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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ
）対応の複数の第１のセルと、前記第１のセルと同一セクタの異周波に設けられたＨＳＤ
ＰＡ未サポートの複数の第２のセルとが配置された基地局装置と、
　前記基地局装置を介して受信する移動局からのＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ）コネクションリクエストを検証して当該移動局が前記ＨＳＤＰＡ対応
の移動局かどうかを判定する判定手段と、前記ＨＳＤＰＡ対応の移動局と判定した時に前
記第１のセルでＨＳＤＰＡの確立を行う手段とを含む基地局制御装置とからなり、
　前記第１のセルと同一セクタの異周波に前記第２のセルを配置した環境下で、前記第２
のセルのＨＣＳ　ＰＲＩＯ　ＩＥ（Ｈｉｅｒａｒｃｈｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｓｔｒｕｃｔ
ｕｒｅ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）を高く設定する
ことで、前記移動局がＲＲＣコネクションリクエストを前記第２のセルへ送信するように
し、
　前記判定手段が、前記移動局の現在のセルが前記第２のセルで、当該第２のセルに対し
て前記第１のセルが異周波の隣接セルにあり、前記ＲＲＣコネクションリクエスト内の「
Ａｃｃｅｓｓ　ｓｔｒａｔｕｍ　ｒｅｌｅａｓｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ」がＲＥＬ－５に
設定され、前記ＲＲＣコネクションリクエスト内の「Ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　ｃａ
ｕｓｅ」の値が“Ｏｒｉｇｉｎａｔｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｃａｌｌ”か、“
Ｏｒｉｇｉｎａｔｉｎｇ　Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ　Ｃａｌｌ”か、“Ｔｅｒｍｉｎａｔｉ
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ｎｇ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｃａｌｌ”か、“Ｔｅｒｍｉｎａｔｉｎｇ　Ｂａｃｋｇ
ｒｏｕｎｄ　Ｃａｌｌ”かのいずれかである場合に前記ＨＳＤＰＡを実行可能な移動局と
判断することを特徴とする移動通信システム。
【請求項２】
　ＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ
）対応の複数の第１のセルと、前記第１のセルと同一セクタの異周波に設けられたＨＳＤ
ＰＡ未サポートの第２のセルとが配置された基地局装置を介して受信する移動局からのＲ
ＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）コネクションリクエストを検証
して当該移動局が前記ＨＳＤＰＡ対応の移動局かどうかを判定する判定手段と、
　前記判定手段が前記ＨＳＤＰＡ対応の移動局と判定した時に前記第１のセルでＨＳＤＰ
Ａの確立を行う手段とを有し、
　前記第１のセルと同一セクタの異周波に前記第２のセルを配置した環境下で、前記第２
のセルのＨＣＳ　ＰＲＩＯ　ＩＥ（Ｈｉｅｒａｒｃｈｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｓｔｒｕｃｔ
ｕｒｅ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）を高く設定する
ことで、前記移動局がＲＲＣコネクションリクエストを前記第２のセルへ送信するように
し、
　前記判定手段が、前記移動局の現在のセルが前記第２のセルで、当該第２のセルに対し
て前記第１のセルが異周波の隣接セルにあり、前記ＲＲＣコネクションリクエスト内の「
Ａｃｃｅｓｓ　ｓｔｒａｔｕｍ　ｒｅｌｅａｓｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ」がＲＥＬ－５に
設定され、前記ＲＲＣコネクションリクエスト内の「Ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　ｃａ
ｕｓｅ」の値が“Ｏｒｉｇｉｎａｔｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｃａｌｌ”か、“
Ｏｒｉｇｉｎａｔｉｎｇ　Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ　Ｃａｌｌ”か、“Ｔｅｒｍｉｎａｔｉ
ｎｇ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｃａｌｌ”か、“Ｔｅｒｍｉｎａｔｉｎｇ　Ｂａｃｋｇ
ｒｏｕｎｄ　Ｃａｌｌ”かのいずれかである場合に前記ＨＳＤＰＡを実行可能な移動局と
判断することを特徴とする基地局制御装置。
【請求項３】
　基地局制御装置が、ＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋ
ｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）対応の第１のセルと、前記第１のセルと同一セクタの異周波に設け
られたＨＳＤＰＡ未サポートの第２のセルとが配置された基地局装置を介して受信する移
動局からのＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）コネクションリク
エストを検証して当該移動局が前記ＨＳＤＰＡ対応の移動局かどうかを判定する判定処理
と、前記ＨＳＤＰＡ対応の移動局と判定した時に前記第１のセルでＨＳＤＰＡの確立を行
う処理とを実行し、
　前記第１のセルと同一セクタの異周波に前記第２のセルを配置した環境下で、前記第２
のセルのＨＣＳ　ＰＲＩＯ　ＩＥ（Ｈｉｅｒａｒｃｈｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｓｔｒｕｃｔ
ｕｒｅ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）を高く設定する
ことで、前記移動局がＲＲＣコネクションリクエストを前記第２のセルへ送信するように
し、
　前記判定処理において、前記移動局の現在のセルが前記第２のセルで、当該第２のセル
に対して前記第１のセルが異周波の隣接セルにあり、前記ＲＲＣコネクションリクエスト
内の「Ａｃｃｅｓｓ　ｓｔｒａｔｕｍ　ｒｅｌｅａｓｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ」がＲＥＬ
－５に設定され、前記ＲＲＣコネクションリクエスト内の「Ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ
　ｃａｕｓｅ」の値が“Ｏｒｉｇｉｎａｔｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｃａｌｌ”
か、“Ｏｒｉｇｉｎａｔｉｎｇ　Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ　Ｃａｌｌ”か、“Ｔｅｒｍｉｎ
ａｔｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｃａｌｌ”か、“Ｔｅｒｍｉｎａｔｉｎｇ　Ｂａ
ｃｋｇｒｏｕｎｄ　Ｃａｌｌ”かのいずれかである場合に前記ＨＳＤＰＡを実行可能な移
動局と判断することを特徴とする移動局差別化方法。
【請求項４】
　基地局制御装置のコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　ＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ
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）対応の第１のセルと、前記第１のセルと同一セクタの異周波に設けられたＨＳＤＰＡ未
サポートの第２のセルとが配置された基地局装置を介して受信する移動局からのＲＲＣ（
Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）コネクションリクエストを検証して当
該移動局が前記ＨＳＤＰＡ対応の移動局かどうかを判定する判定処理と、前記ＨＳＤＰＡ
対応の移動局と判定した時に前記第１のセルでＨＳＤＰＡの確立を行う処理とを含み、
　前記第１のセルと同一セクタの異周波に前記第２のセルを配置した環境下で、前記第２
のセルのＨＣＳ　ＰＲＩＯ　ＩＥ（Ｈｉｅｒａｒｃｈｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｓｔｒｕｃｔ
ｕｒｅ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）を高く設定する
ことで、前記移動局がＲＲＣコネクションリクエストを前記第２のセルへ送信するように
し、
　前記判定処理において、前記移動局の現在のセルが前記第２のセルで、当該第２のセル
に対して前記第１のセルが異周波の隣接セルにあり、前記ＲＲＣコネクションリクエスト
内の「Ａｃｃｅｓｓ　ｓｔｒａｔｕｍ　ｒｅｌｅａｓｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ」がＲＥＬ
－５に設定され、前記ＲＲＣコネクションリクエスト内の「Ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ
　ｃａｕｓｅ」の値が“Ｏｒｉｇｉｎａｔｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｃａｌｌ”
か、“Ｏｒｉｇｉｎａｔｉｎｇ　Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ　Ｃａｌｌ”か、“Ｔｅｒｍｉｎ
ａｔｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｃａｌｌ”か、“Ｔｅｒｍｉｎａｔｉｎｇ　Ｂａ
ｃｋｇｒｏｕｎｄ　Ｃａｌｌ”かのいずれかである場合に前記ＨＳＤＰＡを実行可能な移
動局と判断させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は移動通信システム、基地局制御装置及びそれらに用いる移動局差別化方法並び
にそのプログラムに関し、特にＩＭＴ－２０００（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂ
ｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　２０００）システムでのＲｅｌｅａｓ
ｅ５対応の移動局（ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）とＲｅｌｅａｓｅ９９対応の
移動局との差別化に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＭＴ－２０００システムでは、ＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎ
ｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）方式での高速パケット通信が可能なＲｅｌｅａｓｅ５
対応の移動局と、ＨＳＤＰＡ方式での高速パケット通信に未対応のＲｅｌｅａｓｅ９９対
応の移動局とが混在する状況が考えられる。尚、上記以外にも、複数の移動通信方式が混
在する状況も考えられる（例えば、特許文献１参照）
【０００３】
　ここで、ＨＳＤＰＡ方式とは、８Ｍｂｐｓの下り高速パケット伝送を実現する方式であ
り。ＨＳ－ＤＳＣＨ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ－Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａ
ｎｎｅｌ）というチャネル（Ｃｈａｎｎｅｌ）を下りのトランスポートチャネル（Ｔｒａ
ｎｓｐｏｒｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）として使用している。
【０００４】
【特許文献１】特表２００４－５３３１４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した従来の移動通信システムでは、ＨＳＤＰＡ方式の場合、高速パケット伝送を実
現することができる反面、音声呼で使用されるトランスポートのＤｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌよりも多くの無線リソースを必要とする。そのため、同一セル内に複数の音
声呼等がすでに確立された状態では、無線リソース不足のため、ＨＳＤＰＡ方式でパケッ
ト伝送することができないという問題が発生することが考えられる。
【０００６】
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　つまり、従来の移動通信システムでは、上記のような環境の下において、ＨＳＤＰＡ方
式と音声呼等とが同一セル内に混在するため、音声呼に比べて、多くの無線リソースを必
要とするＨＳＤＰＡ方式が無線リソース不足によって確立することができない問題が発生
する。上記の特許文献１では、単にセル選択について記載されているだけであるので、こ
の問題を解決することはできない。
【０００７】
　そこで、本発明の目的は上記の問題点を解消し、ＨＳＤＰＡ方式と音声呼等とが同一セ
ル内に混在する環境において無線リソースの有効利用を図ることができる移動通信システ
ム、基地局制御装置及びそれらに用いる移動局差別化方法並びにそのプログラムを提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明による移動通信システムは、ＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉ
ｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）対応の複数の第１のセルと、前記第１のセルと同一
セクタの異周波に設けられたＨＳＤＰＡ未サポートの複数の第２のセルとが配置された基
地局装置と、
　前記基地局装置を介して受信する移動局からのＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ）コネクションリクエストを検証して当該移動局が前記ＨＳＤＰＡ対応
の移動局かどうかを判定する判定手段と、前記ＨＳＤＰＡ対応の移動局と判定した時に前
記第１のセルでＨＳＤＰＡの確立を行う手段とを含む基地局制御装置とからなり、
　前記第１のセルと同一セクタの異周波に前記第２のセルを配置した環境下で、前記第２
のセルのＨＣＳ　ＰＲＩＯ　ＩＥ（Ｈｉｅｒａｒｃｈｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｓｔｒｕｃｔ
ｕｒｅ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）を高く設定する
ことで、前記移動局がＲＲＣコネクションリクエストを前記第２のセルへ送信するように
し、
　前記判定手段が、前記移動局の現在のセルが前記第２のセルで、当該第２のセルに対し
て前記第１のセルが異周波の隣接セルにあり、前記ＲＲＣコネクションリクエスト内の「
Ａｃｃｅｓｓ　ｓｔｒａｔｕｍ　ｒｅｌｅａｓｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ」がＲＥＬ－５に
設定され、前記ＲＲＣコネクションリクエスト内の「Ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　ｃａ
ｕｓｅ」の値が“Ｏｒｉｇｉｎａｔｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｃａｌｌ”か、“
Ｏｒｉｇｉｎａｔｉｎｇ　Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ　Ｃａｌｌ”か、“Ｔｅｒｍｉｎａｔｉ
ｎｇ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｃａｌｌ”か、“Ｔｅｒｍｉｎａｔｉｎｇ　Ｂａｃｋｇ
ｒｏｕｎｄ　Ｃａｌｌ”かのいずれかである場合に前記ＨＳＤＰＡを実行可能な移動局と
判断している。
【０００９】
　本発明による基地局制御装置は、ＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎ
ｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）対応の複数の第１のセルと、前記第１のセルと同一セ
クタの異周波に設けられたＨＳＤＰＡ未サポートの第２のセルとが配置された基地局装置
を介して受信する移動局からのＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
）コネクションリクエストを検証して当該移動局が前記ＨＳＤＰＡ対応の移動局かどうか
を判定する判定手段と、
　前記判定手段が前記ＨＳＤＰＡ対応の移動局と判定した時に前記第１のセルでＨＳＤＰ
Ａの確立を行う手段とを備え、
　前記第１のセルと同一セクタの異周波に前記第２のセルを配置した環境下で、前記第２
のセルのＨＣＳ　ＰＲＩＯ　ＩＥ（Ｈｉｅｒａｒｃｈｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｓｔｒｕｃｔ
ｕｒｅ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）を高く設定する
ことで、前記移動局がＲＲＣコネクションリクエストを前記第２のセルへ送信するように
し、
　前記判定手段が、前記移動局の現在のセルが前記第２のセルで、当該第２のセルに対し
て前記第１のセルが異周波の隣接セルにあり、前記ＲＲＣコネクションリクエスト内の「
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Ａｃｃｅｓｓ　ｓｔｒａｔｕｍ　ｒｅｌｅａｓｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ」がＲＥＬ－５に
設定され、前記ＲＲＣコネクションリクエスト内の「Ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　ｃａ
ｕｓｅ」の値が“Ｏｒｉｇｉｎａｔｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｃａｌｌ”か、“
Ｏｒｉｇｉｎａｔｉｎｇ　Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ　Ｃａｌｌ”か、“Ｔｅｒｍｉｎａｔｉ
ｎｇ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｃａｌｌ”か、“Ｔｅｒｍｉｎａｔｉｎｇ　Ｂａｃｋｇ
ｒｏｕｎｄ　Ｃａｌｌ”かのいずれかである場合に前記ＨＳＤＰＡを実行可能な移動局と
判断している。
【００１０】
　本発明による移動局差別化方法は、基地局制御装置が、ＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅ
ｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）対応の第１のセルと、前記第１
のセルと同一セクタの異周波に設けられたＨＳＤＰＡ未サポートの第２のセルとが配置さ
れた基地局装置を介して受信する移動局からのＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ）コネクションリクエストを検証して当該移動局が前記ＨＳＤＰＡ対応の
移動局かどうかを判定する判定処理と、前記ＨＳＤＰＡ対応の移動局と判定した時に前記
第１のセルでＨＳＤＰＡの確立を行う処理とを実行し、
　前記第１のセルと同一セクタの異周波に前記第２のセルを配置した環境下で、前記第２
のセルのＨＣＳ　ＰＲＩＯ　ＩＥ（Ｈｉｅｒａｒｃｈｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｓｔｒｕｃｔ
ｕｒｅ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）を高く設定する
ことで、前記移動局がＲＲＣコネクションリクエストを前記第２のセルへ送信するように
し、
　前記判定処理において、前記移動局の現在のセルが前記第２のセルで、当該第２のセル
に対して前記第１のセルが異周波の隣接セルにあり、前記ＲＲＣコネクションリクエスト
内の「Ａｃｃｅｓｓ　ｓｔｒａｔｕｍ　ｒｅｌｅａｓｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ」がＲＥＬ
－５に設定され、前記ＲＲＣコネクションリクエスト内の「Ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ
　ｃａｕｓｅ」の値が“Ｏｒｉｇｉｎａｔｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｃａｌｌ”
か、“Ｏｒｉｇｉｎａｔｉｎｇ　Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ　Ｃａｌｌ”か、“Ｔｅｒｍｉｎ
ａｔｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｃａｌｌ”か、“Ｔｅｒｍｉｎａｔｉｎｇ　Ｂａ
ｃｋｇｒｏｕｎｄ　Ｃａｌｌ”かのいずれかである場合に前記ＨＳＤＰＡを実行可能な移
動局と判断している。
【００１１】
　本発明によるプログラムは、基地局制御装置のコンピュータに実行させるためのプログ
ラムであって、
　ＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ
）対応の第１のセルと、前記第１のセルと同一セクタの異周波に設けられたＨＳＤＰＡ未
サポートの第２のセルとが配置された基地局装置を介して受信する移動局からのＲＲＣ（
Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）コネクションリクエストを検証して当
該移動局が前記ＨＳＤＰＡ対応の移動局かどうかを判定する判定処理と、前記ＨＳＤＰＡ
対応の移動局と判定した時に前記第１のセルでＨＳＤＰＡの確立を行う処理とを含み、
　前記第１のセルと同一セクタの異周波に前記第２のセルを配置した環境下で、前記第２
のセルのＨＣＳ　ＰＲＩＯ　ＩＥ（Ｈｉｅｒａｒｃｈｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｓｔｒｕｃｔ
ｕｒｅ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）を高く設定する
ことで、前記移動局がＲＲＣコネクションリクエストを前記第２のセルへ送信するように
し、
　前記判定処理において、前記移動局の現在のセルが前記第２のセルで、当該第２のセル
に対して前記第１のセルが異周波の隣接セルにあり、前記ＲＲＣコネクションリクエスト
内の「Ａｃｃｅｓｓ　ｓｔｒａｔｕｍ　ｒｅｌｅａｓｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ」がＲＥＬ
－５に設定され、前記ＲＲＣコネクションリクエスト内の「Ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ
　ｃａｕｓｅ」の値が“Ｏｒｉｇｉｎａｔｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｃａｌｌ”
か、“Ｏｒｉｇｉｎａｔｉｎｇ　Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ　Ｃａｌｌ”か、“Ｔｅｒｍｉｎ
ａｔｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｃａｌｌ”か、“Ｔｅｒｍｉｎａｔｉｎｇ　Ｂａ
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ｃｋｇｒｏｕｎｄ　Ｃａｌｌ”かのいずれかである場合に前記ＨＳＤＰＡを実行可能な移
動局と判断させることを特徴とする。
【００１２】
　すなわち、本発明の移動通信システムは、ＩＭＴ－２０００（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎ
ａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　２０００）システムにお
いて、ＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅ
ｓｓ）方式での高速パケット通信が可能なＲｅｌｅａｓｅ５対応の移動局（ＵＥ：Ｕｓｅ
ｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）と、ＨＳＤＰＡ方式での高速パケット通信に未対応のＲｅｌｅ
ａｓｅ９９対応の移動局とが混在する環境の下で、無線リソースの有効利用を図ることを
特徴としている。
【００１３】
　本発明の移動通信システムでは、基地局制御装置（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌｌｅｒ：ＲＮＣ）において、Ｒｅｌｅａｓｅ５対応の移動局とＲｅｌｅａｓｅ
９９対応の移動局の差別化を行い、より多くのＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏ
ｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）呼を確立するための方法を実現している。
【００１４】
　つまり、本発明の移動通信システムでは、ＨＳＤＰＡ対応のセルと同一セクタの異周波
にＨＳＤＰＡ未サポートのセルを配置した環境下で、ＨＳＤＰＡ未サポートのセルのＨＣ
Ｓ　ＰＲＩＯ　ＩＥ（Ｈｉｅｒａｒｃｈｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　Ｐｒ
ｉｏｒｉｔｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）を高く設定する。これによっ
て、移動局はＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）コネクションリ
クエスト（Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）をＨＳＤＰＡ未サポートのセルへ送
信するようになる。
【００１５】
　基地局制御装置ではＲＲＣコネクションリクエストを受信すると、ＨＳＤＰＡ対応の移
動局かどうかの判定を行い、ＨＳＤＰＡ対応の移動局であれば、異周波のＨＳＤＰＡ対応
のセルでＨＳＤＰＡの確立を行う。この結果、ＨＳＤＰＡ対応のセルの無線リソースをＲ
ｅｌｅａｓｅ９９対応の移動局（ＨＳＤＰＡ未対応の移動局）へ割り当てることを減少さ
せ、無線リソースの有効利用を図ることが可能となる。したがって、基地局制御装置にお
いては、Ｒｅｌｅａｓｅ５対応の移動局とＲｅｌｅａｓｅ９９対応の移動局との差別化が
可能となり、ＨＳＤＰＡ対応のセルでのＨＳＤＰＡ確立個数を増やすことが可能となる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明は、以下のような構成及び動作とすることで、Ｒｅｌｅａｓｅ５対応の移動局と
Ｒｅｌｅａｓｅ９９対応の移動局との差別化を行うことができ、無線リソースの有効利用
を図ることができるという効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。図１は本発明の一実施例によ
る移動通信システムの構成を示すブロック図である。図１において、本発明の一実施例に
よる移動通信システムは移動交換網（図示せず）の交換動作を行う移動交換局（ＣＮ：Ｃ
ｏｒｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）１と、基地局装置（Ｎｏｄｅ－Ｂ）３と、基地局装置３を制御
する基地局制御装置（ＲＮＣ：Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）２
と、移動局（ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）４とから構成されている。
【００１８】
　基地局装置３にはＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅ
ｔ　Ａｃｃｅｓｓ）対応のＨＳＤＰＡ対応セル３１と、ＨＳＤＰＡ対応セル３１と同一セ
クタの異周波に設けられたＨＳＤＰＡ未サポートのＨＳＤＰＡ未サポートセル３２とが配
置されている。
【００１９】
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　図２は図１の基地局制御装置２の構成を示すブロック図である。図２において、基地局
制御装置２は装置内の各部を制御するＣＰＵ（中央処理装置）２１と、ＣＰＵ２１が実行
する制御プログラム２２ａを格納するメインメモリ２２と、移動局差別化判定情報を記憶
する移動局差別化判定情報保持部２３１を備えた記憶装置２３と、基地局装置３側との通
信を制御する基地局側通信制御部２４と、移動交換局１側との通信を制御する移動交換局
側通信制御部２５とから構成されている。尚、基地局制御装置２内において、ＣＰＵ２１
と、メインメモリ２２と、記憶装置２３と、基地局側通信制御部２４と、移動交換局側通
信制御部２５とは内部バス２１０にて互いに接続されている。
【００２０】
　図３は図１の移動局４の構成を示すブロック図である。図３において、移動局４は装置
内の各部を制御するＣＰＵ（中央処理装置）４１と、ＣＰＵ４１が実行する制御プログラ
ム４２ａを格納するメインメモリ４２と、パラメータ設定情報を記憶するパラメータ設定
情報保持部４３１を備えた記憶装置４３と、基地局装置３との間の無線通信を制御する無
線通信制御部４４とから構成されている。尚、移動局４内において、ＣＰＵ４１と、メイ
ンメモリ４２と、記憶装置４３と、無線通信制御部４４とは内部バス４１０にて互いに接
続されている。
【００２１】
　図４は本発明の一実施例で用いるＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ）コネクションリクエスト（Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）のフォーマッ
ト例を示す図である。図４において、ＲＲＣコネクションリクエストは「Ｍｅｓｓａｇｅ
　Ｔｙｐｅ」、「Ｒａｄｉｏ　Ｂｅａｒｅｒ　ＩＥｓ」、「Ｐｒｅｄｅｆｉｎｅｄ　Ｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｓｔａｔｕｓ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」、「ＵＥ　ｉｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ　ｅｌｅｍｅｎｔｓ」、「Ｉｎｉｔｉａｌ　ＵＥ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ」、
「Ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　ｃａｕｓｅ」、「Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｅｒｒｏｒ　ｉｎ
ｄｉｃａｔｏｒ」、「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｅｌｅｍｅｎ
ｔｓ」、「Ａｃｃｅｓｓ　ｓｔｒａｔｕｍ　ｒｅｌｅａｓｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ」とを
含んで構成されている。
【００２２】
　図５は図１の移動局４によるパラメータ設定処理を示すフローチャートであり、図６は
図１の基地局制御装置２による移動局差別化処理を示すフローチャートである。これら図
１～図６を参照して本発明の一実施例による移動通信システムの動作について説明する。
尚、図５に示す処理は移動局４のＣＰＵ４１が制御プログラム４２ａを実行することで実
現され、図６に示すＨＳＤＰＡ方式での高速パケット通信が可能なＲｅｌｅａｓｅ５対応
の移動局と、ＨＳＤＰＡ方式での高速パケット通信に未対応のＲｅｌｅａｓｅ９９対応の
移動局との差別化処理は基地局制御装置２のＣＰＵ２１が制御プログラム２２ａを実行す
ることで実現される。
【００２３】
　本実施例では、まず、セルの配置とパラメータの設定とについて説明する。本実施例で
は、基地局装置３配下の同一セクタ内にＨＳＤＰＡ対応セル３１と異周波のＨＳＤＰＡ未
サポートセル３２とを配置している。これらセルの報知情報（ＳＩＢ：Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ）に設定されるＨＣＳ＿ＰＲＩＯ（Ｈｉｅｒａｒｃｈ
ｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ＿Ｐｒｉｏｒｉｔｙ）の値によって、移動局４
はＲＲＣコネクションリクエストを送信するセルを決定するため、以下のようにパラメー
タを設定する。
【００２４】
　但し、ＨＣＳ＿ＰＲＩＯのレンジは「０－７」であり、デフォルトは「０」、大きい数
字ほど優先度が高くなる。尚、この点については、“Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ（Ｕ
Ｅ）　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ　ｉｎ　ｉｄｌｅ　ｍｏｄｅ　ａｎｄ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ
ｓ　ｆｏｒ　ｃｅｌｌ　ｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　ｉｎ　ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ　ｍｏｄｅ
，５．２．６　Ｃｅｌｌ　Ｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｃｅ
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ｓｓ”（３ＧＰＰ　ＴＳ２５．３０４　Ｖ６．４．０（２００４－１２））に記載されて
いる。
【００２５】
　移動局４はＨＳＤＰＡ対応セル３１の設定を行う際に、自セルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯと隣
接セルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯとを設定する場合（図５ステップＳ１）、隣接セルのＨＣＳ＿
ＰＲＩＯの値を大きく設定する（図５ステップＳ２）。
【００２６】
　また、移動局４はＨＳＤＰＡ対応セルの設定を行う際に、隣接セルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯ
のみを設定する場合（図５ステップＳ１）、自セルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯが「０（優先度最
低）」となるので、隣接セルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯに「１－７」を設定する（図５ステップ
Ｓ３）。
【００２７】
　さらに、移動局４はＨＳＤＰＡ対応セルの設定を行う際に、自セルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯ
のみを設定する場合（図５ステップＳ１）、隣接セルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯが「０（優先度
最低）」となり、常に自セルが選択されるため、本設定が不可となる（図５ステップＳ４
）。
【００２８】
　移動局４はＨＳＤＰＡ未サポートセル３２の設定を行う際に（図５ステップＳ１）、自
セルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯと隣接セルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯとを設定する場合（図５ステップ
Ｓ５）、自セルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯの値を大きく設定する（図５ステップＳ６）。
【００２９】
　また、移動局４は隣接セルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯのみを設定する場合（図５ステップＳ５
）、自セルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯが「０（優先度最低）」となるため、隣接セルのＨＣＳ＿
ＰＲＩＯに「０」しか設定できない（図５ステップＳ７）。
【００３０】
　さらに、移動局４は自セルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯのみを設定する場合（図５ステップＳ５
）、隣接セルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯが「０（優先度最低）」となるため、何を設定しても自
セルが選択されることとなるため、「０－７」が設定可能となる（図５ステップＳ８）。
以上のパラメータは移動局４のパラメータ設定情報保持部４３１に記憶される。
【００３１】
　次に、基地局制御装置２におけるＲＲＣコネクションリクエスト受信時におけるＲｅｌ
ｅａｓｅ５対応の移動局とＲｅｌｅａｓｅ９９対応の移動局との差別化について説明する
。
【００３２】
　基地局制御装置２は受信したＲＲＣコネクションリクエストを移動局差別化判定情報保
持部２３１内の情報を基にチェックし（図６ステップＳ１１）、以下の条件を満たす移動
局を、ＨＳＤＰＡを実行可能な移動局と判断し（図６ステップＳ１６）、さらに自セルが
ＨＳＤＰＡ未サポートセル３２であること（図６ステップＳ１２）、及びＨＳＤＰＡ対応
セル３１が異周波の隣接セルにある場合に（図６ステップＳ１３）、ＨＳＤＰＡ対応セル
３１にてＨＳＤＰＡの確立を行う。
【００３３】
　上記の条件としては、ＲＲＣコネクションリクエスト内の「Ａｃｃｅｓｓ　ｓｔｒａｔ
ｕｍ　ｒｅｌｅａｓｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ」がＲＥＬ－５（Ｒｅｌｅａｓｅ５）に設定
されていること（図６ステップＳ１４）、ＲＲＣコネクションリクエスト内の「Ｅｓｔａ
ｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　ｃａｕｓｅ」の値が、“Ｏｒｉｇｉｎａｔｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒａｃ
ｔｉｖｅ　Ｃａｌｌ”か、“Ｏｒｉｇｉｎａｔｉｎｇ　Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ　Ｃａｌｌ
”か、“Ｔｅｒｍｉｎａｔｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｃａｌｌ”か、“Ｔｅｒｍ
ｉｎａｔｉｎｇ　Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ　Ｃａｌｌ”かのいずれかであること（図６ステ
ップＳ１５）がある。
【００３４】
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　このように、本実施例によれば、基地局制御装置２においてＲｅｌｅａｓｅ５対応の移
動局と、Ｒｅｌｅａｓｅ９９対応の移動局との差別化を行うことによって、ＨＳＤＰＡ方
式と音声呼等とが同一セル内に混在する環境において無線リソースの有効利用を図ること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の一実施例による移動通信システムの構成を示すブロック図である。
【図２】図１の基地局制御装置の構成を示すブロック図である。
【図３】図１の移動局の構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の一実施例で用いるＲＲＣコネクションリクエストのフォーマット例を示
す図である。
【図５】図１の移動局によるパラメータ設定処理を示すフローチャートである。
【図６】図１の基地局制御装置による移動局差別化処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００３６】
　　　　　　　１　移動交換局
　　　　　　　２　基地局制御装置
　　　　　　　３　基地局装置
　　　　　　　４　移動局
　　　２１，４１　ＣＰＵ
　　　２２，４２　メインメモリ
　２２ａ，４２ａ　制御プログラム
　　　２３，４３　記憶装置
　　　　　　２４　基地局側通信制御部
　　　　　　２５　移動交換局側通信制御部
　　　　　　３１　ＨＳＤＰＡ対応セル
　　　　　　３２　ＨＳＤＰＡ未サポートセル
　　　　　　４４　無線通信制御部
　２１０，４１０　内部バス
　　　　　２３１　移動局差別化判定情報保持部
　　　　　４３１　パラメータ設定情報保持部
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