前記測定手段は、現
在捕捉している の受信ＳＩＲを測定し、

前記制御手段は、
ことを特徴とする。

【００３５】
　 に記載の発明は、 に記載の移動局であって、前記測定手段は、現
在捕捉している の受信ＳＩＲを測定し、

前記制御手段は、

ことを特徴とする。
【００３６】
　 に記載の発明は、 に記載の移動局であって、

を 復号し、送信電力情報を取り出す取り出し手段をさらに備え
、前記とまり木チャネルには該とまり木チャネルの送信電力情報が含まれ、前記測定手段
は、現在捕捉している の受信電力を測定し、

前記制御手段は、
ことを特徴とする。

【００３７】
　 に記載の発明は、 に記載の移動局であって、

を 復号し、送信電力情報を取り出す取り出し手段をさらに備え
、前記とまり木チャネルには該とまり木チャネルの送信電力情報が含まれ、前記測定手段
は、現在捕捉している の受信電力を測定し、

前記制御手段は、
ことを

特徴とする。
【００３８】
　 に記載の発明は、 に記載の移動局であって、

を 復号し、送信電力情報を取り出す取り出し手段をさらに備え
、前記とまり木チャネルには該とまり木チャネルの送信電力情報が含まれ、前記測定手段
は、現在捕捉している の受信電力を測定し、

前記制御手
段は、

ことを特徴とする。
【００３９】
　 に記載の発明は、基地局が送信したとまり木チャネルを探索し、捕捉して受
信することにより、通信または待ち受けを行う基地局を決定する移動局であって、現在通
信または待ち受けを行っている へ信号を送信する際の送信電力を測定する測定手
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まり木チャネルを探索する頻度を決定する

請求項１７ 請求項１２
各とまり木チャネル 前記取得手段は、前記測定手

段により測定した受信ＳＩＲに関して、最も高い受信ＳＩＲに対する２番目に高い受信Ｓ
ＩＲの比を取得し、 前記取得手段により取得した比に基づき、現在捕捉
していない新たなとまり木チャネルを探索する頻度を決定する

請求項１８ 請求項１２
各とまり木チャネル 前記取得手段は、前記測定手

段により測定した受信ＳＩＲに関して、最も高い受信ＳＩＲに対する比がある一定値以上
になる受信ＳＩＲを有するとまり木チャネルの数を取得し、 前記取得手
段により取得した数に基づき、現在捕捉していない新たなとまり木チャネルを探索する頻
度を決定する

請求項１９ 請求項１２ 現在捕捉している各
とまり木チャネル 受信して

各とまり木チャネル 前記取得手段は、前記測
定手段により測定された受信電力と、前記取り出し手段により取り出された該受信電力を
有するとまり木チャネルの送信電力とから、自局と該とまり木チャネルを送信した基地局
との間の伝搬損失を算出し、算出された伝搬損失に関して、最も小さい伝搬損失を取得し
、 前記取得手段により取得した最も小さい伝搬損失に基づき、現在捕捉
していない新たなとまり木チャネルを探索する頻度を決定する

請求項２０ 請求項１２ 現在捕捉している各
とまり木チャネル 受信して

各とまり木チャネル 前記取得手段は、前記測
定手段により測定された受信電力と、前記取り出し手段により取り出された該受信電力を
有するとまり木チャネルの送信電力とから、自局と該とまり木チャネルを送信した基地局
との間の伝搬損失を算出し、算出された伝搬損失に関して、最も小さい伝搬損失に対する
２番目に小さい伝搬損失の比を取得し、 前記取得手段により取得した比
に基づき、現在捕捉していない新たなとまり木チャネルを探索する頻度を決定する

請求項２１ 請求項１２ 現在捕捉している各
とまり木チャネル 受信して

各とまり木チャネル 前記取得手段は、前記測
定手段により測定された受信電力と、前記取り出し手段により取り出された該受信電力を
有するとまり木チャネルの送信電力とから、自局と該とまり木チャネルを送信した基地局
との間の伝搬損失を算出し、算出された伝搬損失に関して、最も小さい伝搬損失に対する
比がある一定値以下になる伝搬損失を有するとまり木チャネルの数を取得し、

前記取得手段により取得した数に基づき、現在捕捉していない新たなとまり木チャ
ネルを探索する頻度を決定する

請求項２２

各基地局



段と、

制御手段とを備えたことを特徴とする。
【００４１】
　 に記載の発明は、 のいずれかに記載の移動局であって
、待ち受け動作中は、間欠受信により自局への呼び出しを監視することを特徴とする。
【００４２】
　 に記載の発明は、移動通信システムであって、 のいず
れかに記載の移動局と複数の基地局とを備えたことを特徴とする。
【００４３】
以上の構成によれば、移動局におけるセルサーチ制御方法において、最良の基地局を選択
する精度を高く保ちつつ、消費電力を抑えることができる。
【００４４】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳細に説明する。
【００４５】
（第１実施形態）
図４は本発明の第１実施形態に係る移動局の構成例を示す図である。同図は、移動局の構
成のうち本発明に関係する部分のみを概念的に示している。本実施形態に係る移動局は、
移動局送受信装置４２０、ユーザインタフェース４２２、アンテナ４２４、とまり木チャ
ネル品質測定制御回路４２６、共通制御回路４２８、セルサーチ制御回路４３０、セルサ
ーチ頻度制御回路４３２、メモリ４３４、およびバス４３６を備える。本実施形態に係る
移動局は、基地局が送信したとまり木チャネルを探索し、捕捉して受信することにより、
通信または待ち受けを行う基地局を決定する。また、待ち受け動作中は、間欠受信により
自局への呼び出しを監視する。
【００４６】
移動局送受信装置４２０は基地局から送出される無線変調されたユーザ情報や制御信号を
復調したり、ユーザ信号や制御信号を符号化・変調し送るための装置である。移動局送受
信装置４２０は周波数分割多元接続（ Frequency Division Multiple Access; FDMA）、時
分割多元接続（ Time Division Multiple Access; TDMA）、符号分割多元接続（ Code Divi
sion Multiple Access; CDMA）などにより異なるが、無線区間の変復調方式の違いは本発
明の効果に何ら影響を与えない。移動局送受信装置４２０はアンテナ４２４およびユーザ
インタフェース４２２にそれぞれ接続されている。共通制御回路４２８は、移動局の全般
的な制御を司る回路である。とまり木チャネル品質測定制御回路４２６は移動局送受信装
置４２０に対してとまり木チャネルの品質測定を指令し、また、測定結果を取得するため
の回路である。セルサーチ制御回路４３０は、移動局送受信装置４２０に対してセルサー
チの実行を指令し、また、セルサーチ実行結果を取得するための回路である。さらに、セ
ルサーチ頻度制御回路４３２は、とまり木チャネルの品質測定結果に基づきセルサーチを
実行する頻度を制御するための回路である。メモリ４３４は各種データを記憶するための
回路である。共通制御回路４２８、とまり木チャネル品質測定制御回路４２６、セルサー
チ制御回路４３０、セルサーチ頻度制御回路４３２、メモリ４３４はバス４３６を介して
相互に接続されている。
【００４７】
図５は、本実施形態に係るメモリ４３４上に格納されるデータの例を示す図である。ＴＨ
１、ＴＨ２、・・・、　ＴＨＮは、測定されたとまり木チャネルの品質と比較するための
しきい値である。これらのしきい値としては、例えば、（現在捕捉している）とまり木チ
ャネルの最高受信電力、とまり木チャネルの受信電力の最高値に対する２番目の値の比、
とまり木チャネルの受信電力の最高値に対する比がある一定値以上になる受信電力を有す
るとまり木チャネルの数、とまり木チャネルの最高受信ＳＩＲ、とまり木チャネルの受信
ＳＩＲの最高値に対する２番目の値の比、とまり木チャネルの受信ＳＩＲの最高値に対す
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前記測定手段により測定した送信電力に関して、最も低い送信電力を取得する取得
手段と、前記取得手段により取得した最も低い送信電力に基づき、現在捕捉していない新
たなとまり木チャネルを探索する頻度を決定する

請求項２３ 請求項１２ないし２２

請求項２４ 請求項１２ないし２３



る比がある一定値以上になる受信ＳＩＲを有するの数、自移動局と基地局との間の伝搬損
失の最小値に対する２番目の値の比、または自移動局と基地局との間の伝搬損失の最小値
に対する比がある一定値以下になる伝搬損失を有するとまり木チャネル（基地局）の数と
比較すべきしきい値等が考えられる。また、Ｆ１、Ｆ２、・・・、ＦＮは、それぞれのし
きい値に対応して定められるセルサーチ頻度（新たなとまり木チャネルを探索する頻度）
を示すパラメータである。
【００４８】
ＴＨ１、ＴＨ２、・・・、　ＴＨＮを、とまり木チャネルの最高受信電力のしきい値にす
る場合には、その最高受信電力が高ければセルサーチ頻度を低くし、その最高受信電力が
低ければ、セルサーチ頻度を高くするようにＦ１、Ｆ２、・・・、ＦＮを設定する。
【００４９】
ＴＨ１、ＴＨ２、・・・、　ＴＨＮを、とまり木チャネルの最高受信電力に対する２番目
に高い受信電力の比のしきい値にする場合には、その比が高ければセルサーチ頻度を高く
し、その比が低ければセルサーチ頻度を低くするようにＦ１、Ｆ２、・・・、ＦＮを設定
する。
【００５０】
ＴＨ１、ＴＨ２、・・・、　ＴＨＮを、とまり木チャネルの最高受信電力に対する比があ
る一定値以上になる受信電力を有するとまり木チャネルの数のしきい値にする場合には、
その数が多ければセルサーチ頻度を高くし、その数が少なければセルサーチ頻度を低くす
るようにＦ１、Ｆ２、・・・、ＦＮを設定する。
【００５１】
ＴＨ１、ＴＨ２、・・・、　ＴＨＮを、とまり木チャネルの最高受信ＳＩＲのしきい値に
する場合には、その最高受信ＳＩＲが高ければセルサーチ頻度を低くし、その最高受信Ｓ
ＩＲが低ければ、セルサーチ頻度を高くするようにＦ１、Ｆ２、・・・、ＦＮを設定する
。
【００５２】
ＴＨ１、ＴＨ２、・・・、　ＴＨＮを、とまり木チャネルの最高受信ＳＩＲに対する２番
目に高い受信ＳＩＲの比のしきい値にする場合には、その比が高ければセルサーチ頻度を
高くし、その比が低ければセルサーチ頻度を低くするようにＦ１、Ｆ２、・・・、ＦＮを
設定する。
【００５３】
ＴＨ１、ＴＨ２、・・・、　ＴＨＮを、とまり木チャネルの最高受信ＳＩＲに対する比が
ある一定値以上になる受信ＳＩＲを有するとまり木チャネルの数のしきい値にする場合に
は、その数が多ければセルサーチ頻度を高くし、その数が少なければセルサーチ頻度を低
くするようにＦ１、Ｆ２、・・・、ＦＮを設定する。
【００５４】
ＴＨ１、ＴＨ２、・・・、　ＴＨＮを、自移動局と基地局との間の最小伝搬損失のしきい
値にする場合には、その最小伝搬損失が大きければセルサーチ頻度を高くし、その最小伝
搬損失が小さければ、セルサーチ頻度を低くするようにＦ１、Ｆ２、・・・、ＦＮを設定
する。
【００５５】
ＴＨ１、ＴＨ２、・・・、　ＴＨＮを、自移動局と基地局との間の最小伝搬損失に対する
２番目に小さい伝搬損失の比のしきい値にする場合には、その比が低ければセルサーチ頻
度を高くし、その比が高ければセルサーチ頻度を低くするようにＦ１、Ｆ２、・・・、Ｆ
Ｎを設定する。
【００５６】
ＴＨ１、ＴＨ２、・・・、　ＴＨＮを、自移動局と基地局との間の最小伝搬損失に対する
比がある一定値以下になる伝搬損失を有するとまり木チャネル（基地局）の数のしきい値
にする場合には、その数が多ければセルサーチ頻度を高くし、その数が少なければセルサ
ーチ頻度を低くするようにＦ１、Ｆ２、・・・、ＦＮを設定する。
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【００５７】
図６は本実施形態に係るセルサーチ頻度を制御する処理の流れの例を説明するフローチャ
ートである。とまり木チャネル品質測定制御回路４２６は移動局送受信装置４２０に現在
捕捉しているとまり木チャネルの品質（受信電力等）の測定を指令し結果をメモリ４３４
に格納する（ステップＳ６０１）。例えば、測定された受信電力中の最高値に基づきセル
サーチ頻度を決定するのであれば、その最高値のみをメモリ４３４に格納し、後の比較（
Ｓ６０４）で使用すればよい。セルサーチ頻度制御回路４３２は、ループ変数ｉを１に初
期化し（Ｓ６０２）、しきい値ＴＨ１をメモリ４３４から読み出す（Ｓ６０３）。測定結
果（測定した品質）をＴＨ１と比較し（Ｓ６０４）、測定結果がＴＨ１よりも小さければ
セルサーチ頻度をＦ１に設定し（Ｓ６０５）、そうでなければ、ｉを１だけ増やして（Ｓ
６０６）、ｉ＝Ｎでなければ（Ｓ６０７）ステップＳ６０３に戻り同様の処理を繰り返す
。ｉ＝Ｎであれば（Ｓ６０７）セルサーチ頻度をＦＮに設定する（Ｓ６０８）。
【００５８】
受信品質として自移動局と基地局との間の伝搬損失を用いる場合、基地局はとまり木チャ
ネルを送信した際の電力の情報（送信電力情報）をとまり木チャネルに含めて移動局に送
信する。また、移動局はステップＳ６０１において、とまり木チャネルの受信電力を測定
し、さらにそのとまり木チャネルを復号し、送信電力情報を取り出し、受信電力と送信電
力とから伝搬損失を求める。
【００５９】
（第２実施形態）
図７は本発明の第２実施形態に係る移動局の構成例を示す図である。同図は、移動局装置
の構成のうち本発明に関係する部分のみを概念的に示している。本実施形態に係る移動局
は、移動局送受信装置７２０、ユーザインタフェース７２２、アンテナ７２４、送信電力
測定制御回路７３８、共通制御回路７２８、セルサーチ制御回路７３０、セルサーチ頻度
制御回路７３２、メモリ７３４、およびバス７３６を備える。本実施形態に係る移動局は
、基地局が送信したとまり木チャネルを探索し、捕捉して受信することにより、通信また
は待ち受けを行う基地局を決定する。また、待ち受け動作中は、間欠受信により自局への
呼び出しを監視する。
【００６０】
移動局送受信装置７２０は基地局から送出される無線変調されたユーザ情報や制御信号を
復調したり、ユーザ信号や制御信号を符号化・変調し送るための装置である。移動局送受
信装置７２０はアンテナ７２４およびユーザインタフェース７２２にそれぞれ接続されて
いる。共通制御回路７２８は、移動局の全般的な制御を司る回路である。送信電力測定制
御回路７３８は移動局送受信装置に対して、現在通信または待ち受けを行っている基地局
へ信号を送信する際の送信電力を測定するように指令し、また、測定結果を取得するため
の回路である。セルサーチ制御回路７３０は、移動局送受信装置７２０に対してセルサー
チの実行を指令し、また、セルサーチ実行結果を取得するための回路である。さらに、セ
ルサーチ頻度制御回路７３２は、送信電力の測定結果に基づきセルサーチを実行する頻度
を制御するための回路である。メモリ７３４は各種データを記憶するための回路である。
共通制御回路７２８、送信電力測定制御回路７３８、セルサーチ制御回路７３０、セルサ
ーチ頻度制御回路７３２、およびメモリ７３４はバス７３６を介して相互に接続されてい
る。
【００６１】
本実施形態に係る移動局（移動局送受信装置７２０）は、送信した信号が基地局において
一定の品質（受信電力や受信ＳＩＲなど）で受信できるように、信号の送信電力を制御し
ている。送信電力の制御は、基地局から送信されてくるコマンドに基づいて行っている。
【００６２】
メモリ７３４上に格納されるデータの内容は図５に示す内容と同様である。本実施形態に
おいては、ＴＨ１、ＴＨ２、・・・、　ＴＨＮが、測定された最も低い送信電力と比較す
るためのしきい値となる。Ｆ１、Ｆ２、・・・、ＦＮについては、最も低い送信電力が大
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きければセルサーチ頻度を高くし、最も低い送信電力が小さければ、セルサーチ頻度を低
くするようにを設定する。
【００６３】
セルサーチ頻度を制御する処理の流れは図６に示す流れと同様である。本実施形態におい
ては、ステップＳ６０１で送信電力を測定することになる。
【００６４】
（第３実施形態）
図８は本発明の第３実施形態に係る移動局の構成例を示す図である。同図は、移動局装置
の構成のうち本発明に関係する部分のみを概念的に示している。本実施形態に係る移動局
は、移動局送受信装置８２０、ユーザインタフェース８２２、アンテナ８２４、速度検出
制御回路８４０、速度検出装置８４２、共通制御回路８２８、セルサーチ制御回路８３０
、セルサーチ頻度制御回路８３２、メモリ８３４、およびバス８３６を備える。本実施形
態に係る移動局は、基地局が送信したとまり木チャネルを探索し、捕捉して受信すること
により、通信または待ち受けを行う基地局を決定する。また、待ち受け動作中は、間欠受
信により自局への呼び出しを監視する。
【００６５】
移動局送受信装置８２０は基地局から送出される無線変調されたユーザ情報や制御信号を
復調したり、ユーザ信号や制御信号を符号化・変調し送るための装置である。移動局送受
信装置８２０はアンテナ８２４およびユーザインタフェース８２２にそれぞれ接続されて
いる。速度検出装置８４２は、移動局の移動速度を検出するための装置である。移動局の
移動速度を検出する方法は、自動車の車速計を用いる手法、受信信号のフェージングピッ
チを検出する手法、さらには万歩計を用いる手法など、各種多様な手法が考えられ適用可
能であるが、どのような手法により速度が検出されているかは本発明の効果に何ら影響を
与えない。共通制御回路８２８は、移動局の全般的な制御を司る回路である。速度検出制
御回路８４０は速度検出装置８４２に対して移動局の現在の移動速度の測定を指令し、ま
た、測定結果を取得するための回路である。セルサーチ制御回路８３０は、移動局送受信
装置８２０に対してセルサーチの実行を指令し、また、セルサーチ実行結果を取得するた
めの回路である。さらに、セルサーチ頻度制御回路８３２は、移動速度の測定結果に基づ
きセルサーチを実行する頻度を制御するための回路である。メモリ８３４は各種データを
記憶するための回路である。共通制御回路８２８、速度検出制御回路８４０、セルサーチ
制御回路８３０、セルサーチ頻度制御回路８３２、メモリ８３４はバス８３６を介して相
互に接続されている。
【００６６】
メモリ８３４上に格納されるデータの内容は図５に示す内容と同様である。本実施形態に
おいては、ＴＨ１、ＴＨ２、・・・、　ＴＨＮが、検出された移動速度と比較するための
しきい値となる。Ｆ１、Ｆ２、・・・、ＦＮについては、移動速度が速ければセルサーチ
頻度を高くし、移動速度が遅ければ、セルサーチ頻度を低くするようにを設定する。
【００６７】
セルサーチ頻度を制御する処理の流れは図６に示す流れと同様である。本実施形態におい
ては、ステップＳ６０１で移動速度を検出することになる。
【００６８】
【発明の効果】
以上、詳細に説明したように、本発明は、移動局が現在捕捉している基地局のとまり木チ
ャネルの受信品質（最高受信電力、最高の受信電力に対する２番目に高い受信電力の比、
最高の受信電力に対する比が一定値以上になる受信電力を有するとまり木チャネルの数、
最高受信ＳＩＲ、最高の受信ＳＩＲに対する２番目に高い受信ＳＩＲの比、最高の受信Ｓ
ＩＲに対する比が一定値以上になる受信ＳＩＲを有するとまり木チャネルの数、とまり木
受信電力ととまり木チャネルを復号して得られる送信電力に基づき計算される伝搬損失の
最小値、最小の伝搬損失に対する２番目に小さい伝搬損失の比、最小の伝搬損失に対する
比が一定値以下になる伝搬損失を有するとまり木チャネルの数等）、または基地局へ信号
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を送信する際の送信電力を測定し、新たなとまり木チャネルの探索の必要性が高いセル周
辺部に移動局が位置しているか、あるいはその必要性が低い基地局の近辺に移動局が位置
しているかを自動的に判断し、より必要性が高い地点において探索の頻度を増し、反対に
その必要性が低い地点において探索の頻度を減ずる。
【００６９】
また、移動局において自局の移動速度を検出し、新たなとまり木チャネルが出現する頻度
が高い場合には探索の頻度を増し、反対に新たなとまり木チャネルが出現する頻度が低い
場合において探索の頻度を減ずる。
【００７０】
このようにして、移動局におけるセルサーチ制御方法において、最良の基地局を選択する
精度を高く保ちつつ、消費電力を抑えることができる。すなわち、とまり木チャネルの受
信品質の変動が激しい状況にあってはとまり木チャネルの探索頻度を高く設定するように
し、基地局から移動局へ送出される信号の受信品質を高く保つことが可能であり、同時に
、とまり木チャネルの受信品質の変動が緩慢な状況にあってはとまり木チャネルの探索頻
度を低く設定するように作用し、移動局における消費電力を極めて小さく抑えることが可
能となりバッテリの使用可能時間が増大するという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】移動通信システムの例を示す図である。
【図２】ページングチャネルの構造を説明するための概念図である。
【図３】本発明の作用を説明するための概念図である。
【図４】本発明の第１実施形態に係る移動局の構成例を示す図である。
【図５】本発明の第１実施形態に係るメモリ上に格納されるデータの例を示す図である。
【図６】本発明の第１実施形態に係るセルサーチ頻度を制御する処理の流れの例を説明す
るフローチャートである。
【図７】本発明の第２実施形態に係る移動局の構成例を示す図である。
【図８】本発明の第３実施形態に係る移動局の構成例を示す図である。
【符号の説明】
１１１－１～１１１－５、３１１－１～３１１－４　基地局
１１２－１～１１２－３、３１２　移動局
４２０、７２０、８２０　移動局送受信装置
４２２、７２２、８２２　ユーザインタフェース
４２４、７２４、８２４　アンテナ
４２６　とまり木チャネル品質測定制御回路
４２８、７２８、８２８　共通制御回路
４３０、７３０、８３０　セルサーチ制御回路
４３２、７３２、８３２　セルサーチ頻度制御回路
４３４、７３４、８３４　メモリ
４３６、７３６、８３６　バス
７３８　送信電力測定制御回路
８４０　速度検出制御回路
８４２　速度検出装置
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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