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(57)【要約】
【課題】通信システム全体における通信品質の低下を抑
制するためのハンドオーバが行える通信制御装置と通信
システムとを提供すること。
【解決手段】通信制御装置３００は、移動機１００等と
、通信範囲が重なる（例えば、部分的に重なる）ように
配置された基地局２００等との通信を制御する。リソー
ス管理部３０２は、複数の基地局の動作状況を示すリソ
ース情報Ｄ２をこれらの複数の基地局のそれぞれから取
得し、この取得したリソース情報Ｄ２を管理する。移動
機管理部３０１は、複数の移動機の動作状況を示す端末
情報Ｄ１をこれらの複数の移動機のそれぞれから取得し
、この取得した端末情報Ｄ１を管理する。リソース調整
部３０４は、複数の移動機及び上記複数の基地局のうち
ハンドオーバさせる移動機及び基地局を、端末情報Ｄ１
とリソース情報Ｄ２とを用いて特定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信範囲が重なるように配置された複数の基地局と、複数の移動機との通信を制御する
通信制御装置であって、
　前記複数の基地局の動作状況を示す基地局情報を該複数の基地局のそれぞれから取得し
、この取得した基地局情報を管理する基地局情報管理手段と、
　前記複数の移動機の動作状況を示す移動機情報を該複数の移動機のそれぞれから取得し
、この取得した移動機情報を管理する移動機情報管理手段と、
　前記複数の移動機及び前記複数の基地局のうちハンドオーバさせる移動機及び基地局を
、前記基地局情報と前記移動機情報とを用いて特定するリソース調整手段と
　を備える、ことを特徴とする通信制御装置。
【請求項２】
　前記リソース調整手段は、前記ハンドオーバさせる移動機及び基地局を特定するための
複数のポリシーを有しており、前記基地局情報及び前記移動機情報のそれぞれに含まれる
複数の情報のうち前記ポリシーに応じた情報を用いて前記ハンドオーバさせる移動機及び
基地局を特定する、ことを特徴とする請求項１に記載の通信制御装置。
【請求項３】
　前記リソース調整手段は、前記ハンドオーバさせる移動機及び基地局を定期的に特定す
る、ことを特徴とする請求項１又は２に記載の通信制御装置。
【請求項４】
　前記リソース調整手段は、前記移動機情報管理手段からの要求に応じて、前記ハンドオ
ーバさせる移動機及び基地局を特定する、ことを特徴とする請求項１～３の何れか一項に
記載の通信制御装置。
【請求項５】
　前記リソース調整手段は、前記基地局情報管理手段からの要求に応じて、前記ハンドオ
ーバさせる移動機及び基地局を特定する、ことを特徴とする請求項１～４の何れか一項に
記載の通信制御装置。
【請求項６】
　前記移動機情報は、移動機毎のアプリケーションの種類を示す情報を含んでおり、
　前記リソース調整手段は、前記アプリケーションの種類を示す情報に基づいて、前記ハ
ンドオーバさせる移動機及び基地局を特定する、ことを特徴とする請求項１～５の何れか
一項に記載の通信制御装置。
【請求項７】
　前記移動機情報は、移動機毎のパケットに含まれるＱｏＳ値を示す情報を更に含んでお
り、
　前記リソース調整手段は、前記ＱｏＳ値を示す情報に基づいて、前記ハンドオーバさせ
る移動機及び基地局を特定する、ことを特徴とする請求項１～６の何れか一項に記載の通
信制御装置。
【請求項８】
　前記移動機情報は、移動機毎のトラヒック状況を示す情報を更に含んでおり、
　前記リソース調整手段は、前記トラヒック状況を示す情報に基づいて、前記ハンドオー
バさせる移動機及び基地局を特定する、ことを特徴とする請求項１～７の何れか一項に記
載の通信制御装置。
【請求項９】
　前記移動機情報は、移動機毎の移動状況を示す情報を更に含んでおり、
　前記リソース調整手段は、前記移動状況を示す情報に基づいて、前記ハンドオーバさせ
る移動機及び基地局を特定する、ことを特徴とする請求項１～８の何れか一項に記載の通
信制御装置。
【請求項１０】
　前記移動機情報は、ハンドオーバに対する移動機の優先順位を示す情報を更に含んでお
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り、
　前記リソース調整手段は、前記優先順位を示す情報に基づいて、前記ハンドオーバさせ
る移動機及び基地局を特定する、ことを特徴とする請求項１～９の何れか一項に記載の通
信制御装置。
【請求項１１】
　前記移動機情報は、移動機毎の課金及びサービスの内容を示す情報を更に含んでおり、
　前記リソース調整手段は、前記課金及びサービスの内容を示す情報に基づいて、前記ハ
ンドオーバさせる移動機及び基地局を特定する、ことを特徴とする請求項１～１０の何れ
か一項に記載の通信制御装置。
【請求項１２】
　前記移動機情報は、移動機から基地局までの距離を示す情報を更に含んでおり、
　前記リソース調整手段は、前記基地局までの距離を示す情報に基づいて、前記ハンドオ
ーバさせる移動機及び基地局を特定する、ことを特徴とする請求項１～１１の何れか一項
に記載の通信制御装置。
【請求項１３】
　前記移動機情報は、移動機毎の受信電力を示す情報を更に含んでおり、
　前記リソース調整手段は、前記受信電力を示す情報に基づいて、前記ハンドオーバさせ
る移動機及び基地局を特定する、ことを特徴とする請求項１～１２の何れか一項に記載の
通信制御装置。
【請求項１４】
　前記移動機情報は、移動機毎の無線インタフェースを示す情報を更に含んでおり、
　前記リソース調整手段は、前記無線インタフェースを示す情報に基づいて、前記ハンド
オーバさせる移動機及び基地局を特定する、ことを特徴とする請求項１～１３の何れか一
項に記載の通信制御装置。
【請求項１５】
　前記基地局情報は、基地局毎の通信状況を示す情報を更に含んでおり、
　前記リソース調整手段は、前記通信状況を示す情報に基づいて、前記ハンドオーバさせ
る移動機及び基地局を特定する、ことを特徴とする請求項１～１４の何れか一項に記載の
通信制御装置。
【請求項１６】
　前記基地局情報は、基地局毎の通信方式を示す情報を更に含んでおり、
　前記リソース調整手段は、前記通信方式を示す情報に基づいて、前記ハンドオーバさせ
る移動機及び基地局を特定する、ことを特徴とする請求項１～１５の何れか一項に記載の
通信制御装置。
【請求項１７】
　前記基地局情報は、基地局毎の位置及び通信範囲を示す情報を更に含んでおり、
　前記リソース調整手段は、前記位置及び通信範囲を示す情報に基づいて、前記ハンドオ
ーバさせる移動機及び基地局を特定する、ことを特徴とする請求項１～１６の何れか一項
に記載の通信制御装置。
【請求項１８】
　通信範囲が重なるように配置された複数の基地局と、複数の移動機との通信を制御する
通信システムであって、
　前記複数の基地局の動作状況を示す基地局情報を該複数の基地局のそれぞれから取得し
、この取得した基地局情報を管理する基地局情報管理手段と、
　前記複数の移動機の動作状況を示す移動機情報を該複数の移動機のそれぞれから取得し
、この取得した移動機情報を管理する移動機情報管理手段と、
　前記複数の移動機及び前記複数の基地局のうちハンドオーバさせる移動機及び基地局を
、前記基地局情報と前記移動機情報とを用いて特定するリソース調整手段と
　を備える、ことを特徴とする通信システム。
【請求項１９】
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　前記リソース調整手段は、前記ハンドオーバさせる移動機及び基地局を特定するための
複数のポリシーを有しており、前記基地局情報及び前記移動機情報のそれぞれに含まれる
複数の情報のうち前記ポリシーに応じた情報を用いて前記ハンドオーバさせる移動機及び
基地局を特定する、ことを特徴とする請求項１８に記載の通信システム。
【請求項２０】
　前記リソース調整手段は、前記ハンドオーバさせる移動機及び基地局を定期的に特定す
る、ことを特徴とする請求項１８又は１９に記載の通信システム。
【請求項２１】
　前記リソース調整手段は、前記移動機情報管理手段からの要求に応じて、前記ハンドオ
ーバさせる移動機及び基地局を特定する、ことを特徴とする請求項１８～２０の何れか一
項に記載の通信システム。
【請求項２２】
　前記リソース調整手段は、前記基地局情報管理手段からの要求に応じて、前記ハンドオ
ーバさせる移動機及び基地局を特定する、ことを特徴とする請求項１８～２１の何れか一
項に記載の通信システム。
【請求項２３】
　前記移動機情報は、移動機毎のアプリケーションの種類を示す情報を含んでおり、
　前記リソース調整手段は、前記アプリケーションの種類を示す情報に基づいて、前記ハ
ンドオーバさせる移動機及び基地局を特定する、ことを特徴とする請求項１８～２２の何
れか一項に記載の通信システム。
【請求項２４】
　前記移動機情報は、移動機毎のパケットに含まれるＱｏＳ値を示す情報を更に含んでお
り、
　前記リソース調整手段は、前記ＱｏＳ値を示す情報に基づいて、前記ハンドオーバさせ
る移動機及び基地局を特定する、ことを特徴とする請求項１８～２３の何れか一項に記載
の通信システム。
【請求項２５】
　前記移動機情報は、移動機毎のトラヒック状況を示す情報を更に含んでおり、
　前記リソース調整手段は、前記トラヒック状況を示す情報に基づいて、前記ハンドオー
バさせる移動機及び基地局を特定する、ことを特徴とする請求項１８～２４の何れか一項
に記載の通信システム。
【請求項２６】
　前記移動機情報は、移動機毎の移動状況を示す情報を更に含んでおり、
　前記リソース調整手段は、前記移動状況を示す情報に基づいて、前記ハンドオーバさせ
る移動機及び基地局を特定する、ことを特徴とする請求項１８～２５の何れか一項に記載
の通信システム。
【請求項２７】
　前記移動機情報は、ハンドオーバに対する移動機の優先順位を示す情報を更に含んでお
り、
　前記リソース調整手段は、前記優先順位を示す情報に基づいて、前記ハンドオーバさせ
る移動機及び基地局を特定する、ことを特徴とする請求項１８～２６の何れか一項に記載
の通信システム。
【請求項２８】
　前記移動機情報は、移動機毎の課金及びサービスの内容を示す情報を更に含んでおり、
　前記リソース調整手段は、前記課金及びサービスの内容を示す情報に基づいて、前記ハ
ンドオーバさせる移動機及び基地局を特定する、ことを特徴とする請求項１８～２７の何
れか一項に記載の通信システム。
【請求項２９】
　前記移動機情報は、移動機から基地局までの距離を示す情報を更に含んでおり、
　前記リソース調整手段は、前記基地局までの距離を示す情報に基づいて、前記ハンドオ
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ーバさせる移動機及び基地局を特定する、ことを特徴とする請求項１８～２８の何れか一
項に記載の通信システム。
【請求項３０】
　前記移動機情報は、移動機毎の受信電力を示す情報を更に含んでおり、
　前記リソース調整手段は、前記受信電力を示す情報に基づいて、前記ハンドオーバさせ
る移動機及び基地局を特定する、ことを特徴とする請求項１８～２９の何れか一項に記載
の通信システム。
【請求項３１】
　前記移動機情報は、移動機毎の無線インタフェースを示す情報を更に含んでおり、
　前記リソース調整手段は、前記無線インタフェースを示す情報に基づいて、前記ハンド
オーバさせる移動機及び基地局を特定する、ことを特徴とする請求項１８～３０の何れか
一項に記載の通信システム。
【請求項３２】
　前記基地局情報は、基地局毎の通信状況を示す情報を更に含んでおり、
　前記リソース調整手段は、前記通信状況を示す情報に基づいて、前記ハンドオーバさせ
る移動機及び基地局を特定する、ことを特徴とする請求項１８～３１の何れか一項に記載
の通信システム。
【請求項３３】
　前記基地局情報は、基地局毎の通信方式を示す情報を更に含んでおり、
　前記リソース調整手段は、前記通信方式を示す情報に基づいて、前記ハンドオーバさせ
る移動機及び基地局を特定する、ことを特徴とする請求項１８～３２の何れか一項に記載
の通信システム。
【請求項３４】
　前記基地局情報は、基地局毎の位置及び通信範囲を示す情報を更に含んでおり、
　前記リソース調整手段は、前記位置及び通信範囲を示す情報に基づいて、前記ハンドオ
ーバさせる移動機及び基地局を特定する、ことを特徴とする請求項１８～３３の何れか一
項に記載の通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動機の通信を制御する通信制御装置と、この通信制御装置を有する通信シ
ステムとに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、端末の移動によらず通信を維持するためのハンドオーバ技術が利用されてい
る。特許文献１には、ネットワーク側から強制的にハンドオーバを行う技術が開示されて
いる。
【特許文献１】特表２００４－５０２３６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、特許文献１に記載のように単に通信の維持を目的とするような従来のハ
ンドオーバ技術を用いれば、ハンドオーバが行われることにより、特定の基地局にのみ通
信が集中し、基地局毎に通信の過密の度合いが大きく異なるような場合が生じる。このた
め、通信システム全体における通信品質の低下が懸念される。そこで本発明の目的は、通
信システム全体における通信品質の低下を抑制するためのハンドオーバが行える通信制御
装置と通信システムとを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、通信範囲が重なるように配置された複数の基地局と、複数の移動機との通信
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を制御する通信制御装置であって、上記複数の基地局の動作状況を示す基地局情報を該複
数の基地局のそれぞれから取得し、この取得した基地局情報を管理する基地局情報管理手
段と、上記複数の移動機の動作状況を示す移動機情報を該複数の移動機のそれぞれから取
得し、この取得した移動機情報を管理する移動機情報管理手段と、上記複数の移動機及び
上記複数の基地局のうちハンドオーバさせる移動機及び基地局を、上記基地局情報と上記
移動機情報とを用いて特定するリソース調整手段とを備える、ことを特徴とする。
【０００５】
　本発明は、通信範囲が重なるように配置された複数の基地局と、複数の移動機との通信
を制御する通信システムであって、上記複数の基地局の動作状況を示す基地局情報を該複
数の基地局のそれぞれから取得し、この取得した基地局情報を管理する基地局情報管理手
段と、上記複数の移動機の動作状況を示す移動機情報を該複数の移動機のそれぞれから取
得し、この取得した移動機情報を管理する移動機情報管理手段と、上記複数の移動機及び
上記複数の基地局のうちハンドオーバさせる移動機及び基地局を、上記基地局情報と上記
移動機情報とを用いて特定するリソース調整手段とを備える、ことを特徴とする。
【０００６】
　本発明によれば、リソース調整部が、複数の基地局の動作状況を示す基地局情報と、複
数の移動機の動作状況を示す移動機情報とを用いて、ハンドオーバさせる移動機と基地局
とを特定するので、限られた基地局にのみ通信が集中し、基地局毎に通信の過密の度合い
が大きく異なるような場合は生じなくなる。
【０００７】
　本発明では、上記リソース調整手段は、上記ハンドオーバさせる移動機及び基地局を特
定するための複数のポリシーを有しており、上記基地局情報及び上記移動機情報のそれぞ
れに含まれる複数の情報のうち上記ポリシーに応じた情報を用いて上記ハンドオーバさせ
る移動機及び基地局を特定する。よって、リソース調整手段が複数のポリシーを有してい
るので、各ポリシーに応じてハンドオーバさせる移動機と基地局とが特定できる。
【０００８】
　本発明では、上記リソース調整手段は、上記ハンドオーバさせる移動機及び基地局を定
期的に特定する。よって、リソース調整手段は、定期的にハンドオーバさせる移動機と基
地局とを特定できる。
【０００９】
　本発明では、上記リソース調整手段は、上記移動機情報管理手段からの要求に応じて、
上記ハンドオーバさせる移動機及び基地局を特定する。よって、リソース調整手段は、移
動機情報管理手段からの要求に応じてハンドオーバさせる移動機と基地局とを特定するの
で、移動機の状況に応じた迅速なハンドオーバが可能となる。
【００１０】
　本発明では、上記リソース調整手段は、上記基地局情報管理手段からの要求に応じて、
上記ハンドオーバさせる移動機及び基地局を特定する。よって、リソース調整手段は、基
地局情報管理手段からの要求に応じてハンドオーバさせる移動機と基地局とを特定するの
で、基地局の状況に応じた迅速なハンドオーバが可能となる。
【００１１】
　本発明では、上記移動機情報は、移動機毎のアプリケーションの種類を示す情報を含ん
でおり、上記リソース調整手段は、上記アプリケーションの種類を示す情報に基づいて、
上記ハンドオーバさせる移動機及び基地局を特定する。よって、移動機毎のアプリケーシ
ョンに応じて、ハンドオーバさせる移動機及び基地局を特定できる。
【００１２】
　本発明では、上記移動機情報は、移動機毎のパケットに含まれるＱｏＳ値を示す情報を
更に含んでおり、上記リソース調整手段は、上記ＱｏＳ値を示す情報に基づいて、上記ハ
ンドオーバさせる移動機及び基地局を特定する。よって、移動機毎のＱｏＳ値に応じて、
ハンドオーバさせる移動機及び基地局を特定できる。
【００１３】
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　本発明では、上記移動機情報は、移動機毎のトラヒック状況を示す情報を更に含んでお
り、上記リソース調整手段は、上記トラヒック状況を示す情報に基づいて、上記ハンドオ
ーバさせる移動機及び基地局を特定する。よって、移動機毎のトラヒック状況に応じて、
ハンドオーバさせる移動機及び基地局を特定できる。
【００１４】
　本発明では、上記移動機情報は、移動機毎の移動状況を示す情報を更に含んでおり、上
記リソース調整手段は、上記移動状況を示す情報に基づいて、上記ハンドオーバさせる移
動機及び基地局を特定する。よって、移動機毎の移動状況に応じて、ハンドオーバさせる
移動機及び基地局を特定できる。
【００１５】
　本発明では、上記移動機情報は、ハンドオーバに対する移動機の優先順位を示す情報を
更に含んでおり、上記リソース調整手段は、上記優先順位を示す情報に基づいて、上記ハ
ンドオーバさせる移動機及び基地局を特定する。よって、ハンドオーバに対する移動機の
優先順位に応じて、ハンドオーバさせる移動機及び基地局を特定できる。
【００１６】
　本発明では、上記移動機情報は、移動機毎の課金及びサービスの内容を示す情報を更に
含んでおり、上記リソース調整手段は、上記課金及びサービスの内容を示す情報に基づい
て、上記ハンドオーバさせる移動機及び基地局を特定する。よって、移動機毎の課金及び
サービスの内容に応じて、ハンドオーバさせる移動機及び基地局を特定できる。
【００１７】
　本発明では、上記移動機情報は、移動機から基地局までの距離を示す情報を更に含んで
おり、上記リソース調整手段は、上記基地局までの距離を示す情報に基づいて、上記ハン
ドオーバさせる移動機及び基地局を特定する。よって、移動機から基地局までの距離に応
じて、ハンドオーバさせる移動機及び基地局を特定できる。
【００１８】
　本発明では、上記移動機情報は、移動機毎の受信電力を示す情報を更に含んでおり、上
記リソース調整手段は、上記受信電力を示す情報に基づいて、上記ハンドオーバさせる移
動機及び基地局を特定する。よって、移動機毎の受信電力に応じて、ハンドオーバさせる
移動機及び基地局を特定できる。
【００１９】
　本発明では、上記移動機情報は、移動機毎の無線インタフェースを示す情報を更に含ん
でおり、上記リソース調整手段は、上記無線インタフェースを示す情報に基づいて、上記
ハンドオーバさせる移動機及び基地局を特定する。よって、移動機毎の無線インタフェー
スに応じて、ハンドオーバさせる移動機及び基地局を特定できる。
【００２０】
　本発明では、上記基地局情報は、基地局毎の通信状況を示す情報を更に含んでおり、上
記リソース調整手段は、上記通信状況を示す情報に基づいて、上記ハンドオーバさせる移
動機及び基地局を特定する。よって、基地局毎の通信状況に応じて、ハンドオーバさせる
移動機及び基地局を特定できる。
【００２１】
　本発明では、上記基地局情報は、基地局毎の通信方式を示す情報を更に含んでおり、上
記リソース調整手段は、上記通信方式を示す情報に基づいて、上記ハンドオーバさせる移
動機及び基地局を特定する。よって、基地局毎の通信方式に応じて、ハンドオーバさせる
移動機及び基地局を特定できる。
【００２２】
　本発明では、上記基地局情報は、基地局毎の位置及び通信範囲を示す情報を更に含んで
おり、上記リソース調整手段は、上記位置及び通信範囲を示す情報に基づいて、上記ハン
ドオーバさせる移動機及び基地局を特定する。よって、基地局毎の位置及び通信範囲に応
じて、ハンドオーバさせる移動機及び基地局を特定できる。
【発明の効果】
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【００２３】
　本発明によれば、通信システム全体における通信品質の低下を抑制するためのハンドオ
ーバが行える通信制御装置と通信システムとを提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、図面を参照して、本発明に係る好適な実施形態について詳細に説明する。なお、
図面の説明において、可能な場合には、同一要素には同一符号を付し、重複する説明を省
略する。図１を参照して実施形態に係る通信システム１の構成を説明する。通信システム
１は、複数の基地局（基地局２００及び基地局２０１）と、複数の移動機（移動機１００
～移動機１０３）とを備える。基地局２００及び基地局２０１はオーバレイ配置されてお
り、基地局２００及び基地局２０１のそれぞれの通信範囲は重なっている（例えば、部分
的に重なっている）。基地局２００は移動機１００及び移動機１０１と無線通信を行い、
基地局２０１は移動機１０２及び移動機１０３と無線通信を行う。移動機１００～移動機
１０３は、携帯電話等の移動端末である。以下、基地局２００等を単に基地局といい、通
信中の移動機１００等を単に移動機という場合がある。
【００２５】
　通信システム１は、通信制御装置３００を更に備える。通信制御装置３００は、基地局
と無線又は有線により通信を行い、移動機と基地局との間の無線通信を管理する。通信制
御装置３００は、図２に示すように、物理的には、ＣＰＵ３１、ＲＡＭ３２、ＲＯＭ３３
、入力装置３４、出力装置３５、通信装置３６及び記録装置３７を有しており、これらは
バス３８に接続されている。ＣＰＵ３１は、ＲＯＭ３３等の内蔵メモリに格納された所定
のコンピュータソフトウェアをＲＡＭ３２にロードして実行することにより、通信制御装
置３００を統括的に制御する。
【００２６】
　入力装置３４は、データ入力用デバイスであり、入力されたデータをＣＰＵ３１に出力
する。出力装置３５は、ＬＣＤ等の表示装置であり、ＣＰＵ３１から入力されたデータを
ＬＣＤ等に表示する。通信装置３６は、通信システム１の基地局と無線通信を行うための
無線インタフェースを有する。記録装置３７は、書き込み／読み出し自在なメモリであり
、図３に示す端末情報Ｄ１（基地局情報）と、図４に示すリソース情報Ｄ２（移動機情報
）とを格納する。
【００２７】
　端末情報Ｄ１は、通信システム１の複数の移動機の動作状況を示す移動機情報であり、
アプリケーション種別情報Ｄ１１、ＱｏＳ情報Ｄ１２、トラヒック情報Ｄ１３、移動状況
情報Ｄ１４、ユーザクラス情報Ｄ１５、距離情報Ｄ１６、課金・サービス情報Ｄ１７、無
線インタフェース情報Ｄ１８及び受信電力情報Ｄ１９を含む。端末情報Ｄ１は後述の移動
機管理部３０１によって作成・管理され、リソース情報Ｄ２は後述のリソース管理部３０
２によって作成・管理される。
【００２８】
　アプリケーション種別情報Ｄ１１は、使用されているアプリケーションの種類を移動機
毎に示す情報である。このようなアプリケーション種別情報Ｄ１１は、例えば、使用され
ているアプリケーションが、比較的大容量のメモリを必要とするものか、比較的小容量の
メモリで十分であるか、双方向通信が必要であるか、一方向通信が必要であるか、更には
、電話やストリーミングを介してリアルタイムで利用されるものか、或いは、ダウンロー
ド後にノンリアルタイムで利用されるものか、等を示す情報である。
【００２９】
　ＱｏＳ情報Ｄ１２は、移動機毎のパケットに含まれているＱｏＳ値を示す情報である。
トラヒック情報Ｄ１３は、移動機毎の通信料、通信間隔等を示すトラヒックパターン情報
である。このようなトラヒック情報Ｄ１３は、例えば、移動機の通信量、通信間隔、エラ
ー率等のトラヒックを示す情報である。移動状況情報Ｄ１４は、移動機の移動の程度（た
とえば単位時間当たりの移動距離）を移動機毎に示す情報である。このような移動状況情
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報Ｄ１４は、例えば、移動機の移動距離や移動速度等を示す情報である。
【００３０】
　ユーザクラス情報Ｄ１５は、何れの移動機が優先機（他の移動機に優先して無線通信を
行う移動機）であるか（或いは、移動機毎の優先の度合い）、を示す情報である。距離情
報Ｄ１６は、移動機と基地局との間の距離を移動機毎に示す情報である。この情報は、各
移動機においてＧＰＳや電波強度等を用いて測位された位置に基づいて算出される情報で
ある。
【００３１】
　課金・サービス情報Ｄ１７は、移動機毎の課金体系やサービス内容を示す情報である。
無線インタフェース情報Ｄ１８は、移動機毎の無線インタフェースを示す情報である。こ
のような無線インタフェース情報Ｄ１８は、例えば、使用中の無線インタフェースや、使
用可能な無線インタフェースを示す情報である。受信電力情報Ｄ１９は、移動機毎の受信
電力（移動機が基地局から受信する受信電力）を示す情報である。
【００３２】
　リソース情報Ｄ２は、通信システム１の複数の基地局の動作状況を示す基地局情報であ
り、リソース情報Ｄ２１、通信方式情報Ｄ２２及び基地局情報Ｄ２３を含む。リソース情
報Ｄ２１は、基地局毎の帯域使用率、利用可能チャネル数、遅延状況、使用中の人数、エ
ラー率等を示す情報である。通信方式情報Ｄ２２は、各基地局が、帯域保証型の比較的高
い信頼性を有する通信を提供するのか、或いは、信頼性は比較的低いが比較的高速度の通
信を提供するのか、等を示す情報である。基地局情報Ｄ２３は、各基地局の位置や通信範
囲の大きさ等を示す情報である。
【００３３】
　通信制御装置３００は、機能的には、移動機管理部３０１（移動機情報管理手段）、リ
ソース管理部３０２（基地局情報管理手段）、情報送受信部３０３及びリソース調整部３
０４（リソース調整手段）を有する。移動機管理部３０１～リソース調整部３０４は、Ｃ
ＰＵ３１がコンピュータソフトウェアを実行し、図１に示す通信制御装置３００の各構成
部を動作させることにより実現される機能である。特に、ＣＰＵ３１は、移動機管理部３
０１～リソース調整部３０４を用いて、図６に示す通信制御装置３００が行う処理を実行
する。
【００３４】
　移動機管理部３０１は、通信システム１の複数の移動機の動作状況を示す端末情報Ｄ１
を複数の移動機のそれぞれから取得し、この取得した端末情報Ｄ１を管理する（端末情報
Ｄ１を記録装置３７に格納したり更新したりするとともに、記録装置３７から読み出す）
。
【００３５】
　リソース管理部３０２は、複数の基地局の通信状況を示すリソース情報Ｄ２を複数の基
地局のそれぞれから取得し、この取得したリソース情報Ｄ２を管理する（リソース情報Ｄ
２を記録装置３７に格納したり更新したりするとともに、記録装置３７から読み出す）。
情報送受信部３０３は、基地局と無線又は有線により通信を行うための無線インタフェー
スを有する。
【００３６】
　リソース調整部３０４は、ハンドオーバさせる通信システム１の移動機及び基地局を、
リソース情報Ｄ２と端末情報Ｄ１とを用いて特定し、このハンドオーバを、特定した移動
機や基地局に指示する。リソース調整部３０４は、リソース管理部３０２及び移動機管理
部３０１のそれぞれから取得する端末情報Ｄ１及びリソース情報Ｄ２とポリシーとに基づ
いて、ハンドオーバを行う移動機及び基地局を特定する。このポリシーは、ハンドオーバ
を用いたリソースの割り当て（以下、無線リソースの最適化という）をどのように行うか
（すなわち、どの移動機をどの基地局にハンドオーバさせるのか）を示す基準である。例
えば、呼損率の低減を優先するポリシーや、ユーザクラスの高いユーザを優先するポリシ
ー等がある。リソース調整部３０４は、時間や場所等に応じて（例えば基地局毎に）ポリ
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シーの内容を変更できる。
【００３７】
　リソース調整部３０４は、ポリシー毎に必要となる情報（端末情報Ｄ１及びリソース情
報Ｄ２に含まれる情報）を、リソース管理部３０２及び移動機管理部３０１を介して端末
情報Ｄ１及びリソース情報Ｄ２の中から取得する。リソース調整部３０４は、この取得し
た情報とポリシーとに基づいて無線リソースの最適化を行う。すなわち、リソース調整部
３０４は、端末情報Ｄ１に含まれている複数の情報（アプリケーション種別情報Ｄ１１～
受信電力情報Ｄ１９）と、リソース情報Ｄ２に含まれている複数の情報（リソース情報Ｄ
２１～基地局情報Ｄ２３）のうち少なくとも一つの情報とポリシーとに基づいて、前記ハ
ンドオーバさせる移動機１００及び基地局２００を特定する。
【００３８】
　リソース調整部３０４は、この無線リソースの最適化を、１）定期的（例えば１０秒毎
）に行い、２）リソース管理部３０２からの要求に応じて行い、及び、３）移動機管理部
３０１からの要求に応じて行う、ようにしてもよいし、１）～３）の何れかを一項目毎に
、或いは、何れか二項目を組み合わせて行うようにしてもよい。
【００３９】
　ここで、リソース調整部３０４による無線リソースの最適化を、図５を参照して説明す
る。リソース調整部３０４は、図５に示す評価値Ｐ（ｘ，ａ）、評価値Ｑ（ｙ，ａ）及び
評価値Ｒ（ｘ，ｙ，ａ）を算出し、記録装置３７に保持する。「ｘ」は移動機を識別する
ための記号であり、各移動機に割り当てられた識別番号を表し、「ｙ」は基地局を識別す
るための記号であり、各基地局に割り当てられた識別番号を表す。「ａ」はポリシーを識
別するための記号であり、各ポリシーに割り当てられた「１」や「２」等の識別番号を表
す。ポリシーとしては、例えば、「ユーザのアプリケーションに対する満足度の評価を下
げずに呼損率を低減する」ポリシー（「ａ」が「１」のポリシーとする）や、「ユーザク
ラスの高いユーザから優先的に無線リソースを割り当てる」ポリシー（「ａ」が「２」の
ポリシーとする）等である。
【００４０】
　Ｐ（ｘ，ａ）は、端末情報Ｄ１に対する評価値であり、値が大きいほど、移動機「ｘ」
に対するハンドオーバの必要性が高いことを示す。Ｑ（ｙ，ａ）は、リソース情報Ｄ２に
対する評価値であり、値が大きいほど、基地局「ｙ」に対するハンドオーバの必要性が高
いことを示す。Ｒ（ｘ，ｙ，ａ）は端末情報Ｄ１及びリソース情報Ｄ２に対する評価値で
あり、値が大きいほど、移動機「ｘ」と基地局「ｙ」との組み合わせに対するハンドオー
バの必要性が高いことを示す。
【００４１】
　「ａ」が「１」のポリシーが設定されている場合に、ハンドオーバ前の基地局において
輻輳が生じたことと、輻輳が生じていない基地局が存在することとを前提としてこのポリ
シーに基づいて無線リソースの最適化を行うには、ハンドオーバの前後でアプリケーショ
ンに対する満足度を維持する必要性からアプリケーション種別情報Ｄ１１及び無線インタ
フェース情報Ｄ１８が必要となり、更に、リソース情報Ｄ２１及び通信方式情報Ｄ２２が
必要となる。このように、端末情報Ｄ１及びリソース情報Ｄ２の複数の情報（アプリケー
ション種別情報Ｄ１１～受信電力情報Ｄ１９及びリソース情報Ｄ２１～基地局情報Ｄ２３
）の何れの情報が無線リソースの最適化の際に必要となるかは、ポリシーの内容に応じて
異なる。
【００４２】
　リソース調整部３０４は、アプリケーション種別情報Ｄ１１及び無線インタフェース情
報Ｄ１８を用いてＰ（ｘ，ａ）を移動機毎に（全ての「ｘ」に対して）算出して記録装置
３７に格納する。また、リソース調整部３０４は、リソース情報Ｄ２１及び通信方式情報
Ｄ２２を用いてＱ（ｙ，ａ）を基地局毎に（全ての「ｙ」に対して）算出して記録装置３
７に格納する。そして、リソース調整部３０４は、算出した全てのＰ（ｘ，ａ）とＱ（ｙ
，ａ）とを組み合わせて、無線リソースの最適化を行う際に用いる評価値Ｒ（ｘ，ｙ，ａ
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）＝Ｐ（ｘ，ａ）×Ｑ（ｙ，ａ）を算出し、この算出したＲ（ｘ，ｙ，ａ）を記録装置３
７に格納する。リソース調整部３０４は、算出したＲ（ｘ，ｙ，ａ）の中から最も大きな
（評価値の高い）「ｘ」及び「ｙ」を特定し（或いは、Ｒ（ｘ，ｙ，ａ）が所定の基準値
を超えた「ｘ」及び「ｙ」を特定し）、この「ｘ」に対応する移動機を、「ｙ」に対応す
る基地局にハンドオーバさせるよう、移動機「ｘ」及び基地局「ｙ」を制御する。この場
合、リソース調整部３０４は、ハンドオーバの対象となる移動機及び基地局の特定（無線
リソースの最適化）を、Ｒ（ｘ，ｙ，ａ）が所定の基準値を超えたか否かに基づいて行う
。
【００４３】
　Ｒ（ｘ，ｙ，ａ）が所定の基準値を超えた場合、ハンドオーバの対象となる移動機及び
基地局が「ｘ」及び「ｙ」とそれぞれ特定され、Ｒ（ｘ，ｙ，ａ）がこの基準値以下の場
合、ハンドオーバの対象となる移動機及び基地局が無い（無線リソースの最適化を行わな
い）と判断される。なお、端末情報Ｄ１に含まれる全情報（アプリケーション種別情報Ｄ
１１～受信電力情報Ｄ１９）とリソース情報Ｄ２に含まれる全情報（リソース情報Ｄ２１
～基地局情報Ｄ２３）との全ての組み合わせに対応するポリシーを用意してもよい。この
場合、全てのリソースを考慮した無線リソースの最適化が可能となる。
【００４４】
　次に、図６を参照して、実施形態に係る通信システム１の動作を説明する。まず、通信
中の移動機が、この移動機に関する端末情報Ｄ１を基地局に定期的に送信する（ステップ
Ｓ６００）。次に、基地局は、リソース情報Ｄ２と、移動機から得た端末情報Ｄ１とを通
信制御装置３００に送信する（ステップＳ６０１）。通信制御装置３００の情報送受信部
３０３は、基地局から端末情報Ｄ１及びリソース情報Ｄ２を受信すると、端末情報Ｄ１を
移動機管理部３０１に送信し（ステップＳ６０２）、リソース情報Ｄ２をリソース管理部
３０２に送信する（ステップＳ６０３）。移動機管理部３０１は、受信した端末情報Ｄ１
を記録装置３７に格納し、リソース管理部３０２は、受信したリソース情報Ｄ２を記録装
置３７に格納する。端末情報Ｄ１及びリソース情報Ｄ２が記録装置３７に既に格納されて
いる場合、これらの記憶端末情報Ｄ１及びリソース情報Ｄ２は、新たな端末情報Ｄ１及び
リソース情報Ｄ２に更新される。
【００４５】
　この後、リソース管理部３０２は、例えば、輻輳等により基地局の帯域使用率等が予め
定められた基準値を超えているとリソース情報Ｄ２に基づいて判定した場合、無線リソー
スの最適化をリソース調整部３０４に要求する（ステップＳ６０４）。移動機管理部３０
１は、例えば、移動機の受信電力が予め定められた基準値に満たない場合、無線リソース
の最適化をリソース調整部３０４に要求する（ステップＳ６０５）。なお、リソース調整
部３０４は、無線リソースの最適化を定期的に行う。
【００４６】
　リソース調整部３０４は、無線リソースの最適化を行う時、リソース調整部３０４に予
め設定されたポリシーに基づいて、端末情報Ｄ１の複数の情報（アプリケーション種別情
報Ｄ１１～受信電力情報Ｄ１９）の中から必要な情報を移動機管理部３０１に要求し（ス
テップＳ６０６）、移動機管理部３０１は、この要求された情報をリソース調整部３０４
に送信する（ステップＳ６０７）。また、リソース調整部３０４は、無線リソースの最適
化を行う際、リソース調整部３０４に予め設定されたポリシーに基づいて、リソース情報
Ｄ２の複数の情報（リソース情報Ｄ２１～基地局情報Ｄ２３）の中から必要な情報をリソ
ース管理部３０２に要求し（ステップＳ６０８）、リソース管理部３０２は、この要求さ
れた情報をリソース調整部３０４に送信する（ステップＳ６０９）。
【００４７】
　リソース調整部３０４は、ステップＳ６０７において移動機管理部３０１から受信した
情報（端末情報Ｄ１に含まれる情報）と、ステップＳ６０９においてリソース管理部３０
２から受信した情報（リソース情報Ｄ２に含まれる情報）とを用いて、無線リソースの最
適化の判断（ハンドオーバを行わせる移動機及び基地局の特定）を、ポリシーに基づいて



(12) JP 2008-187688 A 2008.8.14

10

20

30

40

50

行う（ステップＳ６１０）。
【００４８】
　このステップＳ６１０において、リソース調整部３０４は、ステップＳ６０７において
移動機管理部３０１から情報送受信部３０３を介して受信した情報を用いてＰ（ｘ，ａ）
を移動機毎に（全ての「ｘ」に対して）算出し、更に、ステップＳ６０９においてリソー
ス管理部３０２から情報送受信部３０３を介して受信した情報を用いてＱ（ｙ，ａ）を基
地局毎に（全ての「ｙ」に対して）算出する。リソース調整部３０４は、算出した全ての
Ｐ（ｘ，ａ）とＱ（ｙ，ａ）とを組み合わせてＲ（ｘ，ｙ，ａ）＝Ｐ（ｘ，ａ）×Ｑ（ｙ
，ａ）を算出し、この算出したＲ（ｘ，ｙ，ａ）を記録装置３７に格納する。
【００４９】
　リソース調整部３０４は、算出したＲ（ｘ，ｙ，ａ）の中から最も大きな（評価値の高
い）「ｘ」及び「ｙ」を特定し（或いは、Ｒ（ｘ，ｙ，ａ）が所定の基準値を超えた「ｘ
」及び「ｙ」を特定し）、この「ｘ」に対応する移動機を、「ｙ」に対応する基地局にハ
ンドオーバさせるよう、移動機「ｘ」及び基地局「ｙ」を制御する。このように、リソー
ス調整部３０４は、ハンドオーバの対象となる移動機及び基地局の特定（無線リソースの
最適化）を、Ｒ（ｘ，ｙ，ａ）が所定の基準値を超えたか否かに基づいて行う。Ｒ（ｘ，
ｙ，ａ）が所定の基準値を超えた場合（ＹＥＳ）、ハンドオーバの対象となる移動機及び
基地局が「ｘ」及び「ｙ」とそれぞれ特定され、Ｒ（ｘ，ｙ，ａ）がこの基準値以下の場
合（ＮＯ）、ハンドオーバの対象となる移動機及び基地局が無い（無線リソースの最適化
を行わない）と判断される。
【００５０】
　リソース調整部３０４は、ハンドオーバの対象となっている移動機「ｘ」に対して、基
地局「ｙ」にハンドオーバする旨の指示を、情報送受信部３０３を介して送信する（ステ
ップＳ６１１）。そして、情報送受信部３０３は、リソース調整部３０４からステップＳ
６１１において受信したこの指示を、移動機「ｘ」と通信を行っている基地局に送信し（
ステップＳ６１２）、この基地局は、この受信した指示を移動機「ｘ」に送信する（ステ
ップＳ６１３）。
【００５１】
　（変形例）　次に、図７～図１０を参照して、実施形態に係る通信システム１の変形例
を説明する。図７は、変形例に係る通信システム１ａの構成を示す図である。通信システ
ム１ａは、通信制御装置３００ａ、無線制御装置４００及び無線制御装置４０１と、移動
機１００～移動機１０７とを備える。
【００５２】
　通信制御装置３００ａは、図８に示すように、物理的には、ＣＰＵ３１ａ、ＲＡＭ３２
ａ、ＲＯＭ３３ａ、入力装置３４ａ、出力装置３５ａ、通信装置３６ａ及び記録装置３７
ａを有しており、これらはバス３８ａに接続されている。ＣＰＵ３１ａは、ＲＯＭ３３ａ
等の内蔵メモリに格納された所定のコンピュータソフトウェアをＲＡＭ３２ａにロードし
て実行することにより、通信制御装置３００ａを統括的に制御する。入力装置３４ａは、
データ入力用デバイスであり、入力されたデータをＣＰＵ３１ａに出力する。出力装置３
５ａは、ＬＣＤ等の表示装置であり、ＣＰＵ３１ａから入力されたデータをＬＣＤ等に表
示する。通信装置３６ａは、無線制御装置４００や無線制御装置４０１と無線通信を行う
ための無線インタフェースを有する。記録装置３７ａは、書き込み／読み出し自在なメモ
リであり、図３に示す端末情報Ｄ１と、図４に示すリソース情報Ｄ２とを格納する。
【００５３】
　通信制御装置３００ａは、機能的には、通信システム１の通信制御装置３００から移動
機管理部３０１及びリソース管理部３０２を除いた構成であって、図７に示すように、情
報送受信部３０３及びリソース調整部３０４を有する。情報送受信部３０３及びリソース
調整部３０４は、ＣＰＵ３１ａがコンピュータソフトウェアを実行し、図８に示す通信制
御装置３００ａの各構成部を動作させることにより実現される機能である。特に、ＣＰＵ
３１ａは、情報送受信部３０３及びリソース調整部３０４を用いて、図１０に示す通信制
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御装置３００ａが行う処理を実行する。
【００５４】
　無線制御装置４００は、管理装置４００ａと基地局４０４及び基地局４０５とを有して
おり、管理装置４００ａは、移動機管理部４０２及びリソース管理部４０３を有する。無
線制御装置４０１は、管理装置４０１ａと基地局４０８及び基地局４０９とを有しており
、管理装置４０１ａは、移動機管理部４０６及びリソース管理部４０７を有する。基地局
４０４及び基地局４０５と移動機管理部４０６及びリソース管理部４０７とは、通信シス
テム１の基地局（基地局２００及び基地局２０１）と同様の機能を有しており、移動機１
０４～移動機１０７のそれぞれは、移動機１００等と同様の機能を有している。
【００５５】
　無線制御装置４００の通信範囲は、基地局４０４及び基地局４０５のそれぞれの通信範
囲によって成り、基地局４０４及び基地局４０５のそれぞれの通信範囲は重なっている（
例えば、部分的に重なっている）。無線制御装置４０１の通信範囲は、基地局４０８及び
基地局４０９のそれぞれの通信範囲によって成り、基地局４０８及び基地局４０９のそれ
ぞれの通信範囲は重なっている（例えば、部分的に重なっている）。また、無線制御装置
４００及び無線制御装置４０１のそれぞれの通信範囲は重なっている（例えば、部分的に
重なっている）。
【００５６】
　なお、無線制御装置４００の移動機管理部４０２、リソース管理部４０３、基地局４０
４及び基地局４０５のそれぞれと、無線制御装置４０１の移動機管理部４０６、リソース
管理部４０７、基地局４０８及び基地局４０９のそれぞれとは同様であるので、以下、無
線制御装置４００のみについて説明する。また、以下において、基地局４０４等を単に基
地局といい、通信中の移動機１００等を単に移動機という場合がある。
【００５７】
　管理装置４００ａは、図９に示すように、物理的には、ＣＰＵ３１ｂ、ＲＡＭ３２ｂ、
ＲＯＭ３３ｂ、入力装置３４ｂ、出力装置３５ｂ、通信装置３６ｂ及び記録装置３７ｂを
有しており、これらはバス３８ｂに接続されている。ＣＰＵ３１ｂは、ＲＯＭ３３ｂ等の
内蔵メモリに格納された所定のコンピュータソフトウェアをＲＡＭ３２ｂにロードして実
行することにより、通信制御装置３００ｂを統括的に制御する。
【００５８】
　入力装置３４ｂは、データ入力用デバイスであり、入力されたデータをＣＰＵ３１ｂに
出力する。出力装置３５ｂは、ＬＣＤ等の表示装置であり、ＣＰＵ３１ｂから入力された
データをＬＣＤ等に表示する。通信装置３６ｂは、通信制御装置３００ａや、基地局４０
４及び基地局４０５と無線通信を行うための無線インタフェースを有する。記録装置３７
ｂは、書き込み／読み出し自在なメモリであり、図３に示す端末情報Ｄ１と、図４に示す
リソース情報Ｄ２とを格納する。
【００５９】
　管理装置４００ａは、図７に示すように、機能的には、移動機管理部３０１と同様の機
能を有する移動機管理部４０２と、リソース管理部３０２と同様の機能を有するリソース
管理部４０３とを有する。管理装置４００ａのこの構成は、通信システム１の通信制御装
置３００から情報送受信部３０３及びリソース調整部３０４を除いた構成と同様である。
移動機管理部４０２及びリソース管理部４０３は、ＣＰＵ３１ｂがコンピュータソフトウ
ェアを実行し、図９に示す無線制御装置４００ａの各構成部を動作させることにより実現
される機能である。特に、ＣＰＵ３１ｂは、移動機管理部４０２及びリソース管理部４０
３を用いて、図１０に示す無線制御装置４００ａが行う処理を実行する。なお、移動機管
理部４０２及びリソース管理部４０３は、それぞれ独立した装置であってもよい。
【００６０】
　次に、図１０を参照して、変形例に係る通信システム１ａの動作を説明する。まず、通
信中の移動機が、この移動機に関する端末情報Ｄ１を基地局に定期的に送信する（ステッ
プＳ７００）。次に、基地局は、リソース情報Ｄ２をリソース管理部４０３に送信し（ス
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テップＳ７０１）、移動機から得た端末情報Ｄ１を移動機管理部４０２に送信する（ステ
ップＳ７０２）。移動機管理部４０２は、受信した端末情報Ｄ１を記録装置３７ｂに格納
し、リソース管理部４０３は、受信したリソース情報Ｄ２を記録装置３７ｂに格納する。
端末情報Ｄ１及びリソース情報Ｄ２が記録装置３７ｂに既に格納されている場合、これら
の記憶端末情報Ｄ１及びリソース情報Ｄ２は、新たな端末情報Ｄ１及びリソース情報Ｄ２
に更新される。
【００６１】
　リソース管理部４０３は、例えば、輻輳等により基地局の帯域使用率等が予め定められ
た基準値を超えているとリソース情報Ｄ２に基づいて判定した場合、無線リソースの最適
化をリソース調整部３０４に要求する信号を情報送受信部３０３に送信する（ステップＳ
７０３）。情報送受信部３０３は、リソース管理部４０３からステップＳ７０３において
送信された信号を受信すると、この信号をリソース調整部３０４に送信する（ステップＳ
７０４）。
【００６２】
　移動機管理部４０２は、例えば、移動機の受信電力が予め定められた基準値に満たない
場合、無線リソースの最適化をリソース調整部３０４に要求する信号を情報送受信部３０
３に送信する（ステップＳ７０５）。情報送受信部３０３は、移動機管理部４０２からス
テップＳ７０５において送信された信号を受信すると、この信号をリソース調整部３０４
に送信する（ステップＳ７０６）。なお、リソース調整部３０４は、無線リソースの最適
化を定期的に行う。
【００６３】
　リソース調整部３０４は、無線リソースの最適化を行う時、リソース調整部３０４に予
め設定されたポリシーに基づいて、端末情報Ｄ１の複数の情報（アプリケーション種別情
報Ｄ１１～受信電力情報Ｄ１９）の中から必要な情報を移動機管理部４０２に要求する信
号を情報送受信部３０３に送信し（ステップＳ７０７）、情報送受信部３０３は、リソー
ス調整部３０４からステップＳ７０７において送信された信号を受信すると、この信号を
移動機管理部４０２に送信する（ステップＳ７０８）。
【００６４】
　移動機管理部４０２は、情報送受信部３０３からステップＳ７０８において送信された
信号を受信すると、この信号により要求された端末情報Ｄ１の情報を情報送受信部３０３
に送信し（ステップＳ７０９）、情報送受信部３０３は、ステップＳ７０９において送信
された端末情報Ｄ１の情報を受信すると、この受信した情報をリソース調整部３０４に送
信する（ステップＳ７１０）。
【００６５】
　また、リソース調整部３０４は、無線リソースの最適化を行う際、リソース調整部３０
４に予め設定されたポリシーに基づいて、リソース情報Ｄ２の複数の情報（リソース情報
Ｄ２１～基地局情報Ｄ２３）の中から必要な情報をリソース管理部３０２に要求する信号
を情報送受信部３０３に送信し（ステップＳ７１１）、情報送受信部３０３は、リソース
調整部３０４からステップＳ７１１において送信された信号を受信すると、この信号をリ
ソース管理部４０３に送信する（ステップＳ７１２）。
【００６６】
　リソース管理部４０３は、情報送受信部３０３からステップＳ７１２において送信され
た信号を受信すると、この信号により要求されたリソース情報Ｄ２の情報を情報送受信部
３０３に送信し（ステップＳ７１３）、情報送受信部３０３はステップＳ７１３において
送信されたリソース情報Ｄ２の情報を受信すると、この受信した情報をリソース調整部３
０４に送信する（ステップＳ７１４）。
【００６７】
　リソース調整部３０４は、ステップＳ７１０において移動機管理部４０２から情報送受
信部３０３を介して受信した情報（端末情報Ｄ１に含まれる情報）と、ステップＳ７１４
においてリソース管理部４０３から情報送受信部３０３を介して受信した情報（リソース
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情報Ｄ２に含まれる情報）とを用いて、無線リソースの最適化の判断（ハンドオーバを行
わせる移動機及び基地局の特定）を、ポリシーに基づいて行う（ステップＳ７１５）。
【００６８】
　このステップＳ７１５において、リソース調整部３０４は、ステップＳ７１０において
移動機管理部４０２から情報送受信部３０３を介して受信した情報を用いてＰ（ｘ，ａ）
を移動機毎に（全ての「ｘ」に対して）算出し、更に、ステップＳ７１４においてリソー
ス管理部４０３から情報送受信部３０３を介して受信した情報を用いてＱ（ｙ，ａ）を基
地局毎に（全ての「ｙ」に対して）算出する。
【００６９】
　リソース調整部３０４は、算出した全てのＰ（ｘ，ａ）とＱ（ｙ，ａ）とを組み合わせ
てＲ（ｘ，ｙ，ａ）＝Ｐ（ｘ，ａ）×Ｑ（ｙ，ａ）を算出し、この算出したＲ（ｘ，ｙ，
ａ）を記録装置３７に格納する。リソース調整部３０４は、算出したＲ（ｘ，ｙ，ａ）の
中から最も大きな（評価値の高い）「ｘ」及び「ｙ」を特定し（或いは、Ｒ（ｘ，ｙ，ａ
）が所定の基準値を超えた「ｘ」及び「ｙ」を特定し）、この「ｘ」に対応する移動機を
、「ｙ」に対応する基地局にハンドオーバさせるよう、移動機「ｘ」及び基地局「ｙ」を
制御する。このように、リソース調整部３０４は、ハンドオーバの対象となる移動機及び
基地局の特定（無線リソースの最適化）を、Ｒ（ｘ，ｙ，ａ）が所定の基準値を超えたか
否かに基づいて行う。Ｒ（ｘ，ｙ，ａ）が所定の基準値を超えた場合、ハンドオーバの対
象となる移動機及び基地局が「ｘ」及び「ｙ」とそれぞれ特定され、Ｒ（ｘ，ｙ，ａ）が
この基準値以下の場合、ハンドオーバの対象となる移動機及び基地局が無い（無線リソー
スの最適化を行わない）と判断される。
【００７０】
　リソース調整部３０４は、ハンドオーバの対象となっている移動機「ｘ」に対して、基
地局「ｙ」にハンドオーバする旨の指示を、情報送受信部３０３を介して送信する（ステ
ップＳ７１６）。そして、情報送受信部３０３は、リソース調整部３０４からステップＳ
７１６において受信したこの指示を、移動機「ｘ」と通信を行っている基地局に送信し（
ステップＳ７１７）、この基地局は、この受信した指示を移動機「ｘ」に送信する（ステ
ップＳ７１８）。
【００７１】
　次に、実施形態に係る通信システム１と変形例に係る通信システム１ａの作用・効果を
説明する。実施形態に係る通信システム１の通信制御装置３００は、移動機１００～移動
機１０３と、通信範囲が重なる（例えば、部分的に重なる）ように配置された基地局２０
０及び基地局２０１との通信を制御する。リソース管理部３０２は、複数の基地局の動作
状況を示すリソース情報Ｄ２をこれらの複数の基地局のそれぞれから取得し、この取得し
たリソース情報Ｄ２を管理する。移動機管理部３０１は、複数の移動機の動作状況を示す
端末情報Ｄ１をこれらの複数の移動機のそれぞれから取得し、この取得した端末情報Ｄ１
を管理する。リソース調整部３０４は、複数の移動機及び複数の基地局のうちハンドオー
バさせる移動機及び基地局を、端末情報Ｄ１とリソース情報Ｄ２とを用いて特定する。
【００７２】
　また、変形例に係る通信システム１ａは、移動機１００～移動機１０７と、通信範囲が
重なる（例えば、部分的に重なる）ように配置された複数の基地局４０４、基地局４０５
、基地局４０８及び基地局４０９との通信を制御する。リソース管理部４０３は、複数の
基地局の動作状況を示すリソース情報Ｄ２をこれらの複数の基地局のそれぞれから取得し
、この取得したリソース情報Ｄ２を管理する。移動機管理部４０２は、複数の移動機の動
作状況を示す端末情報Ｄ１をこれらの複数の移動機のそれぞれから取得し、この取得した
端末情報Ｄ１を管理する。リソース調整部３０４は、複数の移動機及び複数の基地局のう
ちハンドオーバさせる移動機及び基地局を、端末情報Ｄ１とリソース情報Ｄ２とを用いて
特定する。
【００７３】
　従って、リソース調整部３０４が、複数の基地局の動作状況を示すリソース情報Ｄ２と
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、複数の移動機の動作状況を示す端末情報Ｄ１とを用いて、ハンドオーバさせる移動機と
基地局とを特定するので、限られた基地局にのみ通信が集中し、基地局毎に通信の過密の
度合いが大きく異なるような場合は生じなくなる。
【００７４】
　更に、実施形態に係る通信システム１及び変形例に係る通信システム１ａにおいて、リ
ソース調整部３０４は、ハンドオーバさせる移動機及び基地局を特定するための複数のポ
リシーを有しており、リソース情報Ｄ２及び端末情報Ｄ１のそれぞれに含まれる複数の情
報のうちポリシーに応じた情報を用いてハンドオーバさせる移動機及び基地局を特定する
。よって、リソース調整部３０４が複数のポリシーを有しているので、各ポリシーに応じ
てハンドオーバさせる移動機と基地局とが特定できる。
【００７５】
　更に、実施形態に係る通信システム１及び変形例に係る通信システム１ａにおいて、リ
ソース調整部３０４は、ハンドオーバさせる移動機及び基地局を定期的に特定する。よっ
て、リソース調整部３０４は、定期的にハンドオーバさせる移動機と基地局とを特定でき
る。
【００７６】
　更に、実施形態に係る通信システム１及び変形例に係る通信システム１ａにおいて、リ
ソース調整部３０４は、移動機管理部３０１（移動機管理部４０２）からの要求に応じて
、ハンドオーバさせる移動機及び基地局を特定する。よって、リソース調整部３０４は、
移動機管理部３０１（移動機管理部４０２）からの要求に応じてハンドオーバさせる移動
機と基地局とを特定するので、移動機の状況に応じた迅速なハンドオーバが可能となる。
【００７７】
　更に、実施形態に係る通信システム１及び変形例に係る通信システム１ａにおいて、リ
ソース調整部３０４は、リソース管理部３０２（リソース管理部４０３）からの要求に応
じて、ハンドオーバさせる移動機及び基地局を特定する。よって、リソース調整部３０４
は、リソース管理部３０２（リソース管理部４０３）からの要求に応じてハンドオーバさ
せる移動機と基地局とを特定するので、基地局の状況に応じた迅速なハンドオーバが可能
となる。
【００７８】
　更に、実施形態に係る通信システム１及び変形例に係る通信システム１ａにおいて、端
末情報Ｄ１は、移動機毎のアプリケーションの種類を示す情報を含んでおり、リソース調
整部３０４は、このアプリケーションの種類を示す情報に基づいて、ハンドオーバさせる
移動機及び基地局を特定する。よって、移動機毎のアプリケーションに応じて、ハンドオ
ーバさせる移動機及び基地局を特定できる。
【００７９】
　更に、実施形態に係る通信システム１及び変形例に係る通信システム１ａにおいて、端
末情報Ｄ１は、移動機毎のパケットに含まれるＱｏＳ値を示す情報を更に含んでおり、リ
ソース調整部３０４は、このＱｏＳ値を示す情報に基づいて、ハンドオーバさせる移動機
及び基地局を特定する。よって、移動機毎のＱｏＳ値に応じて、ハンドオーバさせる移動
機及び基地局を特定できる。
【００８０】
　更に、実施形態に係る通信システム１及び変形例に係る通信システム１ａにおいて、端
末情報Ｄ１は、移動機毎のトラヒック状況を示す情報を更に含んでおり、リソース調整部
３０４は、このトラヒック状況を示す情報に基づいて、ハンドオーバさせる移動機及び基
地局を特定する。よって、移動機毎のトラヒック状況に応じて、ハンドオーバさせる移動
機及び基地局を特定できる。
【００８１】
　更に、実施形態に係る通信システム１及び変形例に係る通信システム１ａにおいて、端
末情報Ｄ１は、移動機毎の移動状況を示す情報を更に含んでおり、リソース調整部３０４
は、この移動状況を示す情報に基づいて、ハンドオーバさせる移動機及び基地局を特定す
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る。よって、移動機毎の移動状況に応じて、ハンドオーバさせる移動機及び基地局を特定
できる。
【００８２】
　更に、実施形態に係る通信システム１及び変形例に係る通信システム１ａにおいて、端
末情報Ｄ１は、ハンドオーバに対する移動機の優先順位を示す情報を更に含んでおり、リ
ソース調整部３０４は、この優先順位を示す情報に基づいて、ハンドオーバさせる移動機
及び基地局を特定する。よって、ハンドオーバに対する移動機の優先順位に応じて、ハン
ドオーバさせる移動機及び基地局を特定できる。
【００８３】
　更に、実施形態に係る通信システム１及び変形例に係る通信システム１ａにおいて、端
末情報Ｄ１は、移動機毎の課金及びサービスの内容を示す情報を更に含んでおり、リソー
ス調整部３０４は、この課金及びサービスの内容を示す情報に基づいて、ハンドオーバさ
せる移動機及び基地局を特定する。よって、移動機毎の課金及びサービスの内容に応じて
、ハンドオーバさせる移動機及び基地局を特定できる。
【００８４】
　更に、実施形態に係る通信システム１及び変形例に係る通信システム１ａにおいて、端
末情報Ｄ１は、移動機から基地局までの距離を示す情報を更に含んでおり、リソース調整
部３０４は、この基地局までの距離を示す情報に基づいて、ハンドオーバさせる移動機及
び基地局を特定する。よって、移動機から基地局までの距離に応じて、ハンドオーバさせ
る移動機及び基地局を特定できる。
【００８５】
　更に、実施形態に係る通信システム１及び変形例に係る通信システム１ａにおいて、端
末情報Ｄ１は、移動機毎の受信電力を示す情報を更に含んでおり、リソース調整部３０４
は、この受信電力を示す情報に基づいて、ハンドオーバさせる移動機及び基地局を特定す
る。よって、移動機毎の受信電力に応じて、ハンドオーバさせる移動機及び基地局を特定
できる。
【００８６】
　更に、実施形態に係る通信システム１及び変形例に係る通信システム１ａにおいて、端
末情報Ｄ１は、移動機毎の無線インタフェースを示す情報を更に含んでおり、リソース調
整部３０４は、この無線インタフェースを示す情報に基づいて、ハンドオーバさせる移動
機及び基地局を特定する。よって、移動機毎の無線インタフェースに応じて、ハンドオー
バさせる移動機及び基地局を特定できる。
【００８７】
　更に、実施形態に係る通信システム１及び変形例に係る通信システム１ａにおいて、リ
ソース情報Ｄ２は、基地局毎の通信状況を示す情報を更に含んでおり、リソース調整部３
０４は、この通信状況を示す情報に基づいて、ハンドオーバさせる移動機及び基地局を特
定する。よって、基地局毎の通信状況に応じて、ハンドオーバさせる移動機及び基地局を
特定できる。
【００８８】
　更に、実施形態に係る通信システム１及び変形例に係る通信システム１ａにおいて、リ
ソース情報Ｄ２は、基地局毎の通信方式を示す情報を更に含んでおり、リソース調整部３
０４は、この通信方式を示す情報に基づいて、ハンドオーバさせる移動機及び基地局を特
定する。よって、基地局毎の通信方式に応じて、ハンドオーバさせる移動機及び基地局を
特定できる。
【００８９】
　更に、実施形態に係る通信システム１及び変形例に係る通信システム１ａにおいて、リ
ソース情報Ｄ２は、基地局毎の位置及び通信範囲を示す情報を更に含んでおり、リソース
調整部３０４は、この位置及び通信範囲を示す情報に基づいて、ハンドオーバさせる移動
機及び基地局を特定する。よって、基地局毎の位置及び通信範囲に応じて、ハンドオーバ
させる移動機及び基地局を特定できる。



(18) JP 2008-187688 A 2008.8.14

10

20

【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】実施形態に係る通信システムの構成を示す図である。
【図２】実施形態に係る通信制御装置の構成を示す図である。
【図３】実施形態に係る端末情報の内容を示す図である。
【図４】実施形態に係るリソース情報の内容を示す図である。
【図５】無線リソースの最適化の際に用いられる評価値を示す図である。
【図６】実施形態に係る通信システムの動作を説明するためのシーケンスである。
【図７】変形例に係る通信システムの構成を示す図である。
【図８】変形例に係る通信制御装置の構成を示す図である。
【図９】変形例に係る管理装置の構成を示す図である。
【図１０】変形例に係る通信システムの動作を説明するためのシーケンスである。
【符号の説明】
【００９１】
　Ｄ１端末情報、Ｄ１１…アプリケーション種別情報、Ｄ１２…ＱｏＳ情報、Ｄ１３…ト
ラヒック情報、Ｄ１４…移動状況情報、Ｄ１５…ユーザクラス情報、Ｄ１６…距離情報、
Ｄ１７…課金・サービス情報、Ｄ１８…無線インタフェース情報、Ｄ１９…受信電力情報
、Ｄ２…リソース情報、Ｄ２１…リソース情報、Ｄ２２…通信方式情報、Ｄ２３…基地局
情報、１，１ａ…通信システム、１００，１０１，１０２，１０３，１０４，１０５，１
０６，１０７…移動機、２００，２０１，４０４，４０５，４０８，４０９…基地局、３
００，３００ａ…通信制御装置、３０１，４０２，４０６…移動機管理部、３０２，４０
３，４０７…リソース管理部、３０３…情報送受信部、３０４…リソース調整部、３１，
３１ａ，３１ｂ…ＣＰＵ、３２，３２ａ，３２ｂ…ＲＡＭ、３３，３３ａ，３３ｂ…ＲＯ
Ｍ、３４，３４ａ，３４ｂ…入力装置、３５，３５ａ，３５ｂ…出力装置、３６，３６ａ
，３６ｂ…通信装置、３７，３７ａ，３７ｂ…記録装置、３８，３８ａ，３８ｂ…バス、
４００，４０１…無線制御装置、４００ａ，４０１ａ…管理装置。
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