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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の通信システムで動作する第１の無線基地局と、前記第１の通信システムとは異な
る第２の通信システムで動作する第２の無線基地局と、の配下に存在し、システム間ハン
ドオーバすることで前記第１の通信システムと前記第２の通信システムとを切り替えて無
線通信を行う無線端末装置であって、
　前記無線端末装置が現在接続している前記第１の無線基地局から前記第２の無線基地局
への接続変更を行うための第１の条件を満たすか否かを判断する第１の判断手段と、
　前記第２の無線基地局から前記第１の無線基地局への接続変更を行うための第２の条件
を満たしているか否かを判断する第２の判断手段と、
　前記第１の判断手段と、前記第２の判断手段と、の判断結果に応じて無線基地局の接続
変更を行う無線基地局変更手段と、
　を有し、
　前記無線基地局変更手段は、
　前記第１の条件を満たした状態で、前記第２の条件をも満たしていると判断した場合に
は、前記第１の無線基地局から前記第２の無線基地局への接続変更を行わないことを特徴
とする無線端末装置。
【請求項２】
　前記無線基地局変更手段は、
　前記第１の条件を満たした状態で、前記第２の条件を満たしていないと判断した場合に
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は、前記第１の無線基地局から前記第２の無線基地局への接続変更を行うことを特徴とす
る請求項１記載の無線端末装置。
【請求項３】
　前記第１の判断手段は、
　前記第１の条件を第１の所定時間の間満たすか否かを判断し、
　前記第２の判断手段は、
　前記第２の条件を第２の所定時間の間満たすか否かを判断することを特徴とする請求項
１または２記載の無線端末装置。
【請求項４】
　前記第１の条件は、
　第２の無線基地局の受信信号強度＞第１の無線基地局の受信信号強度＋ＦＤＤ-Ｑｏｆ
ｆｓｅｔ：であり、
　前記第２の条件は、
　第１の無線基地局の受信信号強度＞第２の無線基地局の受信信号強度＋Ｑｈｙｓｔ＋（
Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎ）：であることを特徴とする請求項１から３の何れか１項に記載の
無線端末装置。
【請求項５】
　前記第１の条件は、
　第２の無線基地局の受信信号強度＞第１の無線基地局の受信信号強度＋Ｑｈｙｓｔ＋（
Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎ）：であり、
　前記第２の条件は、
　第１の無線基地局の受信信号強度＞第２の無線基地局の受信信号強度＋ＦＤＤ-Ｑｏｆ
ｆｓｅｔ：であることを特徴とする請求項１から３の何れか１項に記載の無線端末装置。
【請求項６】
　前記第１の条件は、
　第２の無線基地局の受信信号強度＞第１の無線基地局の受信信号強度＋ＦＤＤ-Ｑｏｆ
ｆｓｅｔ＋α（但し、α：任意の値）：であり、
　前記第２の条件は、
　第１の無線基地局の受信信号強度＞第２の無線基地局の受信信号強度＋Ｑｈｙｓｔ＋（
Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎ）＋β（但し、β：任意の値）：であることを特徴とする請求項１
から３の何れか１項に記載の無線端末装置。
【請求項７】
　前記第１の条件は、
　第２の無線基地局の受信信号強度＞第１の無線基地局の受信信号強度＋Ｑｈｙｓｔ＋（
Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎ）＋β（但し、β：任意の値）：であり、
　前記第２の条件は、
　第１の無線基地局の受信信号強度＞第２の無線基地局の受信信号強度＋ＦＤＤ-Ｑｏｆ
ｆｓｅｔ＋α（但し、α：任意の値）：であることを特徴とする請求項１から３の何れか
１項に記載の無線端末装置。
【請求項８】
　前記第１の所定時間と、前記第２の所定時間と、の少なくとも１つの所定時間を設定す
る時間設定手段を有することを特徴とする請求項３から７の何れか１項に記載の無線端末
装置。
【請求項９】
　前記第１の判断手段と、前記第２の判断手段と、は、Inter-RAT Cell Re-selection発
生直後のみ行うことを特徴とする請求項１から８の何れか１項に記載の無線端末装置。
【請求項１０】
　第１の通信システムで動作する第１の無線基地局と、前記第１の通信システムとは異な
る第２の通信システムで動作する第２の無線基地局と、の配下に存在し、システム間ハン
ドオーバすることで前記第１の通信システムと前記第２の通信システムとを切り替えて無
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線通信を行う無線端末装置で行う無線基地局選択方法であって、
　前記無線端末装置が現在接続している前記第１の無線基地局から前記第２の無線基地局
への接続変更を行うための第１の条件を満たすか否かを判断する第１の判断工程と、
　前記第２の無線基地局から前記第１の無線基地局への接続変更を行うための第２の条件
を満たしているか否かを判断する第２の判断工程と、
　前記第１の判断工程と、前記第２の判断工程と、の判断結果に応じて無線基地局の接続
変更を行う無線基地局変更工程と、
　を、前記無線端末装置が行い、
　前記無線基地局変更工程は、
　前記第１の条件を満たした状態で、前記第２の条件をも満たしていると判断した場合に
は、前記第１の無線基地局から前記第２の無線基地局への接続変更を行わないことを特徴
とする無線基地局選択方法。
【請求項１１】
　第１の通信システムで動作する第１の無線基地局と、前記第１の通信システムとは異な
る第２の通信システムで動作する第２の無線基地局と、の配下に存在し、システム間ハン
ドオーバすることで前記第１の通信システムと前記第２の通信システムとを切り替えて無
線通信を行う無線端末装置において実行させる無線基地局選択プログラムであって、
　前記無線端末装置が現在接続している前記第１の無線基地局から前記第２の無線基地局
への接続変更を行うための第１の条件を満たすか否かを判断する第１の判断処理と、
　前記第２の無線基地局から前記第１の無線基地局への接続変更を行うための第２の条件
を満たしているか否かを判断する第２の判断処理と、
　前記第１の判断処理と、前記第２の判断処理と、の判断結果に応じて無基地局の接続変
更を行う無線基地局変更処理と、
　を、前記無線端末装置に実行させ、
　前記無線基地局変更処理は、
　前記第１の条件を満たした状態で、前記第２の条件をも満たしていると判断した場合に
は、前記第１の無線基地局から前記第２の無線基地局への接続変更を行わないことを特徴
とする無線基地局選択プログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の無線基地局の配下に存在する無線端末装置、その無線端末装置におい
て行う無線基地局選択方法及び無線基地局選択プログラムに関し、例えば、ＧＳＭ（Glob
al System for Mobile Communications）／ＧＰＲＳ（General Packet Radio Service）
方式などの第２世代通信方式（２Ｇ）と、ＷＣＤＭＡ（Wideband Code Division Multipl
e Access）通信方式やＵＭＴＳ（Universal Mobile Telecommunications System）通信方
式などの第３世代通信方式（３Ｇ）と、の２つの通信方式に対応した無線端末装置、その
無線端末装置において行う無線基地局選択方法及び無線基地局選択プログラムに関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ通信方式と、ＷＣＤＭＡ通信方式と、の２つの通信方式を搭載
したデュアルモード対応型の無線端末装置がある。このような２つの通信方式を搭載した
無線端末装置（ＳＴＡ）は、例えば、図１に示すように、２Ｇ基地局（Ａ）が構築する『
２Ｇセル』と、３Ｇ基地局（Ｂ）が構築する『３Ｇセル』と、の２つのセル内に位置して
いる場合には、その無線端末装置（ＳＴＡ）は、２Ｇ基地局（Ａ）と、３Ｇ基地局（Ｂ）
と、の２つの無線基地局（Ａ，Ｂ）との通信を行うことが可能となる。
【０００３】
　なお、無線端末装置（ＳＴＡ）は、図１に示すように、複数の無線基地局（Ａ，Ｂ）と
通信可能な状態に存在する場合には、その通信可能な複数の無線基地局（Ａ，Ｂ）の受信
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信号強度を測定し、その測定した受信信号強度の測定結果を基に、通信に適した無線基地
局を選択し、該選択した無線基地局と通信を行うことになる。
【０００４】
　まず、図１、図２を参照しながら、３ＧＰＰ（３rd Generation Partnership Project
）に準拠した無線端末装置（ＳＴＡ）が通信に適した無線基地局を選択し、その選択した
無線基地局と接続処理を行う際の処理動作について説明する。なお、図２において実線は
、無線端末装置（ＳＴＡ）が『待受基地局』として選択している基地局『待受セル』を示
し、点線は、無線端末装置（ＳＴＡ）が『周辺基地局』として選択している基地局『周辺
セル』を示す。
【０００５】
　なお、『待受基地局』とは、現時点において無線端末装置（ＳＴＡ）の接続先として選
択されている基地局を示し、『周辺基地局』とは、無線端末装置（ＳＴＡ）との通信が可
能な複数の基地局のうち、上述した『待受基地局』を除いた残りの各基地局を示す。
【０００６】
　また、無線端末装置（ＳＴＡ）は、図２に示す第１のタイミング（Ｔ１）以前は、２Ｇ
基地局（Ａ）を『待受基地局』として選択し、３Ｇ基地局（Ｂ）を『周辺基地局』として
選択しているものとする。
【０００７】
　まず、無線端末装置（ＳＴＡ）は、図２に示す第１のタイミング（Ｔ１）から所定時間
（例えば、５秒間）の間、以下の（式１）の条件を満たすと判断した場合に、無線端末装
置（ＳＴＡ）は、第２のタイミング（Ｔ２）の時点で、『待受基地局』として選択してい
る２Ｇ基地局（Ａ）から、『周辺基地局』として選択している３Ｇ基地局（Ｂ）への、In
ter-RAT Cell Re-selectionを開始する。なお、ここで開始するInter-RAT Cell Re-selec
tionとは、無線端末装置（ＳＴＡ）が接続先の基地局を、２Ｇ基地局（Ａ）から３Ｇ基地
局（Ｂ）に切り替えるための接続制御のことを言う。
【０００８】
　（３Ｇ周辺基地局の信号強度）＞（２Ｇ待受基地局の信号強度）＋FDD_Qoffset・・・
（式１）（但し、FDD_Qoffset：信号強度のオフセットを示すパラメータ）
【０００９】
　次に、無線端末装置（ＳＴＡ）は、３Ｇ基地局（Ｂ）の報知情報を受信した際に、３Ｇ
基地局（Ｂ）を『待受基地局』として選択することになる。
【００１０】
　次に、無線端末装置（ＳＴＡ）は、図２に示すように、第３のタイミング（Ｔ３）から
所定時間（例えば、Treselection秒間）の間、以下の（式２）の条件を満たすと判断した
場合に、無線端末装置（ＳＴＡ）は、第４のタイミング（Ｔ４）の時点で、『待受基地局
』として選択している３Ｇ基地局（Ｂ）から、『周辺基地局』として選択している２Ｇ基
地局（Ａ）への、Inter-RAT Cell Re-selectionを開始する。なお、ここで開始するInter
-RAT Cell Re-selectionとは、無線端末装置（ＳＴＡ）が接続先の基地局を、３Ｇ基地局
（Ｂ）から２Ｇ基地局（Ａ）に切り替えるための接続制御のことを言う。
【００１１】
　（２Ｇ周辺基地局の信号強度）＞（３Ｇ待受基地局の信号強度）＋Qhyst＋Qoffsets,n
・・・（式２）（但し、Qhyst、Qoffsets,n：信号強度のオフセットを示すパラメータ，T
reselection:時間量を示すパラメータ）
【００１２】
　次に、無線端末装置（ＳＴＡ）は、２Ｇ基地局（Ａ）の報知情報を受信した際に、２Ｇ
基地局（Ａ）を『待受基地局』として選択することになる。
【００１３】
　なお、上述した（式１）及び（式２）のパラメータについては、3GPP TS45.008、およ
び、25.304に開示されており、基地局（Ａ，Ｂ）からの報知情報として無線端末装置（Ｓ
ＴＡ）に通知されることになる。
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【００１４】
　このように、従来の無線端末装置（ＳＴＡ）は、通信可能な複数の基地局（Ａ，Ｂ）の
信号強度を測定し、その測定した信号強度の測定結果を基に、上述した（式１）または（
式２）の条件式を満たすか否かを判断し、その判断結果を基に、通信に適した基地局を選
択し、該選択した基地局と通信を行うことになる。
【００１５】
　なお、従来の無線端末装置（ＳＴＡ）は、その無線端末装置（ＳＴＡ）の位置する環境
条件によっては、上述した（式１）と（式２）との２つの条件式を同時に満たす場合があ
り、この場合には、無線端末装置（ＳＴＡ）は、上述した２つの基地局（Ａ，Ｂ）間でリ
セレクションを繰り返し行うことになる。
【００１６】
　例えば、無線端末装置（ＳＴＡ）は、２Ｇ基地局（Ａ）での待ち受け状態とし、無線端
末装置（ＳＴＡ）が受信している２Ｇ基地局（Ａ）の信号強度は、常に、６０ｄＢｍであ
り、３Ｇ基地局（Ｂ）の信号強度は、常に、８０ｄＢｍ、FDD_Qoffset＝２８ｄＢ，Qhyst
＝６ｄＢ，Qoffsets,n＝８ｄＢであると仮定する。
【００１７】
　この上記のパラメータを、２Ｇ基地局（Ａ）から３Ｇ基地局（Ｂ）へのリセレクション
条件となる上記の（式１）に代入すると、代入結果は、以下の（式３）となる。
【００１８】
　－８０ｄＢｍ＞（－６０ｄＢｍ）＋(－２８ｄＢ)＝－８８ｄＢｍ・・・（式３）
【００１９】
　この（式３）の代入結果から明らかなように、無線端末装置（ＳＴＡ）は、５秒間の間
、（式１）の条件を満たすと判断することになり、無線端末装置（ＳＴＡ）は、２Ｇ基地
局（Ａ）から３Ｇ基地局（Ｂ）へのリセレクションを行い、無線端末装置（ＳＴＡ）は、
３Ｇ基地局（Ｂ）での待ち受けを開始することになる。
【００２０】
　また、上記のパラメータを、３Ｇ基地局（Ｂ）から２Ｇ基地局（Ａ）へのリセレクショ
ン条件となる上記の（式２）に代入すると、代入結果は、以下の（式４）となる。
【００２１】
　－６０ｄＢｍ＞（－８０ｄＢｍ）＋（６ｄＢ）＋（８ｄＢ）＝－６６ｄＢｍ・・・（式
４）
【００２２】
　この（式４）の代入結果から明らかなように、無線端末装置（ＳＴＡ）は、Treselecti
on秒間の間、（式２）の条件を満たすと判断することになり、無線端末装置（ＳＴＡ）は
、再度、３Ｇ基地局（Ｂ）から２Ｇ基地局（Ａ）へのリセレクションを行うことになる。
【００２３】
　このように、従来の無線端末装置（ＳＴＡ）は、無線端末装置（ＳＴＡ）の位置する環
境条件によっては、（式１）と、（式２）と、の２つの条件式を満たすことになり、無線
端末装置（ＳＴＡ）は、２Ｇ基地局（Ａ）と、３Ｇ基地局（Ｂ）と、の間で、無駄な同一
セル間のリセレクションを繰り返し行うことになる。なお、この現象を、リセレクション
のピンポン現象と称す。
【００２４】
　なお、従来の無線端末装置（ＳＴＡ）は、ピンポン現象の発生を抑制させるために、上
述したFDD_Qoffset,Qhyst,Qoffsets,n等のオフセット値が設定されることになるが、あら
ゆる環境条件においてもピンポン現象の発生を抑制するためのオフセット値を設定するこ
とは困難であり、上述したFDD_Qoffset,Qhyst,Qoffsets,n等のオフセット値を設定するだ
けではピンポン現象が抑えられない環境条件が存在するのが現状である。
【００２５】
　なお、上述したリセレクション中は、無線端末装置（ＳＴＡ）は、通常のサービス（発
着呼）を行うことができないため、頻繁にリセレクションが発生すると、発着信率の低下
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を招くことになる。
【００２６】
　また、頻繁にリセレクションが発生すると、無線端末装置（ＳＴＡ）の電池を無駄に消
費してしまい、電池の使用時間に著しく影響を及ぼすことになる。
【００２７】
　このようなことから、複数の無線基地局の配下に存在する無線端末装置において、無駄
な無線基地局の接続変更を防止することが可能な制御方法を実現することが必要になる。
【００２８】
　なお、本発明より先に出願された技術文献として、複数のシステムが移動通信サービス
を提供するエリアで使用される移動通信端末装置において、前記複数のシステムの中から
第１のシステムを捕捉して第１の待ち受け状態に移行するシステム捕捉手段と、前記第１
の待ち受け状態において、前記第１のシステムが送信する信号の受信品質を検出し、この
検出された受信品質が第１の条件を満足しているか否かを判定する第１の判定手段と、前
記第１の判定手段により、前記検出された受信品質が第１の条件を満足していないと判定
された場合に、前記複数のシステムの中から、受信品質が第２の条件を満足する第２のシ
ステムを捕捉して第２の待ち受け状態に移行する第１のシステム再捕捉手段とを具備し、
待ち受け時において同一システム内で基地局間ハンドオフを行えない場合でも、受信品質
が劣化した状態を迅速に解消できるようにし、これにより発着信に伴う接続制御をより確
実に行えるようにして接続率の向上を図る移動通信端末装置が開示された文献がある（例
えば、特許文献１参照）。
【００２９】
　また、システム間ハンドオーバすることにより複数の無線通信システムを切替えて無線
通信を行う無線通信装置において、前記複数の無線通信システムについてシステム間ハン
ドオーバするときの通信品質に関する条件を決定する条件決定手段と、この条件決定手段
により決定された前記条件を記憶する記憶手段と、前記無線通信の通信品質を測定する通
信品質測定手段と、この通信品質測定手段による測定された前記通信品質と前記記憶手段
により記憶されている前記条件とに基づいてシステム間ハンドオーバするか否かを決定す
るシステム間ハンドオーバ決定手段と、このシステム間ハンドオーバ決定手段の決定に基
づいて、システム間でハンドオーバするシステム間ハンドオーバ手段とを備え、複数の無
線通信システムに対応したマルチモード端末で、端末側で優先して使いたい無線通信シス
テムをより長く使うことができるようにする無線通信装置が開示された文献がある（例え
ば、特許文献２参照）。
【００３０】
　また、複数の無線システムを提供し、各無線システムに位置登録の優先度を設定可能な
網上で通信を行う移動体通信システムにおいて、同一の通信機により行われる位置登録に
対し、一定時間内に優先度の高い第１の無線システム及び優先度の低い第２の無線システ
ムによる位置登録の繰り返し回数を検出する位置登録回数検出部と、位置登録が一定回数
繰り返された場合には、第１の無線システムによる位置登録を抑制するための抑制指示を
通信機に与え、抑制指示を与えた通信機から位置登録要求を受けたら抑制を解除する位置
登録抑制制御部と、から構成される移動交換機と、無線システムの優先度を保持する優先
度保持部と、位置登録の抑制指示を受けて、第２の無線システムの報知信号を受信し続け
ている状態で、かつ第１の無線システムの報知信号をあらたに受信した場合には一定時間
経過後に、第１の無線システムへの位置登録要求を行う位置登録要求制御部と、から構成
される移動通信機と、を有し、無線システム毎の優先度を考慮しつつ、かつ位置登録切り
替えのばたつきを抑制して、無線リソースを効率よく利用する移動体通信システムが開示
された文献がある（例えば、特許文献３参照）。
【特許文献１】特開２００３－１１６１６２号公報
【特許文献２】特開２００４－２９７４２６号公報
【特許文献３】特開２００５－１６７９４１号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【００３１】
　なお、上記特許文献１には、複数の無線通信システムに対応したマルチモード端末で、
端末側で優先して使いたい無線通信システムをより長く使うことができるようにする無線
通信装置について開示されているが、複数の無線基地局の配下に存在する無線端末装置に
おいて、無駄な無線基地局の接続変更を防止する点については何ら考慮されたものではな
い。
【００３２】
　また、上記特許文献２には、複数の無線通信システムに対応したマルチモード端末で、
端末側で優先して使いたい無線通信システムをより長く使うことができるようにする無線
通信装置について開示されているが、複数の無線基地局の配下に存在する無線端末装置に
おいて、無駄な無線基地局の接続変更を防止する点については何ら考慮されたものではな
い。
【００３３】
　また、上記特許文献３には、無線システム毎の優先度を考慮しつつ、かつ位置登録切り
替えのばたつきを抑制して、無線リソースを効率よく利用する移動体通信システムについ
て開示されているが、複数の無線基地局の配下に存在する無線端末装置において、無駄な
無線基地局の接続変更を防止する点については何ら考慮されたものではない。
【００３４】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、複数の無線基地局の配下に存在する無
線端末装置において、無駄な無線基地局の接続変更を防止することを可能とする無線端末
装置、無線基地局選択方法及び無線基地局選択プログラムを提供することを目的とするも
のである。
【課題を解決するための手段】
【００３５】
　かかる目的を達成するために、本発明は以下の特徴を有することとする。
【００３６】
　本発明にかかる無線端末装置は、
　第１の通信システムで動作する第１の無線基地局と、前記第１の通信システムとは異な
る第２の通信システムで動作する第２の無線基地局と、の配下に存在し、システム間ハン
ドオーバすることで前記第１の通信システムと前記第２の通信システムとを切り替えて無
線通信を行う無線端末装置であって、
　前記無線端末装置が現在接続している前記第１の無線基地局から前記第２の無線基地局
への接続変更を行うための第１の条件を満たすか否かを判断する第１の判断手段と、
　前記第２の無線基地局から前記第１の無線基地局への接続変更を行うための第２の条件
を満たしているか否かを判断する第２の判断手段と、
　前記第１の判断手段と、前記第２の判断手段と、の判断結果に応じて無線基地局の接続
変更を行う無線基地局変更手段と、
　を有し、
　前記無線基地局変更手段は、
　前記第１の条件を満たした状態で、前記第２の条件をも満たしていると判断した場合に
は、前記第１の無線基地局から前記第２の無線基地局への接続変更を行わないことを特徴
とする。
【００３７】
　本発明にかかる無線基地局選択方法は、
　第１の通信システムで動作する第１の無線基地局と、前記第１の通信システムとは異な
る第２の通信システムで動作する第２の無線基地局と、の配下に存在し、システム間ハン
ドオーバすることで前記第１の通信システムと前記第２の通信システムとを切り替えて無
線通信を行う無線端末装置で行う無線基地局選択方法であって、
　前記無線端末装置が現在接続している前記第１の無線基地局から前記第２の無線基地局
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への接続変更を行うための第１の条件を満たすか否かを判断する第１の判断工程と、
　前記第２の無線基地局から前記第１の無線基地局への接続変更を行うための第２の条件
を満たしているか否かを判断する第２の判断工程と、
　前記第１の判断工程と、前記第２の判断工程と、の判断結果に応じて無線基地局の接続
変更を行う無線基地局変更工程と、
　を、前記無線端末装置が行い、
　前記無線基地局変更工程は、
　前記第１の条件を満たした状態で、前記第２の条件をも満たしていると判断した場合に
は、前記第１の無線基地局から前記第２の無線基地局への接続変更を行わないことを特徴
とする。
【００３８】
　本発明にかかる無線基地局選択プログラムは、
　第１の通信システムで動作する第１の無線基地局と、前記第１の通信システムとは異な
る第２の通信システムで動作する第２の無線基地局と、の配下に存在し、システム間ハン
ドオーバすることで前記第１の通信システムと前記第２の通信システムとを切り替えて無
線通信を行う無線端末装置において実行させる無線基地局選択プログラムであって、
　前記無線端末装置が現在接続している前記第１の無線基地局から前記第２の無線基地局
への接続変更を行うための第１の条件を満たすか否かを判断する第１の判断処理と、
　前記第２の無線基地局から前記第１の無線基地局への接続変更を行うための第２の条件
を満たしているか否かを判断する第２の判断処理と、
　前記第１の判断処理と、前記第２の判断処理と、の判断結果に応じて無基地局の接続変
更を行う無線基地局変更処理と、
　を、前記無線端末装置に実行させ、
　前記無線基地局変更処理は、
　前記第１の条件を満たした状態で、前記第２の条件をも満たしていると判断した場合に
は、前記第１の無線基地局から前記第２の無線基地局への接続変更を行わないことを特徴
とする。
【発明の効果】
【００６３】
　本発明によれば、複数の無線基地局の配下に存在する無線端末装置において、無駄な無
線基地局の接続変更を防止することが可能となり、無線端末装置（ＳＴＡ）の発着信率の
低下を防止すると共に、無線端末装置（ＳＴＡ）の電池消費を抑制することが可能となる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６４】
　まず、図１を参照しながら、本実施形態における無線端末装置の特徴について説明する
。
【００６５】
　本実施形態における無線端末装置（ＳＴＡ）は、複数の無線基地局（Ａ，Ｂ）の配下に
存在する無線端末装置（ＳＴＡ）であり、無線端末装置（ＳＴＡ）が現在接続している第
１の無線基地局（ＡまたはＢ）から他の第２の無線基地局（ＢまたはＡ）への接続変更を
行うための第１の条件を満たすか否かを判断する第１の判断手段と、第２の無線基地局（
ＢまたはＡ）から第１の無線基地局（ＡまたはＢ）への接続変更を行うための第２の条件
を満たしているか否かを判断する第２の判断手段と、その第１の判断手段と、第２の判断
手段と、の判断結果に応じて無線基地局（Ａ，Ｂ）の接続変更を行う無線基地局変更手段
と、を有し、無線基地局（ＳＴＡ）は、第１の条件を満たした状態で、第２の条件をも満
たしていると判断した場合には、第１の無線基地局（ＡまたはＢ）から第２の無線基地局
（ＢまたはＡ）への接続変更を行わないことを特徴とするものである。
【００６６】
　これにより、無線端末装置（ＳＴＡ）は、例えば、第１の無線基地局（ＡまたはＢ）が
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無線端末装置（ＳＴＡ）と現在接続している無線基地局の場合に、第１の条件のみを判断
するのではなく、第２の条件をも判断し、第１の条件と第２の条件との２つの条件を同時
に満たす場合には、他の第２の無線基地局（ＢまたはＡ）に接続変更（リセレクション）
を行った後に、ピンポン現象が発生すると判断し、第１の無線基地局（ＡまたはＢ）から
他の第２の無線基地局（ＢまたはＡ）への接続変更（リセレクション）を行わず、第１の
無線基地局（ＡまたはＢ）との接続状態を維持することになる。従って、本実施形態の無
線端末装置（ＳＴＡ）は、リセレクションのピンポン現象を防止することが可能となり、
無線端末装置（ＳＴＡ）の発着信率の低下を防止すると共に、無線端末装置（ＳＴＡ）の
電池消費を抑制することが可能となる。以下、添付図面を参照しながら、本実施形態にお
ける無線端末装置について詳細に説明する。
【００６７】
　（第１の実施形態）
　まず、図３を参照しながら、本実施形態における無線端末装置（ＳＴＡ）の構成につい
て説明する。
【００６８】
　本実施形態における無線端末装置（ＳＴＡ）は、図３に示すように、アンテナ（１０１
）と、無線部（１０２）と、制御部（１０３）と、操作部（１０４）と、表示部（１０５
）と、記憶部（１０６）と、を有して構成される。
【００６９】
　無線部（１０２）は、アンテナ（１０１）を介して基地局と通信を行うものであり、本
実施形態では、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ通信方式と、ＵＭＴＳ（Universal Mobile Telecommuni
cations System）通信方式と、の２つの通信方式に対応したデュアルモード通信を行うこ
とになる。
【００７０】
　制御部（１０３）は、無線端末装置（ＳＴＡ）を統括して制御するものであり、ＧＳＭ
／ＧＰＲＳ通信方式と、ＵＭＴＳ通信方式と、の２つの通信方式に対応したデュアルモー
ド通信を行うように制御する。
【００７１】
　記憶部（１０６）は、無線端末装置（ＳＴＡ）における各種情報を格納するものである
。
【００７２】
　操作部（１０４）は、無線端末装置（ＳＴＡ）における各種制御を操作するものである
。
【００７３】
　表示部（１０５）は、無線端末装置（ＳＴＡ）における各種情報を表示するものである
。
【００７４】
　次に、図４、図５を参照しながら、本実施形態における無線端末装置（ＳＴＡ）におけ
る制御動作について説明する。
【００７５】
　なお、以下の処理動作は、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ通信方式と、ＵＭＴＳ通信方式と、の２つ
の通信方式に対応したデュアルモード通信方式の場合について説明する。
【００７６】
　（２Ｇ基地局Ａでの待ち受け状態時のリセレクション動作）
　まず、図４を参照しながら、無線端末装置（ＳＴＡ）が、２Ｇ基地局（Ａ）で通信を待
ち受けている状態の場合について説明する。
【００７７】
　まず、制御部（１０３）は、ページング受信と周辺セルの測定とを周期的に行う（ステ
ップＳ１）。次に、制御部（１０３）は、上記測定した測定結果を基に、５秒間の間、以
下の（式１）の条件を満たすか否かについて判断する（ステップＳ２）。
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【００７８】
　（３Ｇ周辺基地局の信号強度）＞（２Ｇ待受基地局の信号強度）＋FDD_Qoffset・・・
（式１）（但し、FDD_Qoffset：信号強度のオフセットを示すパラメータ）
【００７９】
　制御部（１０３）は、５秒間の間、上記（式１）の条件を満たさなかったと判断した場
合には（ステップＳ２／Ｎｏ）、ステップＳ１に戻り、ページング受信と周辺セルの測定
とを行うことになる。
【００８０】
　また、制御部（１０３）は、５秒間の間、上記（式１）の条件を満たしたと判断した場
合には（ステップＳ２／Ｙｅｓ）、制御部（１０３）は、上記測定した測定結果を基に、
Treselection秒間の間、以下の（式２）の条件を満たしているか否かを判断する（ステッ
プＳ３）。
【００８１】
　（２Ｇ待受基地局の信号強度）＞（３Ｇ周辺基地局の信号強度）＋Qhyst＋Qoffsets,n
・・・（式２）（但し、Qhyst、Qoffsets,n：信号強度のオフセットを示すパラメータ）
【００８２】
　制御部（１０３）は、Treselection秒間の間、上記（式２）の条件を満たしていたと判
断した場合には（ステップＳ３／Ｙｅｓ）、ステップＳ１に戻り、ページング受信と周辺
セルの測定とを行うことになる。
【００８３】
　また、制御部（１０３）は、Treselection秒間の間、上記（式２）の条件を満たしてい
なかったと判断した場合には（ステップＳ３／Ｎｏ）、制御部（１０３）は、３Ｇ周辺基
地局（Ｂ）へのリセレクションを行うことになる（ステップＳ４）。
【００８４】
　このように、本実施形態における無線端末装置（ＳＴＡ）は、２Ｇ基地局（Ａ）での待
ち受け状態において、上述した（式１）と（式２）との２つの条件式を満足するか否かを
判断し、上述した（式１）と（式２）との２つの条件式を満足すると判断した場合には、
３Ｇ周辺基地局（Ｂ）への接続変更を行わず、上述した（式１）の条件式のみを満足する
と判断した場合には、３Ｇ周辺基地局（Ｂ）への接続変更を行うことで、２Ｇ待受基地局
（Ａ）から３Ｇ周辺基地局（Ｂ）への接続変更を行い、３Ｇ周辺基地局（Ｂ）を待受基地
局とした後に、再度、３Ｇ待受基地局（Ｂ）から２Ｇ周辺基地局（Ａ）への接続変更が行
われることがないため、ピンポン現象の発生を未然に回避することが可能となる。
【００８５】
　従って、無線端末装置（ＳＴＡ）の発着信率の低下を防止すると共に、無線端末装置（
ＳＴＡ）の電池消費を抑制することが可能となる。
【００８６】
　（３Ｇ基地局Ｂでの待ち受け状態時のリセレクション動作）
　次に、図５を参照しながら、無線端末装置（ＳＴＡ）が、３Ｇ基地局（Ｂ）で通信を待
ち受けている状態の場合について説明する。
【００８７】
　まず、制御部（１０３）は、ページング受信と周辺セルの測定とを周期的に行う（ステ
ップＳ１１）。次に、制御部（１０３）は、Treselection秒間の間、以下の（式２）の条
件を満たすか否かについて判断する（ステップＳ１２）。
【００８８】
　（２Ｇ周辺基地局の信号強度）＞（３Ｇ待受基地局の信号強度）＋Qhyst＋Qoffsets,n
・・・（式２）（但し、Qhyst、Qoffsets,n：信号強度のオフセットを示すパラメータ）
【００８９】
　制御部（１０３）は、Treselection秒間の間、上記（式２）の条件を満たさなかったと
判断した場合には（ステップＳ１２／Ｎｏ）、ステップＳ１１に戻り、ページング受信と
周辺セルの測定とを行うことになる。
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【００９０】
　また、制御部（１０３）は、Treselection秒間の間、上記（式２）の条件を満たしたと
判断した場合には（ステップＳ１２／Ｙｅｓ）、制御部（１０３）は、５秒間の間、以下
の（式１）の条件を満たしているか否かを判断する（ステップＳ１３）。
【００９１】
　（３Ｇ待受基地局の信号強度）＞（２Ｇ周辺基地局の信号強度）＋FDD_Qoffset・・・
（式１）（但し、FDD_Qoffset：信号強度のオフセットを示すパラメータ）
【００９２】
　制御部（１０３）は、５秒間の間、上記（式１）の条件を満たしていたと判断した場合
には（ステップＳ１３／Ｙｅｓ）、ステップＳ１１に戻り、ページング受信と周辺セルの
測定とを行うことになる。
【００９３】
　また、制御部（１０３）は、５秒間の間、上記（式１）の条件を満たしていなかったと
判断した場合には（ステップＳ１３／Ｎｏ）、制御部（１０３）は、２Ｇ周辺基地局（Ａ
）へのリセレクションを行うことになる（ステップＳ１４）。
【００９４】
　このように、本実施形態における無線端末装置（ＳＴＡ）は、３Ｇ基地局（Ｂ）での待
ち受け状態において、上述した（式２）と（式１）との２つの条件式を満足するか否かを
判断し、上述した（式２）と（式１）との２つの条件式を満足すると判断した場合には、
２Ｇ周辺基地局（Ａ）への接続変更を行わず、上述した（式２）の条件式のみを満足する
と判断した場合には、２Ｇ周辺基地局（Ａ）への接続変更を行うことで、３Ｇ基地局（Ｂ
）から２Ｇ周辺基地局（Ａ）への接続変更を行い、２Ｇ周辺基地局（Ａ）を待受基地局と
した後に、再度、２Ｇ待受基地局（Ａ）から３Ｇ周辺基地局（Ｂ）への接続変更が行われ
ることがないため、ピンポン現象の発生を未然に回避することが可能となる。
【００９５】
　従って、無線端末装置（ＳＴＡ）の発着信率の低下を防止すると共に、無線端末装置（
ＳＴＡ）の電池消費を抑制することが可能となる。
【００９６】
　（第２の実施形態）
　次に、第２の実施形態について説明する。
【００９７】
　第２の実施形態における無線端末装置は、上述した第１の実施形態における２つの条件
式である（式１）と、（式２）と、を以下の（式５）と、（式６）と、の２つの条件式を
用いて基地局の接続変更を行うことを特徴とするものである。これにより、第１の実施形
態で使用した（式１）と（式２）との２つの条件式を変更して、基地局の接続変更を行う
ことが可能となる。
【００９８】
　例えば、上述した図４の処理動作で示した（式１）と（式２）との２つの条件式を、以
下のように（式５）と（式６）との２つの条件式を用いて基地局の接続変更を行うことが
可能である。
【００９９】
　（３Ｇ周辺基地局の信号強度）＞（２Ｇ待受基地局信号強度）＋FDD_Qoffset＋α（但
し、α：任意の値）・・・（式５）
【０１００】
　（２Ｇ待受基地局の信号強度）＞（３Ｇ周辺基地局の信号強度）＋Qhyst＋（Qoffsets,
n）＋β（但し、β：任意の値）・・・（式６）
【０１０１】
　また、上述した図５の処理動作で示した（式２）と（式１）との２つの条件式を、以下
のように（式６）と（式５）との２つの条件式を用いて基地局の接続変更を行うことが可
能である。
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【０１０２】
　（２Ｇ周辺基地局の信号強度）＞（３Ｇ待受基地局の信号強度）＋Qhyst＋（Qoffsets,
n）＋β（但し、β：任意の値）・・・（式６）
【０１０３】
　（３Ｇ待受基地局の信号強度）＞（２Ｇ周辺基地局信号強度）＋FDD_Qoffset＋α（但
し、α：任意の値）・・・（式５）
【０１０４】
　このように、無線端末装置（ＳＴＡ）は、上述した（式５）と（式６）との２つの条件
式を用いて基地局の接続変更を行うことで、ネットワークの値によらず、リセレクション
の条件を無線端末装置（ＳＴＡ）において任意の設定することが可能となる。例えば、２
Ｇ基地局（Ａ）の信号強度が３Ｇ基地局（Ｂ）の信号強度を１０ｄＢ以上下回った場合に
、３Ｇ基地局（Ｂ）にリセレクションを行うよう設定することが可能となる。なお、上記
の（式５）のα、及び、上記の（式６）のβは、無線端末装置（ＳＴＡ）の操作部（１０
４）から任意に設定変更することは可能である。
【０１０５】
　なお、上述する実施形態は、本発明の好適な実施形態であり、上記実施形態のみに本発
明の範囲を限定するものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更を
施した形態での実施が可能である。
【０１０６】
　例えば、上述した第１の実施形態における（式１）、（式５）を満たすか否かを判断す
る際の５秒間や、（式２）、（式６）を満たすか否かを判断する際のTreselection秒間は
、任意の値に設定変更するように構築することも可能である。
【０１０７】
　例えば、電界変動の少ない、静止環境では、上述した（式１）、（式２）、（式５）、
（式６）の条件式を満たすための時間を長く設定し、電界変動が激しい動的環境では、上
述した（式１）、（式２）、（式５）、（式６）の条件式を満たすための時間を短く設定
するように構築することも可能である。
【０１０８】
　また、上述した条件式を満たすか否かを判断する際の処理は、Inter-RAT Cell Re-sele
ction発生直後（例えば、１分間）のみ実施し、その後は、上述した処理を実施しないよ
うに構築することも可能である。
【０１０９】
　また、上述した実施形態においては、２Ｇ基地局（Ａ）と３Ｇ基地局（Ｂ）との接続変
更を例にして説明したが、基地局間の接続変更は、上述した接続変更に限定されるもので
はなく、別のシステム間での接続変更に適用することも可能である。例えば、２Ｇ基地局
（Ａ）と２Ｇ基地局（Ａ）とのリセレクションや、３Ｇ基地局（Ｂ）と３Ｇ基地局（Ｂ）
とのリセレクションにも適用可能であり、上述した実施形態と同様にピンポン現象を防止
することが可能となる。
【０１１０】
　また、上述した実施形態における無線端末装置（ＳＴＡ）の制御動作は、ハード構成で
はなく、コンピュータプログラム等のソフトウェアにより実行することも可能であり、ま
た、上記のプログラムは、光記録媒体、磁気記録媒体、光磁気記録媒体、または半導体等
の記録媒体に記録し、その記録媒体から上記プログラムを、無線通信可能な無線端末装置
（ＳＴＡ）に読み込ませることで、上述した制御動作を、無線端末装置（ＳＴＡ）におい
て実行させることも可能である。また、所定のネットワークを介して接続されている外部
機器から上記プログラムを無線端末装置（ＳＴＡ）に読み込ませることで、上述した制御
動作を、無線端末装置（ＳＴＡ）において実行させることも可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１１１】
　本発明にかかる無線端末装置、無線基地局選択方法及び無線基地局選択プログラムは、
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例えば、ＧＳＭ（Global System for Mobile Communications）／ＧＰＲＳ（General Pac
ket Radio Service）方式などの第２世代通信方式（２Ｇ）と、ＷＣＤＭＡ（Wideband Co
de Division Multiple Access）通信方式やＵＭＴＳ（Universal Mobile Telecommunicat
ions System）通信方式などの第３世代通信方式（３Ｇ）と、の２つの通信方式に対応し
た無線端末装置に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
【図１】本実施形態の無線通信システムのシステム構成を示す図である。
【図２】本実施形態の無線通信システムにおいて無線端末装置（ＳＴＡ）が接続先の無線
基地局（Ａ，Ｂ）を切り替える際の処理動作を示す図である。
【図３】本実施形態の無線端末装置（ＳＴＡ）の内部構成を示す図である。
【図４】本実施形態の無線端末装置（ＳＴＡ）が接続先の無線基地局を切り替える際の処
理動作を示す第１の図であり、２Ｇ基地局（Ａ）から３Ｇ基地局（Ｂ）へのリセレクショ
ンを行う際の処理動作を示す図である。
【図５】本実施形態の無線端末装置（ＳＴＡ）が接続先の無線基地局を切り替える際の処
理動作を示す第２の図であり、３Ｇ基地局（Ｂ）から２Ｇ基地局（Ａ）へのリセレクショ
ンを行う際の処理動作を示す図である。
【符号の説明】
【０１１３】
　Ａ　　２Ｇ基地局
　Ｂ　　３Ｇ基地局
　ＳＴＡ　　無線端末装置
　１０１　　アンテナ
　１０２　　無線部
　１０３　　制御部
　１０４　　操作部
　１０５　　表示部
　１０６　　記憶部
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