
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信システムにて移動局が通信に使用すべき周波数を選択するための周波数選択方
法において、
　前記移動局の通信に使用される可能性のある周波数の品質を測定し、
　前記測定した周波数の中から最良の品質の周波数と、該最良の品質の周波数との品質の
差が 所定範囲にある周波数とを選択候補として特定
し、
　前記特定した周波数の中から移動局が通信に使用すべき周波数をランダムに選択するこ
とを特徴とする移動局における周波数選択方法。
【請求項２】
　移動通信システムにて移動局が通信に使用すべき周波数を選択するための周波数選択方
法において、
　前記移動局の通信に使用される可能性のある周波数の品質を測定し、
　前記測定した周波数の中から所定の品質以上の周波数を選択候補として特定し、
　前記特定した周波数の中から移動局が通信に使用すべき周波数をランダムに選択するこ
とを特徴とする移動局における周波数選択方法。
【請求項３】
　移動通信システムにて移動局が通信に使用すべき周波数を選択するための周波数選択方
法において、
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　前記移動局の通信に使用される可能性のある周波数の品質を測定し、
　前記測定した周波数の中から所定の品質以上であり、且つ、最良の品質の周波数及び該
最良の品質の周波数との品質の差が 所定範囲にある
周波数を選択候補として特定し、
　前記特定した周波数の中から移動局が通信に使用すべき周波数をランダムに選択するこ
とを特徴とする移動局における周波数選択方法。
【請求項４】
　請求項２又は３に記載の移動局における周波数選択方法において、
　前記所定の品質は、周波数変更が不要な基準となる値であることを特徴とする移動局に
おける周波数選択方法。
【請求項５】
　移動通信システムにて移動局が通信に使用すべき周波数を選択するための周波数選択方
法において、
　前記移動局が過去に使用した周波数を記憶し、
　所定の条件下で、前記記憶した周波数以外の周波数を移動局が通信に使用すべき周波数
として選択することを特徴とする移動局における周波数選択方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の移動局における周波数選択方法において、
　周波数の選択回数が所定回に達した場合に、前記記憶した周波数を探索候補から外すこ
とを特徴とする移動局における周波数選択方法。
【請求項７】
　通信に使用する可能性のある周波数の品質を測定する品質測定手段と、
　前記品質測定手段により測定された周波数の中から最良の品質の周波数と、該最良の品
質の周波数との品質の差が 所定範囲にある周波数と
を選択候補として特定する選択候補特定手段と、
　前記選択候補特定手段により特定された周波数の中から通信に使用すべき周波数をラン
ダムに選択する周波数選択手段と、
　を備えることを特徴とする移動局。
【請求項８】
　通信に使用する可能性のある周波数の品質を測定する品質測定手段と、
　前記品質測定手段により測定された周波数の中から所定の品質以上の周波数を選択候補
として特定する選択候補特定手段と、
　前記選択候補特定手段により特定された周波数の中から通信に使用すべき周波数をラン
ダムに選択する周波数選択手段と、
　を備えることを特徴とする移動局。
【請求項９】
　通信に使用する可能性のある周波数の品質を測定する品質測定手段と、
　前記品質測定手段により測定された周波数の中から所定の品質以上であり、且つ、最良
の品質の周波数及び該最良の品質の周波数との品質の差が

所定範囲にある周波数を選択候補として特定する選択候補特定手段と、
　前記選択候補特定手段により特定された周波数の中から通信に使用すべき周波数をラン
ダムに選択する周波数選択手段と、
　を備えることを特徴とする移動局。
【請求項１０】
　請求項８又は９に記載の移動局において、
　前記所定の品質は、周波数変更が不要な基準となる値であることを特徴とする移動局。
【請求項１１】
　過去に使用した周波数を記憶する使用周波数記憶手段と、
　所定の条件下で、前記記憶された周波数以外の周波数を移動局が通信に使用すべき周波
数として選択する周波数選択手段と、
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　を備えることを特徴とする移動局。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の移動局において、
　前記周波数選択手段は、周波数の選択回数が所定回に達した場合に、前記記憶された周
波数を探索候補から外すことを特徴とする移動局。
【請求項１３】
　移動局の通信に使用される可能性のある周波数の品質を測定する手順と、
　前記測定した周波数の中から最良の品質の周波数と、該最良の品質の周波数との品質の
差が 所定範囲にある周波数とを選択候補として特定
する手順と、
　前記特定した周波数の中から移動局が通信に使用すべき周波数をランダムに選択する手
順と、
　を移動局に実行させるための周波数選択用プログラム。
【請求項１４】
　移動局の通信に使用される可能性のある周波数の品質を測定する手順と、
　前記測定した周波数の中から所定の品質以上の周波数を選択候補として特定する手順と
、
　前記特定した周波数の中から移動局が通信に使用すべき周波数をランダムに選択する手
順とを移動局に実行させるための周波数選択用プログラム。
【請求項１５】
　移動局の通信に使用される可能性のある周波数の品質を測定する手順と、
　前記測定した周波数の中から所定の品質以上であり、且つ、最良の品質の周波数及び該
最良の品質の周波数との品質の差が 所定範囲にある
周波数を選択候補として特定する手順と、
　前記特定した周波数の中から移動局が通信に使用すべき周波数をランダムに選択する手
順と、
　を移動局に実行させるための周波数選択用プログラム。
【請求項１６】
　請求項１４又は１５に記載の周波数選択用プログラムにおいて、
　前記所定の品質は、周波数変更が不要な基準となる値であることを特徴とする周波数選
択用プログラム。
【請求項１７】
　移動局が過去に使用した周波数を記憶する手順と、
　所定の条件下で、前記記憶した周波数以外の周波数を移動局が通信に使用すべき周波数
として選択する手順と、
　を移動局に実行させるための周波数選択用プログラム。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の周波数選択用プログラムにおいて、
　周波数の選択回数が所定回に達した場合に、前記記憶した周波数を探索候補から外す手
順を移動局に実行させるための周波数選択用プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、移動局及び基地局を有する移動通信システムにて移動局が通信に使用すべき周
波数を選択するための周波数選択方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、移動通信システムでは、移動局は、通信に使用する可能性のある複数の周波数を探
索し、その中から最良の品質を有する周波数を通信に利用する周波数として選択して待ち
受け状態に入る。基地局が複数の周波数の信号を同一の電力で送信するような運用が行わ
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れる移動通信システムでは、移動局がこれら複数の周波数の品質を測定した場合、送信側
である基地局及び受信側である移動局のアンテナの周波数特性や、時間的理由、場所的理
由、更には測定誤差等により、特定の周波数が他の周波数よりも品質が良いと判断される
ことがある。このため、移動局が品質の最も良い周波数を選択すると、その選択される周
波数に偏りが生じる。
【０００３】
また、第３世代の移動通信方式であるＩＭＴ－２０００（ International Mobile Telecom
municaitons 2000）では、移動局によって使用可能な周波数が３００程度も存在する。こ
のため、移動局が全ての周波数を探索したのでは、周波数選択して待ち受け状態に入るま
での時間がかかり、電池の消耗も大きくなる。このような問題の対策として、移動局は、
過去に使用した周波数を優先的に探索し（非特許文献１参照）、探索した周波数の中から
通信に使用する周波数を選択するという手法を採ることがある。しかし、この手法では、
移動局が周波数を選択する際に、偏りが生じないようにする考慮がなされていない。
【０００４】
【非特許文献１】
「３ＧＰＰ　ＴＳ　２５．３０４　Ｖ３．１０．０（２００２－０３）」、５．２．３　
Ｃｅｌｌ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　ｂ）ＳｔｏｒｅｄＩｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ　Ｃｅｌｌ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上述したように、移動局が選択する周波数に偏りが生じることは、移動局が周波数をでき
るだけ均等に選択することにより、移動通信システム全体における無線リソースの利用効
率を向上させるという観点からは、必ずしも適切な選択方法ではない。
【０００６】
本発明は、上記問題点を解決するものであり、その目的は、移動局が通信に利用する周波
数をできるだけ均等に選択することが可能な周波数選択方法を提供することにある。
【０００７】
【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、移動通信システム
にて移動局が通信に使用すべき周波数を選択するための周波数選択方法において、前記移
動局の通信に使用される可能性のある周波数の品質を測定し、前記測定した周波数の中か
ら最良の品質の周波数と、該最良の品質の周波数との品質の差が

所定範囲にある周波数とを選択候補として特定し、前記特定した周波数の中
から移動局が通信に使用すべき周波数をランダムに選択することを特徴とする。
【０００８】
このような周波数選択方法では、移動局は、最良の品質の周波数と、該最良の品質の周波
数との品質の差が所定範囲にある周波数とを選択候補としており、選択候補となる条件を
できるだけ少なくしている。このため、通信に使用される可能性のある全ての周波数を選
択候補とはしない一方で、できるだけ多くの周波数を選択候補とすることができる。更に
、移動局は、その選択候補の周波数の中から移動局が通信に使用すべき周波数をランダム
に選択しており、周波数をできるだけ均等に選択することが可能となる。
【０００９】
また、本発明は請求項２に記載されるように、移動通信システムにて移動局が通信に使用
すべき周波数を選択するための周波数選択方法において、前記移動局の通信に使用される
可能性のある周波数の品質を測定し、前記測定した周波数の中から所定の品質以上の周波
数を選択候補として特定し、前記特定した周波数の中から移動局が通信に使用すべき周波
数をランダムに選択することを特徴とする。
【００１０】
このような周波数選択方法では、移動局は、所定の品質以上の周波数を選択候補としてお
り、選択候補となる条件をできるだけ少なくしている。このため、請求項１に記載された
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発明と同様、通信に使用される可能性のある全ての周波数を選択候補とはしない一方で、
できるだけ多くの周波数を選択候補とすることができる。更に、移動局は、その選択候補
の周波数の中から移動局が通信に使用すべき周波数をランダムに選択しており、周波数を
できるだけ均等に選択することが可能となる。
【００１１】
　また、本発明は請求項３に記載されるように、移動通信システムにて移動局が通信に使
用すべき周波数を選択するための周波数選択方法において、前記移動局の通信に使用され
る可能性のある周波数の品質を測定し、前記測定した周波数の中から所定の品質以上であ
り、且つ、最良の品質の周波数及び該最良の品質の周波数との品質の差が

所定範囲にある周波数を選択候補として特定し、前記特定した周波
数の中から移動局が通信に使用すべき周波数をランダムに選択することを特徴とする。
【００１２】
このような周波数選択方法では、移動局は、所定の品質以上であり、且つ、最良の品質の
周波数及び該最良の品質の周波数との品質の差が所定範囲にある周波数を選択候補として
おり、選択候補となる条件をできるだけ少なくしている。このため、請求項１及び２に記
載された発明と同様、通信に使用される可能性のある全ての周波数を選択候補とはしない
一方で、できるだけ多くの周波数を選択候補とすることができる。更に、移動局は、その
選択候補の周波数の中から移動局が通信に使用すべき周波数をランダムに選択しており、
周波数をできるだけ均等に選択することが可能となる。
【００１３】
また、本発明は請求項４に記載されるように、請求項２又は３に記載の移動局における周
波数選択方法において、前記所定の品質は、周波数変更が不要な基準となる値であること
を特徴とする。
【００１４】
この場合には、移動局は、周波数変更が不要な基準となる値以上の品質を有する周波数を
選択するため、適切な周波数選択が可能となるとともに、頻繁に周波数が変更され、移動
局の処理に負荷がかかることを防止することができる。
【００１５】
また、本発明は請求項５に記載されるように、移動通信システムにて移動局が通信に使用
すべき周波数を選択するための周波数選択方法において、前記移動局が過去に使用した周
波数を記憶し、所定の条件下で、前記記憶した周波数以外の周波数を移動局が通信に使用
すべき周波数として選択することを特徴とする。
【００１６】
このような周波数選択方法では、過去に使用した周波数を探索候補から外すことにより、
周波数をできるだけ均等に選択することが可能となる。
【００１７】
また、本発明は請求項６に記載されるように、請求項５に記載の移動局における周波数選
択方法において、周波数の選択回数が所定回に達した場合に、前記記憶した周波数を探索
候補から外すことを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明は請求項７に記載されるように、通信に使用する可能性のある周波数の品
質を測定する品質測定手段と、前記品質測定手段により測定された周波数の中から最良の
品質の周波数と、該最良の品質の周波数との品質の差が

所定範囲にある周波数とを選択候補として特定する選択候補特定手段と、前記選択候
補特定手段により特定された周波数の中から通信に使用すべき周波数をランダムに選択す
る周波数選択手段とを備えることを特徴とする移動局である。
【００１９】
また、本発明は請求項８に記載されるように、通信に使用する可能性のある周波数の品質
を測定する品質測定手段と、前記品質測定手段により測定された周波数の中から所定の品
質以上の周波数を選択候補として特定する選択候補特定手段と、前記選択候補特定手段に
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より特定された周波数の中から通信に使用すべき周波数をランダムに選択する周波数選択
手段とを備えることを特徴とする移動局である。
【００２０】
　また、本発明は請求項９に記載されるように、通信に使用する可能性のある周波数の品
質を測定する品質測定手段と、前記品質測定手段により測定された周波数の中から所定の
品質以上であり、且つ、最良の品質の周波数及び該最良の品質の周波数との品質の差が

所定範囲にある周波数を選択候補として特定する選択
候補特定手段と、前記選択候補特定手段により特定された周波数の中から通信に使用すべ
き周波数をランダムに選択する周波数選択手段とを備えることを特徴とする移動局である
。
【００２１】
また、本発明は請求項１０に記載されるように、請求項８又は９に記載の移動局において
、前記所定の品質は、周波数変更が不要な基準となる値であることを特徴とする移動局で
ある。
【００２２】
また、本発明は請求項１１に記載されるように、過去に使用した周波数を記憶する使用周
波数記憶手段と、所定の条件下で、前記記憶された周波数以外の周波数を移動局が通信に
使用すべき周波数として選択する周波数選択手段とを備えることを特徴とする。
【００２３】
また、本発明は請求項１２に記載されるように、請求項１１に記載の移動局において、前
記周波数選択手段は、周波数の選択回数が所定回に達した場合に、前記記憶された周波数
を探索候補から外すことを特徴とする。
【００２４】
　また、本発明は請求項１３に記載されるように、移動局の通信に使用される可能性のあ
る周波数の品質を測定する手順と、前記測定した周波数の中から最良の品質の周波数と、
該最良の品質の周波数との品質の差が 所定範囲にあ
る周波数とを選択候補として特定する手順と、前記特定した周波数の中から移動局が通信
に使用すべき周波数をランダムに選択する手順とを移動局に実行させるための周波数選択
用プログラムである。
【００２５】
また、本発明は請求項１４に記載されるように、移動局の通信に使用される可能性のある
周波数の品質を測定する手順と、前記測定した周波数の中から所定の品質以上の周波数を
選択候補として特定する手順と、前記特定した周波数の中から移動局が通信に使用すべき
周波数をランダムに選択する手順とを移動局に実行させるための周波数選択用プログラム
である。
【００２６】
　また、本発明は請求項１５に記載されるように、移動局の通信に使用される可能性のあ
る周波数の品質を測定する手順と、前記測定した周波数の中から所定の品質以上であり、
且つ、最良の品質の周波数及び該最良の品質の周波数との品質の差が

所定範囲にある周波数を選択候補として特定する手順と、前記特定した
周波数の中から移動局が通信に使用すべき周波数をランダムに選択する手順とを移動局に
実行させるための周波数選択用プログラムである。
【００２７】
また、本発明は請求項１６に記載されるように、請求項１４又は１５に記載の周波数選択
用プログラムにおいて、前記所定の品質は、周波数変更が不要な基準となる値であること
を特徴とする周波数選択用プログラムである。
【００２８】
また、本発明は請求項１７に記載されるように、移動局が過去に使用した周波数を記憶す
る手順と、所定の条件下で、前記記憶した周波数以外の周波数を移動局が通信に使用すべ
き周波数として選択する手順とを移動局に実行させるための周波数選択用プログラムであ
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る。
。
【００２９】
また、本発明は請求項１７に記載されるように、請求項１７に記載の周波数選択用プログ
ラムにおいて、周波数の選択回数が所定回に達した場合に、前記記憶した周波数を探索候
補から外す手順を移動局に実行させるための周波数選択用プログラムである。
【００３０】
【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、本発明の実施形態に係る
周波数選択方法が適用される移動局の構成例である。同図に示す移動局１００は、通信に
使用可能な周波数の中から１つの周波数を選択し、当該周波数を用いて、図示しない移動
通信システム内の基地局との間で通信を行う。この移動局１００は、アンテナ１１０、送
受信部１２０、制御部１３０、記憶部１４０、音声処理部１５０、マイク１６０及びスピ
ーカ１７０を備える。
【００３１】
　送受信部１２０は、後述する周波数選択処理により得られた周波数を用いて基地局と無
線通信を行う。音声処理部１５０は、マイク１６０からの音声信号に対して、 通
信方式に沿った所定の処理（音声符号化処 ）を行い、その結果得られた音声信号を送
受信部１２０へ出力する。送受信部１２０は、この音声信号をアンテナ１１０を介して送
信する。また、音声処理部１５０は、送受信部１２０によって受信された音声信号に対し
て、 通信方式に沿った所定の処理 声復号処理等）を行う。その結果得られた
信号は、スピーカ１７０へ出力され、当該スピーカ１７０が音声出力を行う。
【００３２】
制御部１３０は、送受信部１２０及び音声処理部１５０を制御し、移動局１００における
通信を可能にする。また、制御部１３０は、品質測定機能１３２、選択候補特定機能１３
４及び周波数選択機能１３６を有し、これら各機能により、後述する周波数選択処理を行
い、更に待ち受け動作を行う。記憶部１４０は、通信に必要な情報（電話帳、各種定数等
）を格納するとともに、後述する周波数選択処理に必要な情報（周波数移行不要閾値、使
用周波数リスト等）を格納する。
【００３３】
以下、移動局１００における周波数選択処理を、第１実施例乃至第５実施例により説明す
る。
（第１実施例）
図２は、第１実施例における制御部１３０の動作を示すフローチャートである。移動局１
００の電源がオン状態になると（ステップ１０１）、制御部１３０は、測定候補を設定す
る（ステップ１０２）。測定候補とは、通信に使用される可能性のある周波数であり、制
御部１３０による周波数探索処理により得られるものである。周波数探索処理は、通信に
使用される可能性のある全ての周波数を対象にする場合と、通信に使用される可能性のあ
る全ての周波数のうち所定の規準で決められた周波数を対象とする場合とがある。
【００３４】
次に、制御部１３０は、設定した測定候補の品質を測定する（ステップ１０３）。図３は
、第１実施例における移動局１００の位置と周波数品質との対応を示す図である。同図に
おいて、基地局１は、周波数ｆＡの信号と周波数ｆＣの信号とを同一の電力で送信してい
る。また、基地局２は、周波数ｆＢの信号と周波数ｆＣの信号とを同一の電力で送信して
いる。移動局１００がＰ１の位置に存在する場合、当該移動局１００における周波数の品
質は、ｆＣ、ｆＡ、ｆＢ、ｆＤの順であり、その値は、例えば図４に示すものとなる。一
方、移動局１００がＰ２の位置に存在する場合、当該移動局１００における周波数の品質
は、ｆＣ、ｆＢ、ｆＡ、ｆＤの順であり、その値は、例えば図５に示すものとなる。
【００３５】
次に、制御部１３０は、品質を測定した周波数のうち、最良の品質を有する周波数と、そ
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の最良の品質を有する周波数との品質の差が所定範囲にある周波数とを、選択候補として
特定する（ステップ１０４）。所定範囲が３ｄＢｍである場合を例に考える。移動局１０
０が図３に示すＰ１の位置に存在し、その位置における周波数の品質が図４に示すもので
あった場合、制御部１３０は、－６０ｄＢｍの品質を有する周波数ｆＣを最良の品質の周
波数として認識する。更に、制御部１３０は、この周波数ｆＣとの品質の差が３ｄＢｍ以
内である周波数ｆＡを認識する。そして、制御部１３０は、これら周波数ｆＣ及び周波数
ｆＡを選択候補として特定する。
【００３６】
一方、移動局１００が図３に示すＰ２の位置に存在し、その位置における周波数の品質が
図５に示すものであった場合、制御部１３０は、－７０ｄＢｍの品質を有する周波数ｆＣ
を最良の品質の周波数として認識する。更に、制御部１３０は、この周波数ｆＣとの品質
の差が３ｄＢｍ以内である周波数ｆＡ、ｆＢ及びｆＤを認識する。そして、制御部１３０
は、これら周波数ｆＣと、周波数ｆＡ、ｆＢ及びｆＤとを選択候補として特定する。
【００３７】
制御部１３０は、このようにして選択候補を特定した後、これら選択候補の中から１つの
周波数をランダムに選択する（ステップ１０５）。上述したように、選択候補は、最良の
品質を有する周波数と、その最良の品質を有する周波数との品質の差が所定範囲にある周
波数であるため、何れの周波数が選択されても、通信の品質には、大きな相違はない。従
って、制御部１３０が選択候補の中から１つの周波数をランダムに選択しても問題はない
。
【００３８】
次に、制御部１３０は、選択した周波数によって基地局から送信される報知情報を受信し
、待ち受け動作を行う（ステップ１０６）。
【００３９】
このように、第１実施例では、移動局１００内の制御部１３０は、通信に使用される可能
性のある周波数の品質を測定し、これら測定した周波数の中から最良の品質の周波数と、
該最良の品質の周波数との品質の差が所定範囲にある周波数とを選択候補として特定した
上で、移動局１００が通信に使用すべき周波数をランダムに選択する。従って、通信に使
用される可能性のある全ての周波数を選択候補とはしない一方で、できるだけ多くの周波
数を選択候補とするとともに、周波数をできるだけ均等に選択することが可能となる。
（第２実施例）
図６は、第２実施例における制御部１３０の動作を示すフローチャートである。ステップ
２０１～２０３の動作は、図２におけるステップ１０１～１０３の動作と同様である。即
ち、移動局１００の電源がオン状態になると（ステップ２０１）、制御部１３０は、測定
候補を設定する（ステップ２０２）。更に、制御部１３０は、設定した測定候補の品質を
測定する（ステップ２０３）。
【００４０】
次に、制御部１３０は、品質を測定した周波数の中に、所定の品質基準よりも品質の良い
周波数が存在するか否かを判定する（ステップ２０４）。所定の品質基準よりも品質の良
い周波数が存在する場合、制御部１３０は、当該所定の品質基準よりも品質の良い周波数
を選択候補として特定する（ステップ２０５）。
【００４１】
図７は、移動局１００の位置と周波数品質との対応を示す図である。同図では、図３と同
様、基地局１は、周波数ｆＡの信号と周波数ｆＣの信号とを同一の電力で送信し、基地局
２は、周波数ｆＢの信号と周波数ｆＣの信号とを同一の電力で送信している。また、図８
は、移動局１００が図７のＰ１の位置に存在する場合の当該移動局１００における周波数
の品質を示し、図９は、移動局１００が図７のＰ２の位置に存在する場合の当該移動局１
００における周波数の品質を示す。なお、ここでは品質基準は－７５ｄＢｍであるものと
する。
【００４２】
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移動局１００が図７に示すＰ１の位置に存在する場合、基地局１からの周波数ｆＣ及びｆ
Ａは、品質基準を超える品質であり、基地局２からの周波数ｆＢ及びｆＤの品質は品質基
準以下である。従って、この場合、制御部１３０は、周波数ｆＣ及びｆＡを選択候補とし
て特定する。一方、移動局１００が図７に示すＰ２の位置に存在する場合、基地局１から
の周波数ｆＣ及びｆＡの品質と、基地局２からの周波数ｆＢ及びｆＤの品質とは、何れも
品質基準を超えている。従って、制御部１３０は、周波数ｆＡ、ｆＢ、ｆＣ及びｆＤを選
択候補として特定する。
【００４３】
次に、制御部１３０は、選択候補の中から１つの周波数をランダムに選択する（ステップ
２０６）。上述したように、選択候補は、品質基準よりも品質の良い周波数であるため、
何れの周波数が選択されても、通信の品質には問題がない。従って、制御部１３０が選択
候補の中から１つの周波数をランダムに選択しても問題はない。
【００４４】
一方、制御部１３０は、所定の品質基準よりも品質の良い周波数が存在しないと判断した
場合、品質を測定した周波数のうち、最良の品質の周波数を選択する（ステップ２０７）
。
【００４５】
次に、制御部１３０は、ステップ２０６又はステップ２０７において選択した周波数によ
って基地局から送信される報知情報を受信し、待ち受け動作を行う（ステップ２０８）。
【００４６】
このように、第２実施例では、移動局１００内の制御部１３０は、通信に使用される可能
性のある周波数の品質を測定し、これら測定した周波数の中から所定の品質基準よりも品
質の良い周波数を選択候補として特定した上で、移動局１００が通信に使用すべき周波数
をランダムに選択する。従って、通信に使用される可能性のある全ての周波数を選択候補
とはしない一方で、できるだけ多くの周波数を選択候補とするとともに、周波数をできる
だけ均等に選択することが可能となる。
（第３実施例）
図１０は、第３実施例における制御部１３０の動作を示すフローチャートである。ステッ
プ３０１～３０３の動作は、図２におけるステップ１０１～１０３の動作と同様である。
即ち、移動局１００の電源がオン状態になると（ステップ３０１）、制御部１３０は、測
定候補を設定する（ステップ３０２）。更に、制御部１３０は、設定した測定候補の品質
を測定する（ステップ３０３）。
【００４７】
次に、制御部１３０は、品質を測定した周波数の中に、所定の品質基準よりも品質の良い
周波数が存在するか否かを判定する（ステップ３０４）。所定の品質基準よりも品質の良
い周波数が存在する場合、制御部１３０は、当該所定の品質基準よりも品質が良く、且つ
、最良の品質を有する周波数及びその最良の品質を有する周波数との品質の差が所定範囲
にある周波数とを、選択候補として特定する（ステップ３０５）。
【００４８】
次に、制御部１３０は、選択候補の中から１つの周波数をランダムに選択する（ステップ
３０６）。上述したように、選択候補は、品質基準よりも品質が良く、且つ、最良の品質
を有する周波数及びその最良の品質を有する周波数であるため、何れの周波数が選択され
ても、通信の品質には問題がなく、相違も大きくない。従って、制御部１３０が選択候補
の中から１つの周波数をランダムに選択しても問題はない。
【００４９】
一方、制御部１３０は、所定の品質基準よりも品質の良い周波数が存在しないと判断した
場合、品質を測定した周波数のうち、最良の品質の周波数を選択する（ステップ３０７）
。
【００５０】
次に、制御部１３０は、ステップ３０６又はステップ３０７において選択した周波数によ
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って基地局から送信される報知情報を受信し、待ち受け動作を行う（ステップ３０８）。
【００５１】
このように、第３実施例では、移動局１００内の制御部１３０は、通信に使用される可能
性のある周波数の品質を測定し、これら測定した周波数の中から所定の品質基準よりも品
質が良く、且つ、最良の品質を有する周波数及びその最良の品質を有する周波数との品質
の差が所定範囲にある周波数を選択候補として特定した上で、移動局１００が通信に使用
すべき周波数をランダムに選択する。従って、通信に使用される可能性のある全ての周波
数を選択候補とはしない一方で、できるだけ多くの周波数を選択候補とするとともに、周
波数をできるだけ均等に選択することが可能となる。
（第４実施例）
図１１は、第４実施例における制御部１３０の動作を示すフローチャートである。移動局
１００の電源がオン状態になると（ステップ４０１）、制御部１３０は、記憶部１４０に
周波数移行不要閾値が格納されているか否かを判定する（ステップ４０２）。周波数移行
不要閾値は、移動局１００がハンドオーバ処理を行う必要のない周波数の品質の最低値を
示す。即ち、移動局１００が通信に用いている周波数の品質が周波数移行不要閾値以上で
あれば、ハンドオーバ処理を行う必要がない。この周波数移行不要閾値は、以前に移動局
１００が通信を行っていた際に、基地局から送信される報知情報に含まれているものであ
る。
【００５２】
制御部１３０は、記憶部１４０に周波数移行不要閾値が格納されている場合、その周波数
移行不要閾値を品質基準として設定する（ステップ４０３）。一方、制御部１３０は、記
憶部１４０に周波数移行不要閾値が格納されていない場合には、予め設定されている品質
基準をそのまま用いる。
【００５３】
以降のステップ４０４～ステップ４１０の処理は、図１０におけるステップ３０２～ステ
ップ３０８の処理と同様である。即ち、制御部１３０は、測定候補を設定し（ステップ４
０４）、その設定した測定候補の品質を測定する（ステップ４０５）。
【００５４】
更に、制御部１３０は、品質を測定した周波数の中に、所定の品質基準よりも品質の良い
周波数が存在するか否かを判定する（ステップ４０６）。所定の品質基準よりも品質の良
い周波数が存在する場合、制御部１３０は、当該所定の品質基準よりも品質が良く、且つ
、最良の品質を有する周波数及びその最良の品質を有する周波数との品質の差が所定範囲
にある周波数とを、選択候補として特定する（ステップ４０７）。次に、制御部１３０は
、選択候補の中から１つの周波数をランダムに選択する（ステップ４０８）。一方、制御
部１３０は、所定の品質基準よりも品質の良い周波数が存在しないと判断した場合、品質
を測定した周波数のうち、最良の品質の周波数を選択する（ステップ４０９）。
【００５５】
次に、制御部１３０は、ステップ４０８又はステップ４０９において選択した周波数によ
って基地局から送信される報知情報を受信し、待ち受け動作を行う（ステップ４１０）。
【００５６】
そして、制御部１３０は、報知情報に周波数移行不要閾値が含まれている場合には、その
周波数移行不要閾値を記憶部１４０に格納する（ステップ４１１）。
【００５７】
このように、第４実施例では、第３実施例と同様、移動局１００内の制御部１３０は、通
信に使用される可能性のある周波数の品質を測定し、これら測定した周波数の中から所定
の品質基準よりも品質が良く、且つ、最良の品質を有する周波数及びその最良の品質を有
する周波数との品質の差が所定範囲にある周波数を選択候補として特定した上で、移動局
１００が通信に使用すべき周波数をランダムに選択する。従って、通信に使用される可能
性のある全ての周波数を選択候補とはしない一方で、できるだけ多くの周波数を選択候補
とするとともに、周波数をできるだけ均等に選択することが可能となる。
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【００５８】
また、第４実施例では、制御部１３０は、周波数移行不要閾値よりも品質の良い周波数を
選択するため、頻繁に周波数が変更され、移動局１００の処理に負荷がかかることを防止
することができる。
（第５実施例）
図１２は、第５実施例における制御部１３０の動作を示すフローチャートである。移動局
１００の電源がオン状態になると（ステップ５０１）、制御部１３０は、過去に移動局１
００が使用した周波数が記憶部１４０に格納されているか否かを判定する（ステップ５０
２）。過去に移動局１００が使用した各周波数は、例えば使用周波数リストとして記憶部
１４０に格納される。過去に移動局１００が使用した周波数が記憶部１４０に記憶されて
いる場合、制御部１３０は、これらの周波数を探索候補として設定する（ステップ５０３
）。
【００５９】
次に制御部１３０は、内蔵するカウンタ（図示せず）の値を１増加させ（ステップ５０４
）、更にそのカウンタの値が所定値の整数倍であるか否かを判定する（ステップ５０５）
。カウンタの値が所定値の整数倍である場合、制御部１３０は、記憶部１４０に記憶され
た全ての周波数、即ち、過去に使用した全ての周波数を探索候補から外す（ステップ５０
６）。カウンタの値が所定値の整数倍でない場合には、制御部１３０は、この動作を行わ
ない。
【００６０】
更に制御部１３０は、探索候補の周波数について探索を行い（ステップ５０７）、周波数
を発見したか否かを判定する（ステップ５０８）。制御部１３０は、周波数を発見した場
合には、その発見した周波数によって基地局から送信される報知情報を受信し、待ち受け
動作を行う（ステップ５１７）。
【００６１】
一方、制御部１３０は、ステップ５０８において周波数を発見しなかったと判断した場合
、使用可能な全ての周波数を探索候補として設定する（ステップ５０９）。更に制御部１
３０は、内蔵するカウンタの値が所定値の整数倍であるか否かを判定する（ステップ５１
０）。カウンタの値が所定値の整数倍である場合、制御部１３０は、記憶部１４０に記憶
された全ての周波数を探索候補から外す（ステップ５１１）。カウンタの値が所定値の整
数倍でない場合には、制御部１３０は、この動作を行わない。
【００６２】
更に制御部１３０は、探索候補の周波数について探索を行い（ステップ５１２）、周波数
を発見したか否かを判定する（ステップ５１３）。制御部１３０は、周波数を発見した場
合には、その発見した周波数によって基地局から送信される報知情報を受信し、待ち受け
動作を行う（ステップ５１７）。また、制御部１３０は、周波数を発見しなかった場合に
は、過去に移動局１００が使用した周波数が記憶部１４０に格納されているか否かの判定
（ステップ５０２）以降の動作を繰り返す。
【００６３】
また、制御部１３０は、ステップ５０２において過去に移動局１００が使用した周波数が
記憶部１４０に格納されていないと判断した場合、使用可能な全ての周波数を探索候補と
して設定する（ステップ５１４）。更に制御部１３０は、探索候補の周波数について探索
を行い（ステップ５１５）、周波数を発見したか否かを判定する（ステップ５１６）。制
御部１３０は、周波数を発見した場合には、その発見した周波数によって基地局から送信
される報知情報を受信し、待ち受け動作を行う（ステップ５１７）。また、制御部１３０
は、周波数を発見しなかった場合には、過去に移動局１００が使用した周波数が記憶部１
４０に格納されているか否かの判定（ステップ５０２）以降の動作を繰り返す。
【００６４】
なお、制御部１３０は、ステップ５０８、５１３又は５１６において複数の周波数が発見
されたと判断した場合には、ステップ５１７において、これら発見された複数の周波数を
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選択候補とし、当該選択候補の中から１つの周波数をランダムに選択する。
【００６５】
このように、第５実施例では、制御部１３０は、過去に使用した周波数については探索候
補から外しており、周波数をできるだけ均等に選択することが可能となる。特に、第５実
施例では、制御部１３０は、周波数の選択回数が所定値の整数倍になる毎に、過去に使用
した周波数を探索候補から外しており、常に探索候補から外すのではない。このため、過
去に移動局１００が使用した周波数の中で最も品質が良いと予想される、直前に移動局１
００が使用した周波数についても、選択する可能性は担保される。従って、制御部１３０
は、直前に使用した周波数を探索候補から外しつつも、通信の品質を確保することが可能
である。
【００６６】
なお、上述した第１乃至第５実施例では、何れも移動局１００の電源がオン状態になった
場合における動作を説明したが、移動局１００が移動通信システムのサービスエリア外か
らサービスエリア内へ移動した場合にも、同様の動作が行われる。
【００６７】
【発明の効果】
上述の如く、本願発明によれば、移動局が通信に利用する周波数をできるだけ均等に選択
することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】移動局の構成例を示す図である。
【図２】第１実施例における制御部の動作を示すフローチャートである
【図３】第１実施例における移動局の位置と周波数品質との対応を示す図である。
【図４】図３の位置Ｐ１における周波数品質を示す図である。
【図５】図３の位置Ｐ２における周波数品質を示す図である。
【図６】第２実施例における制御部の動作を示すフローチャートである
【図７】第２実施例における移動局の位置と周波数品質との対応を示す図である。
【図８】図７の位置Ｐ１における周波数品質を示す図である。
【図９】図７の位置Ｐ２における周波数品質を示す図である。
【図１０】第３実施例における制御部の動作を示すフローチャートである
【図１１】第４実施例における制御部の動作を示すフローチャートである
【図１２】第５実施例における制御部の動作を示すフローチャートである
【符号の説明】
１００　移動局
１１０　アンテナ
１２０　送受信部
１３０　制御部
１３２　品質測定機能
１３４　選択候補特定機能
１３６　周波数選択機能
１４０　記憶部
１５０　音声処理部
１６０　マイク
１７０　スピーカ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

(13) JP 3647837 B2 2005.5.18



【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】
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