
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　符号分割多元接続方式を用いる移動通信システムにて、セルを形成する複数の無線基地
局と該セル内の移動局との間で無線チャネルを介して通信を行う際に、前記セル内に生起
される新規呼及びハンドオーバ呼の受付を制御する呼受付制御装置において、
　呼受付要求に含まれる種別情報により新規呼の受付であるか否かを判定する呼受付要求
検出手段と、

　上記判定結果に基づき 呼を受け付けた場合における干渉量 推定 が当該
移動通信システムにて限界とされる値に達するか否か、

無線基地局から各移動局に向かう下り方向の総送信電力 が当該移動通信
システムにて限界とされる値に達するか否か、無線基地局において使用されていない残り
の拡散コード資源が無くなる前に該当するか否かを前記の順序で順次に判断し、これらの
少なくとも何れかの場合において、 呼の受付を制限する 呼受付
規制手段と、
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　上記判定結果に基づき新規呼を受け付けた場合における干渉量の推定値が別途設定され
る干渉量閾値以上であるか否か、新規呼を受け付けた場合における無線基地局から各移動
局に向かう下り方向の総送信電力の推定値が別途設定される送信電力閾値以上であるか否
か、無線基地局において使用されていない残りの拡散コード資源が別途設定される拡散コ
ード閾値以下であるか否かを前記の順序で順次に判断し、これらの少なくとも何れかの場
合において、新規呼の受付を制限する新規呼受付規制手段と、

ハンドオーバ の 値
ハンドオーバ呼を受け付けた場合

における の推定値

ハンドオーバ ハンドオーバ



　ハンドオーバ呼の呼損率に基づいて上記 、 もしくは
の何れかを増減させ 準調整手段とを備える呼受付制御装置。

【請求項２】
　符号分割多元接続方式を用いる移動通信システムにて、セルを形成する複数の無線基地
局と該セル内の移動局との間で無線チャネルを介して通信を行う際に、前記セル内に生起
される新規呼及びハンドオーバ呼の受付を制御する呼受付制御装置における呼受付制御方
法において、
　呼受付要求に含まれる種別情報により新規呼の受付であるか否かを判定し、

　上記判定結果に基づき 呼を受け付けた場合における干渉量 推定 が当該
移動通信システムにて限界とされる値に達するか否か、

無線基地局から各移動局に向かう下り方向の総送信電力 が当該移動通信
システムにて限界とされる値に達するか否か、無線基地局において使用されていない残り
の拡散コード資源が無くなる前に該当するか否かを前記の順序で順次に判断し、これらの
少なくとも何れかの場合において、 呼の受付を制限し、
　ハンドオーバ呼の呼損率に基づいて上記 、 もしくは

の何れかを増減するようにした呼受付制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、符号分割多元接続方式を用いる移動通信システムにて、セルを形成する複数の
無線基地局と該セル内の移動局との間で無線チャネルを介して通信を行う際に、セル内に
生起される新規呼及びハンドオーバ呼の受付を制御する呼受付制御装置及び方法に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
一般に移動通信システムは、生起された呼に対して使用可能な無線チャネルを割り当てる
ことにより呼を受け付ける。しかし、移動通信システムにおいて使用可能な無線チャネル
数は限られており、これにより通信可能な移動局（ユーザ）数、即ち加入者容量が制限さ
れる。このため、加入者容量を超える呼が生起された場合には、一部の呼に無線チャネル
が割り当てられず、いわゆる呼損が発生する。
【０００３】
例えば、無線チャネルが各無線基地局により形成されるセルに固定的に配置される周波数
分割多元接続方式（ＦＤＭＡ方式）や時分割多元接続方式（ＴＤＭＡ方式）を利用した移
動通信システムでは、各セルに無線チャネルが配置される。
【０００４】
この場合、１つのセル内で同時に通信可能な移動局数は、そのセルに配置された無線チャ
ネル数により制限される。このため、無線チャネル数を超える呼が生起された場合には呼
損が発生する。
【０００５】
また、このような移動通信システムでは、各セルに無線チャネルが固定的に配置されるた
め、トラヒックの偏在や時間的変動に対して柔軟に対応することができない。このトラヒ
ックの偏在や時間的変動に対して柔軟に対応すべく、各セルに無線チャネルを動的に配置
する方式（ダイナミックチャネル割当方式）が用いられることがある。このダイナミック
チャネル割当方式を用いた移動通信システムでは、生起された呼に対して無線チャネルを
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　上記判定結果に基づき新規呼を受け付けた場合における干渉量の推定値が別途設定され
る干渉量閾値以上であるか否か、新規呼を受け付けた場合における無線基地局から各移動
局に向かう下り方向の総送信電力の推定値が別途設定される送信電力閾値以上であるか否
か、無線基地局において使用されていない残りの拡散コード資源が別途設定される拡散コ
ード閾値以下であるか否かを前記の順序で順次に判断し、これらの少なくとも何れかの場
合において、新規呼の受付を制限し、

ハンドオーバ の 値
ハンドオーバ呼を受け付けた場合

における の推定値

ハンドオーバ
干渉量閾値 送信電力閾値 拡散コード

閾値



割り当てる際、所定の通信品質を満たす無線チャネル（例えば干渉量が所定値以下の無線
チャネルや、ＣＩＲが所定値以上の無線チャネル）を選択して割り当てる方法が採用され
る。しかし、無線基地局に配置された全ての無線チャネルが使用されている場合や、無線
チャネルに空きがあっても所定の通信品質を満たすことができない場合には、生起された
呼に対し無線チャネルを割り当てることができないため、呼損となる。
【０００６】
一方、符号分割多元接続方式（ＣＤＭＡ方式）を利用した移動通信システムでは、各移動
局が拡散コードを用いることにより同一の無線周波数帯域を共有する。ＣＤＭＡ方式では
、無線チャネルは拡散コードにより構成されており、ＦＤＭＡ方式やＴＤＭＡ方式のよう
な狭帯域の多元接続方式に比べて干渉に対する耐性は強いが、干渉量がある値を超えると
通信品質が劣化していくという性質を有する。所定の拡散コードを用いる移動局において
は、他の拡散コードを用いる移動局の信号が干渉となる。
【０００７】
即ち、ＣＤＭＡ方式を利用した移動通信システムにおいて、加入者容量は干渉量により制
限される。このため、例えば、あるセルにおいて加入者容量を超える呼が受け付けられた
場合には、該セル及びその周辺のセルにおいて通信中の全ての移動局における通信品質が
劣化する。なお、ある拡散コードが用いられた通信が他の拡散コードが用いられた通信に
与える干渉量は、これら拡散コード間の相互相関によって決定される。このため、拡散コ
ードは、相互相関値が十分小さくなるように設計される。
【０００８】
ところで、各セル内で生起される呼は、そのセル内における発呼及び着呼により生起され
る呼（新規呼）とハンドオーバにより生起される呼（ハンドオーバ呼）とに分類される。
移動通信システムでは、通信中の移動局があるセルから他のセルに移動する際に、移動元
のセルから移動先のセルへ無線チャネルを切り替える必要がある。このとき、移動局にお
いて通信中の呼は、移動先のセルでハンドオーバ呼となる。しかし、移動先のセルに、ハ
ンドオーバ呼に対して割当可能な無線チャンネルがない場合には、該移動局において通信
中の呼は、通信中にも関わらず強制的に切断されてしまう。この強制切断は、サービス品
質に大きな影響を与える。
【０００９】
そこで、強制切断を少なくするために、ＦＤＭＡ方式やＴＤＭＡ方式を利用した狭帯域の
移動通信システムでは、ハンドオーバ呼専用の無線チャネルを設けることが考えられてい
る。特開平７－２３４４９号公報に記載された方法では、セルに配置された複数の無線チ
ャネルを、ごく少数のハンドオーバ専用チャネル、比較的少数のハンドオーバ準専用チャ
ネル及び比較的多数の共用チャネルに分類し、ハンドオーバ専用チャネルにはハンドオー
バ呼のみが割り当てられるようにし、ハンドオーバ呼準専用チャネルにはハンドオーバ呼
が優先的に割り当てられるようにする。一方、新規呼に対しては、これら各無線チャネル
の使用状況にオ応じて無線チャネルが割り当てられるようにする。このような方法を採用
することにより、ハンドオーバ呼を優先的に受け付け、サービス品質を向上させることが
できる。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、ＣＤＭＡ方式を利用した移動通信システムでは、加入者容量を制限する要因は、
拡散コード資源よりも干渉量によるところが大きい。このため、上述した特開平７－２３
４４９号公報に記載されるＦＤＭＡ方式やＴＤＭＡ方式を利用した狭帯域の移動通信シス
テムにおける呼の受付方法をＣＤＭＡ方式を利用した移動通信システムに適用することが
できない。
【００１１】
本発明は、上記問題点を解決するものであり、その目的は、ＣＤＭＡ方式を利用した移動
通信システムにおいて、ハンドオーバ呼を優先的に受け付ける呼受付制御装置及び方法を
提供することにある。
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【００１２】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するため、本発明は請求項１に記載されるように、符号分割多元接続
方式を用いる移動通信システムにて、セルを形成する複数の無線基地局と該セル内の移動
局との間で無線チャネルを介して通信を行う際に、前記セル内に生起される新規呼及びハ
ンドオーバ呼の受付を制御する呼受付制御装置において、呼受付要求に含まれる種別情報
により新規呼の受付であるか否かを判定する呼受付要求検出手段と、

上記判定結果に基づき 呼を受け付け
た場合における干渉量 推定 が当該移動通信システムにて限界とされる値に達するか否
か、 無線基地局から各移動局に向かう下り方向
の総送信電力 が当該移動通信システムにて限界とされる値に達するか否か、無線
基地局において使用されていない残りの拡散コード資源が無くなる前に該当するか否かを
前記の順序で順次に判断し、これらの少なくとも何れかの場合において、 呼
の受付を制限する 呼受付規制手段と、ハンドオーバ呼の呼損率に基づいて上
記 、 もしくは の何れかを増減させ 準調整手段
とを備えるようにした。
【００１３】
このような呼受付制御装置では、通信可能な移動局数（加入者容量）を制限する要因であ
る移動局から無線基地局に向かう上り方向の各無線チャネルにおける干渉量と、無線基地
局から移動局に向かう下り方向の総送信電力の少なくとも一方が当該移動通信システムに
て限界とされる値に達する前、あるいは無線基地局において使用されていない残りの拡散
コード資源が無くなる前の何れかの場合に、新規呼の受付を制限するため、ハンドオーバ
呼を新規呼に優先して受け付けることが可能となる。
【００２７】
　 に記載された発明は、上述した呼受付制御装置に適した呼受付制御方法である
。
【００２８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図１は、本発明の実施の形態に係
る呼受付制御方法及び装置が適用される移動通信システムの構成例を示す図である。
【００２９】
同図に示す移動通信システム１００は、無線基地局（ＢＳ）１０１～１０３、無線基地局
１０１が形成するセル１０４内の移動局（ＣＳ）１１１、１１２、無線基地局１０２が形
成するセル１０５内の移動局１１３～１１５、無線基地局１０３が形成するセル１０６内
の移動局１１６、送受信制御装置１３０及び呼受付制御装置１４０を有する基地局制御装
置１２０、コアネットワーク１６０により構成される。
【００３０】
この移動通信システム１００は、通信中の移動局が所定のセルから他のセルに移動するこ
とで移動元のセルから移動先のセルへ無線チャネルを切り替える必要が生じた場合、即ち
ハンドオーバ制御の必要が生じた場合に、移動先のセルにおけるハンドオーバ呼に対し、
その移動先のセル内における発呼及び着呼により生起される新規呼に優先して無線チャネ
ルを割り当てる。
【００３１】
例えば、移動通信システム１００は、無線基地局１０１によって形成されるセル１０４内
の移動局１１２が無線基地局１０２によって形成されるセル１０５に移動する際、移動先
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上記判定結果に基づ
き新規呼を受け付けた場合における干渉量の推定値が別途設定される干渉量閾値以上であ
るか否か、新規呼を受け付けた場合における無線基地局から各移動局に向かう下り方向の
総送信電力の推定値が別途設定される送信電力閾値以上であるか否か、無線基地局におい
て使用されていない残りの拡散コード資源が別途設定される拡散コード閾値以下であるか
否かを前記の順序で順次に判断し、これらの少なくとも何れかの場合において、新規呼の
受付を制限する新規呼受付規制手段と、 ハンドオーバ

の 値
ハンドオーバ呼を受け付けた場合における

の推定値

ハンドオーバ
ハンドオーバ

干渉量閾値 送信電力閾値 拡散コード閾値 る基

請求項２



のセル１０５におけるハンドオーバ呼に対し、その移動先のセル１０５内における発呼及
び着呼により生起される新規呼に優先して無線チャネルを割り当てる。
【００３２】
図２は、基地局制御装置１２０の構成例を示す図である。基地局制御装置１２０は、送受
信制御装置１３０、呼受付制御装置１４０により構成される。送受信制御装置１３０は、
各無線基地局１０１～１０３及びコアネットワーク１６０と有線回線により接続されてお
り、各無線基地局１０１～１０３が形成するセル１０４～１０６内の移動局１１１～１１
６とコアネットワーク１６０との間の制御信号やユーザデータのやり取りを制御する。
【００３３】
呼受付制御装置１４０は、送受信制御装置１３０に接続され、移動機１１１～１１６やコ
アネットワーク１６０からの呼受付要求があった場合に、通信可能な移動局数（加入者容
量）を制限する要因である、各セルにおける移動局から無線基地局に向かう上り方向の各
無線チャネルにおける干渉量、各セルにおける無線基地局から移動局に向かう下り方向の
総送信電力及び各セルを形成する無線基地局において使用されていない残りの拡散コード
資源に基づいて、新規呼に優先してハンドオーバ呼を受け付ける制御を行う。
【００３４】
この呼受付制御装置１４０は、呼受付要求検出部１４１、上り干渉量検出部１４２、下り
送信電力検出部１４３、拡散コード管理部１４４、呼受付閾値管理部１４５、呼受付可否
判定部１４７、干渉量推定部１４９、送信電力推定部１５０、呼接続処理部１５１、呼損
率監視部１５２、トラヒック監視部１５４を備えて構成される。
【００３５】
呼受付要求検出部１４１は、移動機１１１～１１６からの呼受付要求や、コアネットワー
ク１６０からの呼受付要求を検出し、その呼受付要求を呼受付可否判定部１４７へ出力す
る。呼受付要求には、その呼受付要求が新規呼に対するものであるかハンドオーバ呼に対
するものであるかを示す種別情報、その呼が接続される移動局を識別する情報（移動局識
別情報）及びその移動局が存在するセルを形成する無線基地局を識別する情報（無線基地
局識別情報）とが含まれる。
【００３６】
上り干渉量検出部１４２は、無線基地局１０１～１０３によって形成されたセル１０４～
１０６毎に、そのセル内の各移動局１１１～１１６から無線基地局１０１～１０３に向か
う上り方向の各無線チャネルにおける干渉量（以下、「上り干渉量」と称する）を検出し
、呼受付可否判定部１４７へ出力する。この上り干渉量には、対応する移動局の移動局識
別情報及びその移動局の通信相手となる無線基地局の無線基地局識別情報とが付加されて
いる。
【００３７】
下り送信電力検出部１４３は、無線基地局１０１～１０３によって形成されたセル１０４
～１０６毎に、無線基地局１０１～１０３からそのセル内の移動局１１１～１１６に向か
う下り方向の総送信電力（以下、「下り総送信電力」と称する）を検出し、呼受付可否判
定部１４７へ出力する。この下り総送信電力には、対応するセルを形成する無線基地局の
無線基地局識別情報が付加されている。
【００３８】
拡散コード管理部１４４は、無線基地局１０１～１０３によって形成されたセル１０４～
１０６毎に割り当てられている拡散コード資源の使用状況を管理する。なお、この拡散コ
ード資源使用状況は、呼接続により拡散コードが新たに使用されたり、呼切断により使用
されていた拡散コードが解放される毎に、随時更新される。
【００３９】
呼受付閾値管理部１４５は、内蔵するバッファ１４６に、新規呼を受付可能な閾値（新規
呼受付閾値）を格納する。この新規呼受付閾値は、新規呼を受付可能な上り干渉量の閾値
（以下、「干渉量閾値」と称する）、新規呼を受付可能な下り総送信電力の閾値（以下、
「送信電力閾値」と称する）及び新規呼を受付可能な拡散コード資源の閾値（以下、「拡
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散コード閾値」と称する）である。
【００４０】
これら各閾値のうち、送信電力閾値と拡散コード閾値は、各無線基地局毎、即ち各セル毎
に定められており、そのセルを形成する無線基地局の無線基地局識別情報とともにバッフ
ァ１４６に格納される。なお、干渉量閾値は、移動通信システム１００において通信が可
能な限界の値よりも低い値である。同様に、送信電力閾値は対応する無線基地局の最大送
信電力よりも低い値である。また、拡散コード閾値は対応するセルに割り当てられた拡散
コード資源の量よりも低い値である。
【００４１】
一方、干渉量閾値は、移動通信システム１００全体で単一の値としても良く、各セル毎に
定められるようにしても良い。干渉量閾値が各セル毎に定められる場合には、その干渉量
閾値は、そのセルを形成する無線基地局の無線基地局識別情報とともにバッファ１４６に
格納される。なお、干渉量閾値は、通信可能な最大の干渉量よりも低い値である。以下に
おいては、干渉量閾値は各セル毎に定められるものとする。
【００４２】
呼受付可否判定部１４７は、呼受付要求検出部１４１から出力される、移動機１１１～１
１６からの呼受付要求や、コアネットワーク１６０からの呼受付要求が入力されると、そ
の呼受付要求を認めるか否かを判定する。
【００４３】
具体的には、呼受付可否判定部１４７は、呼受付要求が入力されると、その呼受付要求に
含まれる種別情報により、新規呼に対する呼受付要求であるかハンドオーバ呼に対する呼
受付要求であるかを認識する。
【００４４】
呼受付要求が新規呼に対するものである場合には、呼受付可否判定部１４７は、上り干渉
量検出部１４２によって検出された上り干渉量のうち、呼受付要求に含まれる無線基地局
識別情報が付加された上り干渉量を抽出して干渉量推定部１４９へ出力する。干渉量推定
部１４９は、呼受付可否判定部１４７によって抽出された上り干渉量に基づいて、呼受付
要求を認め、呼を受け付けた場合における上り干渉量を推定し、その推定した上り干渉量
を呼受付可否判定部１４７へ出力する。
【００４５】
次に呼受付可否判定部１４７は、呼受付閾値管理部１４５によって保持されている干渉量
閾値のうち、呼受付要求に含まれる無線基地局識別情報が付加された干渉量閾値を読み出
し、干渉量推定部１４９によって推定された上り干渉量が読み出した干渉量閾値以上であ
るか否かを判定する。
【００４６】
推定された上り干渉量が読み出した干渉量閾値以上である場合には、呼受付可否判定部１
４７は、呼受付要求を認めずに呼損とする。推定された上り干渉量が読み出した干渉量閾
値より小さい場合には、呼受付可否判定部１４７は、下り送信電力検出部１４３によって
検出された下り総送信電力のうち、呼受付要求に含まれる無線基地局識別情報が付加され
た下り総送信電力を抽出して送信電力推定部１５０へ出力する。送信電力推定部１５０は
、呼受付可否判定部１４７によって抽出された下り総送信電力に基づいて、呼受付要求を
認め、呼を受け付けた場合における下り総送信電力を推定し、その推定した下り総送信電
力を呼受付可否判定部１４７へ出力する。
【００４７】
次に呼受付可否判定部１４７は、呼受付閾値管理部１４５によって保持されている送信電
力閾値のうち、呼受付要求に含まれる無線基地局識別情報が付加された送信電力閾値を読
み出し、送信電力推定部１５０によって推定された下り総送信電力が送信電力閾値以上で
あるか否かを判定する。
【００４８】
推定された下り総送信電力が送信電力閾値以上である場合には、呼受付可否判定部１４７
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は、呼受付要求を認めずに呼損とする。推定された下り総送信電力が送信電力閾値より小
さい場合には、呼受付可否判定部１４７は、呼受付閾値管理部１４５によって保持されて
いる拡散コード閾値のうち、呼受付要求に含まれる無線基地局識別情報が付加された拡散
コード閾値を読み出すとともに、呼受付要求に含まれる無線基地局識別情報で特定される
無線基地局によって生成されるセルにおける拡散コード資源使用状況を拡散コード管理部
１４４に問い合わせ、そのセルにおいて使用されていない残りの拡散コード資源が拡散コ
ード閾値以下であるか否かを判定する。
【００４９】
使用されていない残りの拡散コード資源が拡散コード閾値以下である場合には、呼受付可
否判定部１４７は、呼受付要求を認めずに呼損とする。一方、使用されていない残りの拡
散コード資源が拡散コード閾値より大きい場合には、呼受付可否判定部１４７は、呼受付
要求を認め、その呼受付要求に含まれる移動局識別情報及び無線基地局識別情報を呼接続
処理部１５１へ出力する。呼接続処理部１５１は、これら移動局識別情報及び無線基地局
識別情報に基づいて、呼接続に必要な各種処理を行う。
【００５０】
一方、呼受付要求がハンドオーバ呼に対するものである場合には、呼受付可否判定部１４
７は、上り干渉量検出部１４２によって検出された上り干渉量のうち、呼受付要求に含ま
れる無線基地局識別情報が付加された上り干渉量を抽出して干渉量推定部１４９へ出力す
る。干渉量推定部１４９は、呼受付可否判定部１４７によって抽出された上り干渉量に基
づいて、呼受付要求を認め、呼を受け付けた場合における上り干渉量を推定し、その推定
した上り干渉量を呼受付可否判定部１４７へ出力する。
【００５１】
次に呼受付可否判定部１４７は、干渉量推定部１４９によって推定された上り干渉量が通
信可能な最大の干渉量に達したか否かを判定する。推定された上り干渉量が通信可能な最
大の干渉量に達した場合には、呼受付可否判定部１４７は、呼受付要求を認めずに呼損と
すべく、内蔵するバッファ１４８にフラグ「１」を記録する。
【００５２】
また、呼受付可否判定部１４７は、下り送信電力検出部１４３によって検出された下り総
送信電力のうち、呼受付要求に含まれる無線基地局識別情報が付加された下り総送信電力
を抽出して送信電力推定部１５０へ出力する。送信電力推定部１５０は、呼受付可否判定
部１４７によって抽出された下り総送信電力に基づいて、呼受付要求を認め、呼を受け付
けた場合における下り総送信電力を推定し、その推定した下り総送信電力を呼受付可否判
定部１４７へ出力する。
【００５３】
次に呼受付可否判定部１４７は、干渉量推定部１４９によって推定された下り総送信電力
が呼受付要求に含まれる無線基地局識別情報で特定される無線基地局の最大送信電力に達
したか否かを判定する。
【００５４】
推定された下り総送信電力が無線基地局の最大送信電力に達した場合には、呼受付可否判
定部１４７は、呼受付要求を認めずに呼損とすべく、内蔵するバッファ１４８にフラグ「
１」を記録する。
【００５５】
また、呼受付可否判定部１４７は、呼受付要求に含まれる無線基地局識別情報で特定され
る無線基地局によって生成されるセルにおける拡散コード資源使用状況を拡散コード管理
部１４４に問い合わせ、そのセルに割り当てられた拡散コードのうち、使用されていない
残りの拡散コードがあるか否かを判定する。使用されていない残りの拡散コードがない場
合には、呼受付可否判定部１４７は、呼受付要求を認めずに呼損とすべく、内蔵するバッ
ファ１４８にフラグ「１」を記録する。
【００５６】
これらの処理の後、呼受付可否判定部１４７は、バッファ１４８内にフラグ「１」が記録
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されているか否かを判定する。フラグ「１」が記録されている場合には、呼受付可否判定
部１４７は、呼受付要求を認めずに呼損とする。
【００５７】
一方、フラグ「１」が記録されていない場合には、呼受付可否判定部１４７は、呼受付要
求を認め、その呼受付要求に含まれる移動局識別情報及び無線基地局識別情報を呼接続処
理部１５１へ出力する。呼接続処理部１５１は、これら移動局識別情報及び無線基地局識
別情報に基づいて、呼接続に必要な各種処理を行う。
【００５８】
なお、上述したように、呼受付要求を認め、呼を受け付けた場合における上り干渉量や下
り総送信電力を推定し、推定した上り干渉量が通信可能な最大の干渉量や干渉量閾値に達
したか否かを判定したり、推定した下り総送信電力が対応する無線基地局の最大送信電力
や送信電力閾値に達したか否かを判定するのではなく、上り干渉量検出部１４２によって
検出された上り干渉量が通信可能な最大の干渉量や干渉量閾値に達したか否かを判定した
り、下り送信電力検出部１４３によって検出された下り総送信電力が対応する無線基地局
の最大送信電力や送信電力閾値に達したか否かを判定するようにしてもよい。
【００５９】
呼損率監視部１５２は、呼受付要求に含まれる無線基地局識別情報で特定される無線基地
局によって生成されたセル内に生起されたハンドオーバ呼の呼損率を算出し、内蔵するメ
モリ１５３に格納するとともに、所定のタイミングで呼受付閾値管理部１４５へ出力する
。
【００６０】
呼受付閾値管理部１４５は、呼損率監視部１５２によって算出されたハンドオーバ呼の呼
損率が第１の所定値以上である場合には、バッファ１４６内の干渉量閾値を減少させ、第
２の所定値（但し第２の所定値＜第１の所定値）以下である場合には、バッファ１４６内
の干渉量閾値を増加させる。
【００６１】
同様に、呼受付閾値管理部１４５は、呼損率監視部１５２によって算出されたハンドオー
バ呼の呼損率が第３の所定値以上である場合には、バッファ１４６内の送信電力閾値を減
少させ、第４の所定値（但し第４の所定値＜第３の所定値）以下である場合には、バッフ
ァ１４６内の送信電力閾値を増加させる。また、呼受付閾値管理部１４５は、呼損率監視
部１５２によって算出されたハンドオーバ呼の呼損率が第５の所定値以上である場合には
、バッファ１４６内の拡散コード閾値を増加させ、第６の所定値（但し第６の所定値＜第
５の所定値）以下である場合には、バッファ１４６内の拡散コード閾値を減少させる。
【００６２】
トラヒック監視部１５４は、各無線基地局１０１～１０３毎の通信の負荷を監視し、呼受
付閾値管理部１４５へ出力する。ここで通信の負荷は、無線基地局における呼数と、その
呼の伝送速度及び送信電力とによって定められる。
【００６３】
呼受付閾値管理部１４５は、所定の無線基地局に着目し、その所定の無線基地局によって
形成されるセルの周辺のセルを形成する無線基地局における通信負荷が第７の所定値以上
である場合には、その所定の無線基地局に対応する干渉量閾値を減少させ、第８の所定値
（但し第８の所定値＜第７の所定値）以下である場合には、その所定の無線基地局に対応
する干渉量閾値を増加させる。
【００６４】
同様に、呼受付閾値管理部１４５は、所定の無線基地局によって形成されるセルの周辺の
セルを形成する無線基地局における通信負荷が第９の所定値以上である場合には、その所
定の無線基地局に対応する送信電力閾値を減少させ、第１０の所定値（但し第１０の所定
値＜第９の所定値）以下である場合には、その所定の無線基地局に対応する送信電力閾値
を増加させる。また、呼受付閾値管理部１４５は、所定の無線基地局によって形成される
セルの周辺のセルを形成する無線基地局における通信負荷が第１１の所定値以上である場
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合には、その所定の無線基地局に対応する拡散コード閾値を増加させ、第１２の所定値（
但し第１２の所定値＜第１１の所定値）以下である場合には、その所定の無線基地局に対
応する拡散コード閾値を減少させる。
【００６５】
次にフローチャートを用いて呼受付制御装置１４０の動作を説明する。図３は、新規呼に
対する呼受付要求があった場合の呼受付制御装置の動作の一例を示すフローチャートであ
る。
【００６６】
呼受付制御装置１４０内の呼受付可否判定部１４７は、呼受付要求が入力されると、その
呼受付要求に含まれる種別情報により、新規呼に対する呼受付要求であるかハンドオーバ
呼に対する呼受付要求であるかを認識する。
【００６７】
呼受付要求が新規呼に対するものである場合には（ステップ１０１）、呼受付可否判定部
１４７は、上り干渉量検出部１４２によって検出された上り干渉量のうち、呼受付要求に
含まれる無線基地局識別情報が付加された上り干渉量を干渉量推定部１４９へ出力する。
干渉量推定部１４９は、呼受付可否判定部１４７からの上り干渉量に基づいて、呼受付要
求を認め、呼を受け付けた場合における上り干渉量を推定し、その推定した上り干渉量を
呼受付可否判定部１４７へ出力する（ステップ１０２）。
【００６８】
次に呼受付可否判定部１４７は、呼受付閾値管理部１４５から呼受付要求に含まれる無線
基地局識別情報が付加された干渉量閾値を読み出し、干渉量推定部１４９によって推定さ
れた上り干渉量が読み出した干渉量閾値以上であるか否かを判定する（ステップ１０３）
。
【００６９】
推定された上り干渉量が読み出した干渉量閾値以上である場合には、呼受付可否判定部１
４７は、呼受付要求を認めずに呼損とする（ステップ１０８）。一方、推定された上り干
渉量が読み出した干渉量閾値より小さい場合には、呼受付可否判定部１４７は、下り送信
電力検出部１４３によって検出された下り総送信電力のうち、呼受付要求に含まれる無線
基地局識別情報が付加された下り総送信電力を抽出して送信電力推定部１５０へ出力する
。送信電力推定部１５０は、呼受付可否判定部１４７からの下り総送信電力に基づいて、
呼受付要求を認め、呼を受け付けた場合における下り総送信電力を推定し、その推定した
下り総送信電力を呼受付可否判定部１４７へ出力する（ステップ１０４）。
【００７０】
次に呼受付可否判定部１４７は、呼受付閾値管理部１４５から呼受付要求に含まれる無線
基地局識別情報が付加された送信電力閾値を読み出し、送信電力推定部１５０によって推
定された下り総送信電力が送信電力閾値以上であるか否かを判定する（ステップ１０５）
。
【００７１】
推定された下り総送信電力が送信電力閾値以上である場合には、呼受付可否判定部１４７
は、呼受付要求を認めずに呼損とする（ステップ１０８）。一方、推定された下り総送信
電力が送信電力閾値より小さい場合には、呼受付可否判定部１４７は、呼受付閾値管理部
１４５から呼受付要求に含まれる無線基地局識別情報が付加された拡散コード閾値を読み
出すとともに、呼受付要求に含まれる無線基地局識別情報で特定される無線基地局によっ
て生成されるセルにおける拡散コード資源使用状況を拡散コード管理部１４４に問い合わ
せ、そのセルにおいて使用されていない残りの拡散コード資源が拡散コード閾値以下であ
るか否かを判定する（ステップ１０６）。
【００７２】
使用されていない残りの拡散コード資源が拡散コード閾値以下である場合には、呼受付可
否判定部１４７は、呼受付要求を認めずに呼損とする（ステップ１０７）。一方、使用さ
れていない残りの拡散コード資源が拡散コード閾値より大きい場合には、呼受付可否判定
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部１４７は、呼受付要求を認め、その呼受付要求に含まれる移動局識別情報及び無線基地
局識別情報を呼接続処理部１５１へ出力する。呼接続処理部１５１は、これら移動局識別
情報及び無線基地局識別情報に基づいて、呼接続に必要な各種処理を行う（ステップ１０
７）。
【００７３】
図４は、ハンドオーバ呼に対する呼受付要求があった場合の呼受付制御装置の動作の一例
を示すフローチャートである。
【００７４】
呼受付制御装置１４０内の呼受付可否判定部１４７は、呼受付要求が入力されると、その
呼受付要求に含まれる種別情報により、新規呼に対する呼受付要求であるかハンドオーバ
呼に対する呼受付要求であるかを認識する。
【００７５】
呼受付要求がハンドオーバ呼に対するものである場合には（ステップ２０１）、呼受付可
否判定部１４７は、バッファ１４８にフラグ「１」が記録されているか否かを判定し、記
録されている場合には、その消去を行う（ステップ２０２）。
【００７６】
次に呼受付可否判定部１４７は、上り干渉量検出部１４２によって検出された上り干渉量
のうち、呼受付要求に含まれる無線基地局識別情報が付加された上り干渉量を抽出して干
渉量推定部１４９へ出力する。干渉量推定部１４９は、呼受付可否判定部１４７からの上
り干渉量に基づいて、呼受付要求を認め、呼を受け付けた場合における上り干渉量を推定
し、その推定した上り干渉量を呼受付可否判定部１４７へ出力する（ステップ２０３）。
【００７７】
次に呼受付可否判定部１４７は、干渉量推定部１４９によって推定された上り干渉量が通
信可能な最大の干渉量に達したか否かを判定する（ステップ２０４）。推定された上り干
渉量が通信可能な最大の干渉量に達した場合には、呼受付可否判定部１４７は、バッファ
１４８にフラグ「１」を記録する（ステップ２０５）。
【００７８】
ステップ２０４において、推定された上り干渉量が通信可能な最大の干渉量に達していな
いと判定された場合、あるいは、ステップ２０５においてバッファ１４８にフラグ「１」
が記録された場合、呼受付閾値管理部１４５は、バッファ１４６内の干渉量閾値を更新す
る（ステップ２０６）。具体的な動作については後述する。
【００７９】
次に呼受付可否判定部１４７は、下り送信電力検出部１４３によって検出された下り総送
信電力のうち、呼受付要求に含まれる無線基地局識別情報が付加された下り総送信電力を
抽出して送信電力推定部１５０へ出力する。送信電力推定部１５０は、呼受付可否判定部
１４７からの下り総送信電力に基づいて、呼受付要求を認め、呼を受け付けた場合におけ
る下り総送信電力を推定し、その推定した下り総送信電力を呼受付可否判定部１４７へ出
力する（ステップ２０７）。
【００８０】
次に呼受付可否判定部１４７は、干渉量推定部１４９によって推定された下り総送信電力
が呼受付要求に含まれる無線基地局識別情報で特定される無線基地局の最大送信電力に達
したか否かを判定する（ステップ２０８）。
【００８１】
推定された下り総送信電力が無線基地局の最大送信電力に達した場合には、呼受付可否判
定部１４７は、バッファ１４８にフラグ「１」を記録する（ステップ２０９）。
【００８２】
ステップ２０８において、推定された下り総送信電力が無線基地局の最大送信電力に達し
ていないと判定された場合、あるいは、ステップ２０９においてバッファ１４８にフラグ
「１」が記録された場合、呼受付閾値管理部１４５は、バッファ１４６内の送信電力閾値
を更新する（ステップ２１０）。
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【００８３】
次に呼受付可否判定部１４７は、呼受付要求に含まれる無線基地局識別情報で特定される
無線基地局によって生成されるセルにおける拡散コード資源使用状況を拡散コード管理部
１４４に問い合わせ、そのセルにおいて使用されていない残りの拡散コード資源があるか
否かを判定する（ステップ２１１）。使用されていない残りの拡散コード資源がない場合
には、呼受付可否判定部１４７は、内蔵するバッファ１４８にフラグ「１」を記録する（
ステップ２１２）。
【００８４】
ステップ２１１において、使用されていない残りの拡散コード資源があると判定された場
合、あるいは、ステップ２１２においてバッファ１４８にフラグ「１」が記録された場合
、呼受付閾値管理部１４５は、バッファ１４６内の拡散コード閾値を更新する（ステップ
２１３）。
【００８５】
次に呼受付可否判定部１４７は、バッファ１４８内にフラグ「１」が記録されているか否
かを判定する（ステップ２１４）。フラグ「１」が記録されていない場合には、呼受付可
否判定部１４７は、呼受付要求を認め、その呼受付要求に含まれる移動局識別情報及び無
線基地局識別情報を呼接続処理部１５１へ出力する。呼接続処理部１５１は、これら移動
局識別情報及び無線基地局識別情報に基づいて、呼接続に必要な各種処理を行う（ステッ
プ２１５）。一方、フラグ「１」が記録されている場合には、呼受付可否判定部１４７は
、呼受付要求を認めずに呼損とする（ステップ２１６）。
【００８６】
図５は、図４に示したステップ２０６における干渉量閾値を更新する場合の呼受付制御装
置の動作の一例を示すフローチャートである。呼受付制御装置１４０内の呼損率監視部１
５２は、呼受付要求に含まれる無線基地局識別情報で特定される無線基地局によって生成
されるセル内に生起されたハンドオーバ呼の呼損率を算出し、呼受付閾値管理部１４５へ
出力する。呼受付閾値管理部１４５は、呼損率監視部１５２によって算出されたハンドオ
ーバ呼の呼損率が第１の所定値以上であるか否かを判定する（ステップ３０１）。
【００８７】
ハンドオーバ呼の呼損率が第１の所定値以上である場合には、呼受付閾値管理部１４５は
、バッファ１４６内の干渉量閾値を減少させる（ステップ３０２）。一方、ハンドオーバ
呼の呼損率が第１の所定値より小さい場合には、呼受付閾値管理部１４５は、その呼損率
が第２の所定値以下であるか否かを判定する（ステップ３０３）。
【００８８】
ハンドオーバ呼の呼損率が第２の所定値以下である場合には、呼受付閾値管理部１４５は
、バッファ１４６内の干渉量閾値を増加させる（ステップ３０４）。一方、ハンドオーバ
呼の呼損率が第２の所定値より大きい場合には、呼受付閾値管理部１４５は、干渉量閾値
を更新せず、一連の処理を終了する。
【００８９】
なお、送信電力閾値を更新する場合にも図５に示したフローチャートと同様の動作を行え
ばよい。一方、拡散コード閾値を更新する場合には、ステップ３０２において拡散コード
閾値を増加させ、ステップ３０４において拡散コード閾値を減少させれば良い。
【００９０】
上述したように、本実施形態の移動通信システム１００では、呼受付制御装置１４０は、
新規呼を受付可能な上り干渉量の閾値（干渉量閾値）、下り総送信電力の閾値（送信電力
閾値）及び拡散コード資源の閾値（拡散コード閾値）を用意しておき、新規呼に対する呼
受付要求があった場合には、呼を受け付けた場合における推定した上り干渉量が干渉量閾
値以上、下り送信電力が送信電力閾値以上、あるいは、セル内において使用されていない
残りの拡散コード資源が拡散コード閾値以下であれば、呼受付要求を認めずに、呼損とす
る。即ち新規呼に対する呼受付要求については、ハンドオーバ呼に対する呼受付要求より
も、その呼受付要求を認めるための条件が厳格であるため、ハンドオーバ呼を新規呼に優
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先して受け付け、ハンドオーバ呼の呼損を抑制することができる。
【００９１】
また、本実施形態の移動通信システム１００では、呼受付制御装置１４０は、ハンドオー
バ呼の呼損率が大きい場合には、干渉量閾値及び送信電力閾値を減少させるとともに拡散
コード閾値を増加させ、ハンドオーバ呼の呼損率が小さい場合には、干渉量閾値及び送信
電力閾値を増加させるとともに拡散コード閾値を減少させる。このため、ハンドオーバ呼
が過剰に優先されることを防止し、新規呼についても呼損が発生することを抑制すること
ができる。
【００９２】
また、本実施形態の移動通信システム１００では、呼受付制御装置１４０は、所定の無線
基地局によって形成されるセルの周辺のセルを形成する無線基地局における通信負荷が大
きい場合には、その所定のセルに対応する干渉量閾値及び送信電力閾値を減少させるとと
もに拡散コード閾値を増加させ、通信負荷が小さい場合には、その所定の無線基地局に対
応する干渉量閾値及び送信電力閾値を増加させるとともに拡散コード閾値を減少させるた
め、ハンドオーバ呼になる可能性の高い呼を予め把握し、ハンドオーバ時にその呼が呼損
になることができる。
【００９３】
なお、上述した実施形態では、呼受付制御装置１４０は、基地局制御装置１２０に内蔵さ
れていたが、外部にあっても良い。また、上述した実施形態では、ハンドオーバ呼に対す
る呼受付要求が発生する毎に、呼受付閾値を更新する処理を行ったが、ハンドオーバ呼に
対する呼受付要求が複数回発生する毎に、その呼受付閾値を更新する処理を行うようにし
ても良い。更に、複数回のハンドオーバ呼に対する呼受付要求におけるハンドオーバ呼の
呼損率の平均値を算出し、この平均値に基づいて呼受付閾値を更新するようにしても良い
。また、所定時間毎に呼受付閾値を更新するようにしても良い。
【発明の効果】
上述の如く、本願発明は、セルを形成する複数の無線基地局と該セル内の移動局との間で
無線チャネルを介して通信を行う際に、セル内に生起される新規呼及びハンドオーバ呼の
受付を制御する場合に、無線基地局と通信を行う各移動局から当該無線基地局に向かう上
り方向の各無線チャネルにおける干渉量が当該移動通信システムにて限界とされる値に達
する前、無線基地局から各移動局に向かう下り方向の総送信電力が当該移動通信システム
にて限界とされる値に達する前、無線基地局において使用されていない残りの拡散コード
資源が無くなる前の少なくとも何れかの場合において、新規呼の受付を制限することによ
り、ハンドオーバ呼を新規呼に優先して受け付けることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】移動通信システムの構成例を示す図である。
【図２】呼受付制御装置を内蔵する基地局制御装置の構成例を示す図である。
【図３】新規呼に対する呼受付要求があった場合の呼受付制御装置の動作の一例を示すフ
ローチャートである。
【図４】ハンドオーバ呼に対する呼受付要求があった場合の呼受付制御装置の動作の一例
を示すフローチャートである。
【図５】干渉量閾値を更新する場合の呼受付制御装置の動作の一例を示すフローチャート
である。
【符号の説明】
１００　移動通信システム
１０１～１０３　無線基地局
１０４～１０６　セル
１１１～１１６　移動局
１２０　基地局制御装置
１３０　送受信制御装置
１４０　呼受付制御装置
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１４１　呼受付要求検出部
１４２　上り干渉量検出部
１４３　下り送信電力検出部
１４４　拡散コード管理部
１４５　呼受付閾値管理部
１４７　呼受付可否判定部
１４９　干渉量推定部
１５０　送信電力推定部
１５１　呼接続処理部
１５２　呼損率監視部
１６０　コアネットワーク
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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