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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　在圏セル及びその隣接セルの受信レベルと、前記在圏セル及び前記隣接セルに固有のセ
ル種別を示す識別情報とを取得する取得手段と、
　前記セル種別に対して、優先的に在圏するセルを判断するための指標となる情報である
セルクラスを対応付けた状態で、前記セル種別と前記セルクラスとを記憶する記憶手段と
、
　前記取得手段により取得された前記識別情報を用いて前記記憶手段を参照することによ
り、前記在圏セル及び前記隣接セルが属するセルクラスを判定する判定手段と、
　前記取得手段により取得された前記在圏セルの受信レベル値に、前記在圏セルが属する
セルクラスと前記隣接セルが属するセルクラスとに基づいて定められる移行判定レベル差
を加えた合計値よりも、前記取得手段により取得された前記隣接セルの受信レベル値のう
ち最も大きな値が大きい場合に、移行先のセルを選択する選択手段と、
　前記セルクラスの異なるセル間の移行回数を計数する計数手段と、
　前記計数手段により計数された前記移行回数が所定値を超えた場合に、前記セル種別に
対して対応付けられている、前記記憶手段における前記セルクラスを切り替える切替手段
と、
を備えることを特徴とする移動局。
【請求項２】
　在圏セル及びその隣接セルの受信レベルと、前記在圏セル及び前記隣接セルに固有のセ
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ル種別を示す識別情報とを取得する取得手段と、
　前記セル種別に対して、優先的に在圏するセルを判断するための指標となる情報である
セルクラスを対応付けた状態で、前記セル種別と前記セルクラスとを記憶する記憶手段と
、
　前記取得手段により取得された前記識別情報を用いて前記記憶手段を参照することによ
り、前記在圏セル及び前記隣接セルが属するセルクラスを判定する判定手段と、
　前記取得手段により取得された前記在圏セルの受信レベル値に、前記在圏セルが属する
セルクラスと前記隣接セルが属するセルクラスとに基づいて定められる移行判定レベル差
を加えた合計値よりも、前記取得手段により取得された前記隣接セルの受信レベル値のう
ち最も大きな値が大きい場合に、移行先のセルを選択する選択手段と、
　前記セルクラスの異なるセル間の移行回数を計数する計数手段と、
　前記計数手段により計数された前記移行回数が所定値を超えた場合に、前記セル種別に
対して対応付けられている、前記記憶手段における前記セルクラスを切り替える切替手段
と、
を備える移動局と、
　自セル又は自セル及びその隣接セルのセル種別を識別可能な情報を前記移動局に通知す
る基地局と
を備えることを特徴とする移動通信システム。
【請求項３】
　移動局の取得手段が、在圏セル及びその隣接セルの受信レベルと、前記在圏セル及び前
記隣接セルに固有のセル種別を示す識別情報とを取得する取得ステップと、
　前記移動局の記憶手段が、前記セル種別に対して、優先的に在圏するセルを判断するた
めの指標となる情報であるセルクラスを対応付けた状態で、前記セル種別と前記セルクラ
スとを記憶する記憶ステップと、
　前記取得手段により取得された前記識別情報を用いて前記記憶手段を参照することによ
り、前記移動局の判定手段が、前記在圏セル及び前記隣接セルが属するセルクラスを判定
する判定ステップと、
　前記移動局の選択手段が、前記取得手段により取得された前記在圏セルの受信レベル値
に、前記在圏セルが属するセルクラスと前記隣接セルが属するセルクラスとに基づいて定
められる移行判定レベル差を加えた合計値よりも、前記取得手段により取得された前記隣
接セルの受信レベル値のうち最も大きな値が大きい場合に、移行先のセルを選択する選択
ステップと、
　計数手段が、前記セルクラスの異なるセル間の移行回数を計数する計数ステップと、
　切替手段が、前記計数手段により計数された前記移行回数が所定値を超えた場合に、前
記セル種別に対して対応付けられている、前記記憶手段における前記セルクラスを切り替
える切替ステップと、
を含むことを特徴とするセル選択方法。
【請求項４】
　前記切替ステップでは、前記切替手段は、前記移行回数の計数開始時点から所定時間内
に前記移行回数が所定値を超えた場合に、前記記憶手段における前記セル種別と前記セル
クラスとの対応関係を切り替えることを特徴とする請求項３に記載のセル選択方法。
【請求項５】
　前記切替ステップでは、前記切替手段は、前記セル種別と前記セルクラスとの対応関係
を切り替えた場合に、当該切替え時点から所定時間経過後に、前記対応関係を切替え前の
対応関係に戻すことを特徴とする請求項３に記載のセル選択方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動局、移動通信システム、及びセル選択方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、移動局が移行先のセルを選択する際には、移動局が現在通信中の基地局、若しく
は、移動局が在圏するセルの基地局からの受信レベルと、隣接するセルの基地局からの受
信レベルとを移動局が測定する。移動局は、各受信レベルを比較し、この比較結果に基づ
いて、基地局からの受信レベルが最大のセルを移行先のセルとして選択する（例えば、特
許文献１、特許文献２参照。）。
【０００３】
　以下、図１を参照して、従来のセル選択方法について簡単に説明する。図１に示す様に
、移動局１０は、基地局Ｂ０により形成されるセルＣ０に在圏しており、セルＣ０に隣接
するセルとして、セルＣ１，Ｃ２，Ｃ３が存在する。移動局１０は、基地局Ｂ０から報知
情報Ｍ０を受信することにより、隣接セルＣ１，Ｃ２，Ｃ３の存在を知る。報知情報Ｍ０
は、各移動局に共通の報知チャネル又は移動局１０に個別に割り当てられた制御チャネル
を介して送受信される。
【０００４】
　移動局１０は、基地局Ｂ０からの受信レベルＬ０と、隣接セルＣ１，Ｃ２，Ｃ３を形成
する各基地局Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３からの受信レベルＬ１，Ｌ２，Ｌ３とを測定する。その後
、移動局１０は、受信レベルＬ０と受信レベルＬ１，Ｌ２，Ｌ３とを比較してセル移行の
適否を判定する。受信レベルの比較に際しては、例えば、下記の数式（１）、数式（２）
を使用する。
　ｍａｘ（Ｌｉ）＝ｍａｘ（Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３）　…　（１）
　ｍａｘ（Ｌｉ）＞Ｌ０＋△Ｌ　…　（２）
【０００５】
　ここで、ｍａｘ（引数１、引数２、…）は、引数１、引数２、…の中で最大の引数を返
す関数を表す。Ｌ０は在圏セルの受信レベルを表し、△Ｌは移行判定レベル差を表す。
　数式（２）の大小関係が成立する場合には、移動局１０は、ｍａｘ（Ｌｉ）に対応する
隣接セルを移行先セルとして選択し、セルを移行する。一方、数式（２）の大小関係が成
立しない場合には、移動局１０はセルを移行しない。
【０００６】
【特許文献１】特許第３２３３８５４号公報
【特許文献２】特許第３３１５８６９号公報　（第２頁、第４図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　セルは、基地局の設置位置や周辺環境に応じて、屋内セルと屋外セルとに大別される。
一般的に、屋内セルは、屋外セルと比較して半径が小さく屋内環境は屋外環境に比べて外
乱要因が少ないため、屋内セルでは、良好な通信品質を安定して確保できると考えられる
。しかしながら、上述した従来技術におけるセル選択に際しては、移行先候補となるセル
が、屋内セル、屋外セルの何れのセルであるかが考慮されていない。このため、移動局が
通信に最適なセルを選択することができない場合がある。また、例えばセルは、セル半径
に応じてナノセル、マクロセル、マイクロセルのように３以上のセル種別に分類されるこ
ともある。
【０００８】
　そこで、本発明の課題は、セルが複数の種別に分類される場合に、移動局が通信に最適
なセルを移行先として選択可能とすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明に係る移動局は、在圏セル及びその隣接セルの受信
レベルを取得する取得手段と、前記在圏セル及び前記隣接セルのセル種別を判定する判定
手段と、前記取得手段により取得された前記受信レベルと、前記判定手段により判定され



(4) JP 4299082 B2 2009.7.22

10

20

30

40

50

た前記セル種別とに基づいて移行先のセルを選択する選択手段とを備える。
【００１０】
　本発明に係るセル選択方法は、移動局の取得手段が、在圏セル及びその隣接セルの受信
レベルを取得する取得ステップと、前記移動局の判定手段が、前記在圏セル及び前記隣接
セルのセル種別を判定する判定ステップと、前記移動局の選択手段が、前記取得手段によ
り取得された前記受信レベルと、前記判定手段により判定された前記セル種別とに基づい
て移行先のセルを選択する選択ステップとを含む。
【００１１】
　ここで、移行先のセルの選択には、移行先候補となるセルの選択はもとより、当該セル
への移行の適否の判断を含む。したがって、移行先候補のセルが選択された場合であって
も、当該セルが移行先として最適なセルではないと判断された場合には、移動局は、セル
の移行を実行せずに移行元のセルに継続して在圏することもできる。
【００１２】
　これらの発明によれば、在圏セル及びその隣接セルの受信レベルが取得され、在圏セル
及び隣接セルの各セルのセル種別が判定された後、受信レベルとセル種別とに基づいて移
行先のセルが選択される。つまり、移動局は、移行の適否判定を含む移行先セルの選択に
際して、在圏セル及び隣接セルにおける受信レベルは勿論のこと、各セルの属性を勘案し
てセルの選択を行う。例えば、移動局は、受信レベルが高いセル種別に分類される屋内セ
ルを移行先のセルとして選択する。屋内セルでは受信レベルが高く、移動局は良好な通信
品質を安定して確保できるので、選択されたセルに移行することにより低出力で高速な通
信が可能となる。すなわち、移動局は、受信レベルとセル種別とに基づいて移行先のセル
を選択することで、通信に最適なセルを選択することが可能となる。
【００１３】
　本発明に係る移動局において好ましくは、前記選択手段は、前記判定手段により判定さ
れた前記在圏セルのセル種別に応じて、セルの移行条件又はセル種別間選択優先度を変更
する。
【００１４】
　本発明に係るセル選択方法において好ましくは、前記選択ステップでは、前記選択手段
が、前記判定手段により判定された前記在圏セルのセル種別に応じて、セルの移行条件を
変更する。
【００１５】
　これらの発明によれば、在圏セルのセル種別に応じて、セルの移行条件が変更される。
例えば、移動局が既に屋内セルに在圏する場合には、移動局が屋外セルに在圏する場合と
比較して、現在のセルに継続して在圏しても安定した良好な通信品質を確保できる可能性
が高い。したがって、この様な場合には、セルを移行するための条件を厳しく設定するこ
とにより、より好適なセルが周囲に存在しない限りセルを移行しない様にセル移行を抑制
する。その結果、移動局は、通信に最適なセルを移行先として選択することが可能となる
。
【００１６】
　本発明に係る移動局において好ましくは、前記選択手段は、前記判定手段により判定さ
れた前記隣接セルのセル種別に応じてセルの移行条件又はセル種別間選択優先度を変更す
る。
　本発明に係るセル選択方法において好ましくは、前記選択ステップでは、前記選択手段
が、前記判定手段により判定された前記隣接セルのセル種別に応じてセルの移行条件を変
更する。
【００１７】
　これらの発明によれば、隣接セルのセル種別に応じてセルの移行条件が変更される。例
えば、移行先候補の隣接セルが屋内セルである場合には、隣接セルが屋外セルである場合
と比較して、移動局が移行した場合に安定した良好な通信品質を確保できる可能性が高い
。そこで、この様な場合には、セルを移行するための条件を緩和することにより、より好
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適なセルへの移行を促進する。その結果、移動局は、通信に最適なセルを移行先として選
択することが可能となる。
【００１８】
　本発明に係る移動局において、より好ましくは、前記セル種別をセルクラスと対応付け
て記憶する記憶手段と、前記セルクラスの異なるセル間の移行回数を計数する計数手段と
、前記計数手段により計数された前記移行回数が所定値を超えた場合に、前記記憶手段に
おける前記セル種別と前記セルクラスとの対応関係を切り替える切替手段とを備える。
【００１９】
　本発明に係るセル選択方法において、より好ましくは、計数手段が、セルクラスの異な
るセル間の移行回数を計数する計数ステップと、切替手段が、前記計数手段により計数さ
れた前記移行回数が所定値を超えた場合に、記憶手段における前記セル種別と前記セルク
ラスとの対応関係を切り替える切替ステップとを含む。
【００２０】
　これらの発明によれば、セル種別はセルクラスと対応付けられて記憶手段に格納されて
いると共に、セルクラスの異なるセル間の移行回数が計数され、移行回数が所定値を超え
た場合にセル種別とセルクラスとの対応関係が切り替えられる。これらの発明は、高頻度
なセル移行に起因してデータ転送の中断が生じ、移動局へのデータ伝送速度が低下するこ
とを懸念して為されたものである。移行回数が所定値を超えた場合には、移動局はセル移
行の頻度が高いものと判断し、セル種別とセルクラスとの対応関係（対応付け）を切り替
える。
【００２１】
　これにより、例えば、従来は優先セルクラスに属していた屋内セルのセルクラスが非優
先セルクラスに切り替えられると共に、従来は非優先セルクラスに属していた屋外セルの
セルクラスが優先セルクラスに切り替えられる。つまり、セルクラスが逆転する。セルク
ラスの逆転に伴って、セルを移行するための条件も変わり、移動局が屋外セルに在圏する
場合であってもセルを移行するための条件が厳しくなる。したがって、セルの移行頻度が
抑制され、移動局へのデータ伝送速度が低下する懸念が解消される。
【００２２】
　本発明に係る移動局において、より好ましくは、前記切替手段は、前記移行回数の計数
開始時点から所定時間内に前記移行回数が所定値を超えた場合に、前記記憶手段における
前記セル種別と前記セルクラスとの対応関係を切り替える。
【００２３】
　本発明に係るセル選択方法において、より好ましくは、前記切替ステップでは、前記切
替手段は、前記移行回数の計数開始時点から所定時間内に前記移行回数が所定値を超えた
場合に、前記記憶手段における前記セル種別と前記セルクラスとの対応関係を切り替える
。
【００２４】
　これらの発明によれば、セル種別とセルクラスとの対応関係の切替えが、計数開始時点
から所定時間内に移行回数が所定値を超えた場合に限定される。すなわち、セル移行回数
が初期化された時刻から所定時間経過した場合には、その時点での移行回数に拘わらず、
移行回数が再び初期化されて０に戻る。これにより、所定時間内におけるセル移行回数（
セル移行頻度）を、対応関係の切替えひいてはセル移行の判定により的確に反映させるこ
とができる。
【００２５】
　本発明に係る移動局において、より好ましくは、前記切替手段は、前記セル種別と前記
セルクラスとの対応関係を切り替えた場合に、当該切替え時点から所定時間経過後に、前
記対応関係を切替え前の対応関係に戻す。
【００２６】
　本発明に係るセル選択方法において、より好ましくは、前記切替ステップでは、前記切
替手段は、前記セル種別と前記セルクラスとの対応関係を切り替えた場合に、当該切替え
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時点から所定時間経過後に、前記対応関係を切替え前の対応関係に戻す。
【００２７】
　これらの発明によれば、セル種別とセルクラスとの対応関係が切り替えられた場合には
、切替え時点から所定時間経過後に対応関係が切替え前の対応関係に戻される。すなわち
、セル種別とセルクラスとの対応関係が切り替えられた時を起算点として、切替え後の対
応関係が所定時間維持された場合には、セル種別とセルクラスとの対応関係は切替え前の
対応関係に強制的に戻される。これにより、セルクラスが一旦切り替えられた後にセル移
行の頻度が以前より低減した場合に、切替え前の対応関係をセル移行の判定に再び用いる
ことができる。
【００２８】
　上述した様に、本発明に係る移動局において、前記セル種別は、例えば、セルが屋内セ
ルであるか屋外セルであるかを示す情報である。
　また、本発明に係るセル選択方法において、前記セル種別は、例えば、セルが屋内セル
であるか屋外セルであるかを示す情報である。
【００２９】
　本発明に係る移動通信システムは、在圏セル及びその隣接セルの受信レベルを取得する
取得手段と、前記在圏セル及び前記隣接セルのセル種別を判定する判定手段と、前記取得
手段により取得された前記受信レベルと、前記判定手段により判定された前記セル種別と
に基づいて、移行先のセルを選択する選択手段とを備える移動局と、自セル又は自セル及
びその隣接セルのセル種別を識別可能な情報を前記移動局に通知する基地局とを備える。
【００３０】
　本発明によれば、移動局は、基地局から通知された上記情報を基に、在圏セル及び隣接
セルの各セルのセル種別（例えば、屋内セルか否か）を判定できる。移動局は、当該判定
結果と受信レベルとを参照して移行先のセルを選択することにより、通信に最適なセルを
選択することが可能となる。
【００３１】
　上記課題を解決するために、本発明に係る移動局は、無線チャネルに関する情報を記憶
する記憶手段と、受信レベルが取得される隣接セルを絞り込む絞込手段と、在圏セル及び
その隣接セルの内、前記絞込手段により絞り込まれた隣接セルの受信レベルを取得する取
得手段と、前記在圏セル及び前記絞り込まれた隣接セルのセル種別を判定する判定手段と
、前記取得手段により取得された前記受信レベルと、前記判定手段により判定された前記
セル種別とに基づいて、移行先のセルを選択する選択手段とを備える。
【００３２】
　また、本発明に係るセル選択方法は、移動局の記憶手段が、無線チャネルに関する情報
を記憶する記憶ステップと、前記移動局の絞込手段が、受信レベルが取得される隣接セル
を絞り込みする絞込ステップと、前記移動局の取得手段が、在圏セル及びその隣接セルの
内、前記絞込手段により絞り込まれた隣接セルの受信レベルを取得する取得ステップと、
前記移動局の判定手段が、前記在圏セル及び前記絞り込まれた隣接セルのセル種別を判定
する判定ステップと、前記移動局の選択手段が、前記取得手段により取得された前記受信
レベルと、前記判定手段により判定された前記セル種別とに基づいて、移行先のセルを選
択する選択ステップとを含む。
【００３３】
　ここで、移行先のセルの選択には、移行先候補となるセルの選択はもとより、当該セル
への移行の適否の判断を含む。したがって、移行先候補のセルが選択された場合であって
も、当該セルが移行先として適切ではないと判断された場合には、移動局は、セルの移行
を実行せずに移行元のセルに継続して在圏する。
【００３４】
　これらの発明によれば、在圏セル及びその隣接セルの受信レベルが取得され、在圏セル
及び隣接セルの各セルのセル種別が判定された後、受信レベルとセル種別とに基づいて移
行先のセルが選択される。つまり、移動局は、移行先セルの選択に際しで在圏セル及び隣
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接セルにおける受信レベルは無論のこと、各セルの属性を勘案してセルの選択を行う。例
えば、移動局が移動セルを構成する電車内に移動した際には、移動局は、移動セルを移行
先のセルとして選択する。移動セル内では屋外セルや屋内セルに比べて良好な通信品質が
確保されるので、移動局は、選択されたセルに移行することにより、低出力かつ高速な通
信が可能となる。すなわち、移動局は、受信レベルとセル種別とに基づいて移行先のセル
を選択することで、通信に最適なセルを選択することが可能となる。
【００３５】
　本発明に係る移動局において好ましくは、前記選択手段は、前記判定手段により判定さ
れた前記在圏セルのセル種別に応じて、セルの移行条件又はセル種別間選択優先度を変更
する。
　本発明に係る移動局において、より好ましくは、前記選択手段は、前記判定手段により
判定された前記隣接セルのセル種別に応じて、セルの移行条件を変更する。
【００３６】
　本発明に係るセル選択方法において好ましくは、前記選択ステップでは、前記選択手段
は、前記判定手段により判定された前記在圏セルのセル種別に応じて、セルの移行条件又
はセル種別間選択優先度を変更する。
　本発明に係るセル選択方法において、より好ましくは、前記選択ステップでは、前記選
択手段は、前記判定手段により判定された前記隣接セルのセル種別に応じて、セルの移行
条件を変更する。
【００３７】
　本発明に係る移動局において好ましくは、前記セルの移行条件は、在圏セルの受信レベ
ルが所定の第１閾値を下回った際に、所定の受信レベルを満たす隣接セルの内、受信レベ
ルの最も高い隣接セルを移行先セルとする移行条件と、在圏セルとの受信レベルの差が所
定のヒステリシスを超え、且つ、受信レベルの最も高い隣接セルを移行先セルとする移行
条件と、在圏セルの受信レベルに関わらず、受信レベルの高い状態が一定時間継続した隣
接セルを移行先セルとする移行条件と、在圏セルの受信レベルの単位時間当たりの変動が
所定の第２閾値を超えた際に、受信レベルが所定の第３の閾値を超える隣接セルの内、受
信レベルの最も高い隣接セルを移行先セルとする移行条件との内、少なくとも１つの移行
条件を含む。
【００３８】
　本発明に係るセル選択方法において好ましくは、前記セルの移行条件は、在圏セルの受
信レベルが所定の第１閾値を下回った際に、所定の受信レベルを満たす隣接セルの内、受
信レベルの最も高い隣接セルを移行先セルとする移行条件と、在圏セルとの受信レベルの
差が所定のヒステリシスを超え、且つ、受信レベルの最も高い隣接セルを移行先セルとす
る移行条件と、在圏セルの受信レベルに関わらず、受信レベルの高い状態が一定時間継続
した隣接セルを移行先セルとする移行条件と、在圏セルの受信レベルの単位時間当たりの
変動が所定の第２閾値を超えた際に、受信レベルが所定の第３の閾値を超える隣接セルの
内、受信レベルの最も高い隣接セルを移行先セルとする移行条件との内、少なくとも１つ
の移行条件を含む。
【００３９】
　これらの発明によれば、在圏セル及び隣接セルの種別に応じて、セルの移行条件が変更
される。例えば、移動局が屋内セルに在圏する場合には、移動局が屋外セルに在圏する場
合と比較して、現在のセルに在圏していた方が安定した良好な通信品質を確保できる可能
性が高い。したがって、このような場合には、移動局は、在圏セルの受信レベルが所定の
閾値を下回った際に、所定の受信レベルを満たす隣接セルの内、受信レベルの最も高い屋
外セルを移行先セルとすると共に、適切な移行条件を設定する。これにより、在圏セルの
通信品質が悪くならない限り移動局が屋外セルに移行しないように、セル移行を制限する
ことができる。
【００４０】
　更に、移動セルは、屋外セルのセル範囲内を移動しているため、移動局自体が移動して
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いなくても、移動セルと屋外セルとの受信レベル差は、必ずしも一定ではない。このため
、移動局が移動セルに移行する際の移行条件として、在圏セル（屋外セル若しくは屋内セ
ル）と隣接セル（移動セル）との受信レベル差を利用するのは好ましくなく、この場合、
隣接セル（移動セル）の受信レベルを移行条件とするのが好ましい。そこで、移動セルの
受信レベルの高い状態が一定時間以上継続した場合には、移動局は、移動セル内に移動す
ることが望ましいものと判断し、移動セルを移行先セルに決定する。若しくは、在圏セル
の受信レベルの単位時間当たりの変動が所定の値以上であり、且つ、隣接セルである移動
セルの受信レベルが所定の値以上である場合には、移動局は、移動セル内に移動すること
が望ましいものと判断し、移動セルを移行先セルに決定する。
【００４１】
　上述した様に、本発明に係る移動局において、前記セル種別は、例えば、セルが、屋内
セル、屋外セル、移動セルの内の何れであるかを示す情報である。
　また、本発明に係るセル選択方法において、前記セル種別は、例えば、セルが、屋内セ
ル、屋外セル、移動セルの内の何れであるかを示す情報である。
【００４２】
　本発明に係る移動通信システムは、上述した移動局と、自セル又は自セル及びその隣接
セルのセル種別を識別可能な情報を移動局に通知する基地局とを備える。本発明によれば
、移動局は、基地局から通知された上記情報を基に、在圏セル及び隣接セルの各セルのセ
ル種別（例えば、屋内セルか屋外セルか移動セルか）を判定できる。移動局は、当該判定
結果と受信レベルとを参照し、更に、当該判定結果によってセル移行条件を変更すること
により、通信に最適なセルを選択することが可能となる。
【００４３】
　本発明に係る移動通信システムにおいて好ましくは、セルの物理層に関する情報を前記
移動局に通知する基地局を備える。
　また、前記セルの物理層に関する情報とは、受信レベルが測定されるチャネルを識別す
る情報、又は、無線通信方式及び受信レベルが測定されるチャネルを識別するための情報
である。
【００４４】
　本発明によれば、移動局は、在圏セルとは異なる無線通信方式を使用する隣接セルへも
移行することができる。例えば、屋外セルと屋内セルとが使用する無線通信方式がＣＤＭ
Ａ（Code Division Multiple Access）であり、移動セルが移動セル内の移動局との間の
通信に使用する無線通信方式がＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Division Multiplexing
）方式である場合であっても、ＣＤＭＡ方式及びＯＦＤＭ方式の双方の通信方式を利用可
能な移動局であれば、在圏セルから隣接する移動セルへの適切なセル移行が可能となる。
【発明の効果】
【００４５】
　本発明によれば、移動局が通信に最適なセルを移行先として選択できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４６】
　（第１の実施形態）
　以下、本発明の第１の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
　図２は、本実施の形態における移動通信システムの構成を示す概念図である。図２に示
す様に、移動通信システム１００は、移動局１と、基地局Ｂ１０と、基地局Ｂ１１～Ｂ１
３と、基地局Ｂ２１～Ｂ２２とを備えて構成される。移動局１は、基地局Ｂ１０により形
成されるセルＣ１０に在圏している。セルＣ１０に隣接する屋内セルとして、基地局Ｂ１
１，Ｂ１２，Ｂ１３によりそれぞれ形成されるセルＣ１１，Ｃ１２，Ｃ１３が存在し、セ
ルＣ１０に隣接する屋外セルとして、基地局Ｂ２１，Ｂ２２によりそれぞれ形成されるセ
ルＣ２１，Ｃ２２が存在する。図２では、屋内セルを破線で示すと共に屋外セルを一点鎖
線で示す。
【００４７】
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　基地局Ｂ１０は、セルＣ１１～Ｃ１３及びセルＣ２１，Ｃ２２が隣接セルとして存在す
るという情報に加えて、各セルが屋内セル、屋外セルの何れであるか（セル種別に対応）
を識別可能な情報（識別情報）を移動局１に通知する。すなわち、基地局Ｂ１０は、自セ
ルＣ１０のセル種別を示す識別情報と、隣接セルＣ１１～Ｃ１３が屋内セルであることを
示す識別情報と、隣接セルＣ２１，Ｃ２２が屋外セルであることを示す識別情報とを、報
知情報Ｍ１として移動局１に通知する。
【００４８】
　なお、基地局Ｂ１０は、セルＣ１１～Ｃ１３及びセルＣ２１，Ｃ２２が隣接セルとして
存在するという情報、及び、自セルＣ１０が屋内セル、屋外セルの何れであるかを示す識
別情報を移動局１に通知し、各隣接セルＣ１１～Ｃ１３，Ｃ２１，Ｃ２２のセル種別を示
す識別情報に関しては、各セルを形成する基地局が通知するものとしてもよい。
【００４９】
　次に、本発明に係る移動通信システムの主要な構成要素である移動局について詳説する
。図３は、移動局１の機能的構成を示すブロック図である。図３に示す様に、移動局１は
、報知情報受信部２と、受信レベル取得部３（取得手段に対応）と、セルクラス判定部４
（判定手段に対応）と、移行先セル選択部５（選択手段に対応）と、セル移行部６と、セ
ル移行回数計数部７（計数手段に対応）と、セルクラス切替部８（切替手段に対応）とを
少なくとも備える。
【００５０】
　報知情報受信部２は、移動局１の在圏セルＣ１０を形成する基地局Ｂ１０から無線チャ
ネルを経由して報知情報Ｍ１を受信する。報知情報Ｍ１には、セルＣ１０のセル種別を示
す識別情報は元より、セルＣ１０に隣接するセルＣ１１～Ｃ１３，Ｃ２１～Ｃ２２のセル
種別を示す識別情報が含まれている。
【００５１】
　受信レベル取得部３は、報知情報受信部２により受信された報知情報Ｍ１を基に、各々
のセルＣ１０，Ｃ１１～Ｃ１３，Ｃ２１～Ｃ２２の受信レベルを測定する。これにより、
移動局１が移行可能な全てのセルの受信レベルが取得される。
【００５２】
　セルクラス判定部４は、後述のセルクラステーブル４１（記憶手段に対応）を参照して
、在圏セルＣ１０のセルクラスを判定する。セルクラスとは、移動局１が優先的に在圏す
るセルを判断する為の指標となる情報であり、セルクラスが優先セルクラスである場合に
は、非優先セルクラスである場合と比較して、移動局１がセルを移行するための条件が厳
格になる。
【００５３】
　図４（ａ）は、セルクラステーブル４１の構成例を示す図である。図４（ａ）に示す様
に、セルクラステーブル４１は、セル種別領域４１ａとセルクラス領域４１ｂとを有する
。セル種別領域４１ａには、移動局１の在圏セルが、屋内セル、屋外セルの何れのセルで
あるかを示す情報が“セル種別”として格納されている。セルクラス領域４１ｂには、対
応するセル種別のセルが、優先セルクラス、非優先セルクラスの何れのセルクラスに属す
るかを示す情報が“セルクラス”として格納されている。この様に、セルクラスはセル種
別と１対１に対応付けられているので、移動局１がセルクラスを判定することは、間接的
にセル種別を判定することでもある。
【００５４】
　移動局１の起動時には、セルクラスの初期設定として、屋内セルが優先セルクラスに分
類され屋外セルが非優先セルクラスに分類されているが、これらの情報は必要に応じて適
宜更新可能である。詳細に関しては後述するが、例えば、異なるセルクラスに属するセル
間の移行回数が所定の閾値（例えば５回程度）を超えた場合に、移動局1は、セルクラス
領域４１ｂ内のセルクラスを逆転させることもできる。
【００５５】
　移行先セル選択部５は、受信レベル取得部３により取得された各セルの受信レベルと、
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セルクラス判定部４により判定された各セルのセルクラスとに基づいて、移動局１の移行
先セルを選択する。ここで、移行先セルの選択には、セル移行の適否自体の判定を含み、
移行先セルが選択された場合であっても、必ずしもそのセルへの移行が実行されるとは限
らない。
【００５６】
　また、移行先セル選択部５は、移行先セルの選択に際して、移行判定レベル差テーブル
５１を参照する。図５は、移行判定レベル差テーブル５１の構成例を示す図である。図５
に示す様に、移行判定レベル差テーブル５１には、第１～第３移行判定レベル差として、
△Ｌ（１），△Ｌ（２），△Ｌ（３）が格納されている。上記三段階の移行判定レベル差
は、△Ｌ（１）＜△Ｌ（２）＜△Ｌ（３）の関係を満たす数値である。
【００５７】
　△Ｌ（１）は、非優先セルクラスに属する在圏セルと、優先セルクラスに属する隣接セ
ルとの間における受信レベルの比較に使用される。△Ｌ（１）は、例えば－３ｄＢ程度で
ある。
　△Ｌ（２）は、在圏セルと隣接セルとが同一のセルクラスに属する場合に、在圏セルと
隣接セルとの間における受信レベルの比較に使用される。△Ｌ（２）は、例えば６ｄＢ程
度である。なお、△Ｌ（２）は、在圏セルが優先セルクラスに属するか否かに応じて異な
る値をとるものとしても勿論よい。この場合、移行判定レベル差は計四段階に設定される
ことになる。
　△Ｌ（３）は、優先セルクラスに属する在圏セルと、非優先セルクラスに属する隣接セ
ルとの間における受信レベルの比較に使用される。△Ｌ（３）は、例えば９ｄＢ程度であ
る。
【００５８】
　セル移行部６は、移行先セル選択部５により移行先セルが選択され、且つ、そのセルへ
の移行が決定された場合に、セルの移行を実行する。セルの移行とは、移動局１が受信す
る報知情報の送信元となる基地局を変更することである。また、セル移行部６は、セル移
行回数計数部７に対して、セルの移行が完了した旨を示すセル移行通知を出力する。この
セル移行通知は、通知されるセルの移行が異なるセルクラスに属するセル間におけるもの
か否かを示す情報を含む。
【００５９】
　セル移行回数計数部７は、セル移行部６から入力されるセル移行通知に従って、異なる
セルクラスに属するセル間の移行回数を計数する。セル移行回数計数部７は、セルクラス
切替えの判断基準となるセル移行回数閾値Ｎthを保持し、上記計数された移行回数とセル
移行回数閾値Ｎthとの大小関係を常時監視する。そして、移行回数がセル移行回数閾値Ｎ
thを上回った場合には、セル移行回数計数部７は、セルクラス切替部８に対してセルクラ
スの切替えを指示する。
【００６０】
　セルクラス切替部８は、セル移行回数計数部７からセルクラスの切替えが指示されると
、セルクラステーブル４１にアクセスし、セル種別とセルクラスとの対応関係を切り替え
る。すなわち、セルクラス切替部８は、優先セルクラスが設定されていたセルクラス領域
４１ｂに非優先セルクラスを設定し、非優先セルクラスが設定されていたセルクラス領域
４１ｂに優先セルクラスを設定する。その結果、図４（ｂ）に示す様に、セルクラステー
ブル４１内のセルクラスは逆転される。
【００６１】
　次に、移動通信システムの動作を説明する。併せて、本発明に係るセル選択方法の各ス
テップについて説明する。図６は、移動局１により実行されるセル移行判定処理を説明す
るためのフローチャートである。
【００６２】
　まず、移動局１の報知情報受信部２は、在圏セルの基地局Ｂ１０から報知情報Ｍ１を受
信する（Ｓ１）。
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　受信レベル取得部３は、基地局Ｂ１０から受信した報知情報Ｍ１を参照して、基地局Ｂ
１０からの受信レベルＬ１０と、各隣接セルの基地局Ｂ１１～Ｂ１３，Ｂ２１，Ｂ２２か
らの受信レベルＬ１１～Ｌ１３，Ｌ２１，Ｌ２２とをそれぞれ測定する（Ｓ２）。
【００６３】
　続いて、セルクラス判定部４は、セルクラステーブル４１を参照して、在圏セルＣ１０
が優先セルクラスと非優先セルクラスとの内、何れのセルクラスに属するかを判定する（
Ｓ３）。
【００６４】
　当該判定の結果、在圏セルＣ１０が屋外セルの場合には、非優先セルクラスに属するの
で、移行先セル選択部５は、在圏セルの受信レベルと優先セルクラスに属する隣接セルの
受信レベルとの比較結果に基づいて移行先セルの選択を行う。具体的には、移行先セル選
択部５は、下記の数式（３）、（４）を用いて移行先セルの選択を行う。
　ｍａｘ（Ｌｉ（１））＝ｍａｘ（Ｌ１１，Ｌ１２，Ｌ１３）　…　（３）
　ｍａｘ（Ｌｉ（１））＞Ｌ０＋△Ｌ（１）　…　（４）
【００６５】
　ここで、ｍａｘ（引数１、引数２、…）は、引数１、引数２、…の中で最大の引数を返
す関数を表す。また、Ｌ０は在圏セルの受信レベルを表し、上述した様に△Ｌ（１）は第
１移行判定レベル差を表す。更に、Ｌｉ（１）は、優先セルクラスに属する隣接セルの受
信レベルを表す。
【００６６】
　数式（４）が成立する場合には（Ｓ４；Ｙｅｓ）、移行先セル選択部５は、ｍａｘ（Ｌ
ｉ（１））に対応する隣接セルを移行先として選択し、セル移行部６に対して当該セルへ
の移行を指示する。次処理では、セルの移行を指示されたセル移行部６が、Ｓ４で選択さ
れたセルに移動局１を移行させる（Ｓ６）。移行の完了を以って一連のセル移行判定処理
は終了する。
　これに対して、数式（４）が成立しない場合には（Ｓ４；Ｎｏ）Ｓ５の処理に移行する
。
【００６７】
　Ｓ５では、移行先セル選択部５は、在圏セルの受信レベルと、在圏セルと同じく非優先
セルクラスに属する隣接セルの受信レベルとの比較を行い、当該比較結果に基づいて移行
先セルを選択する。すなわち、移行先セル選択部５は、以下の数式（５）、（６）を用い
て移行先セルを選択する。
　ｍａｘ（Ｌｉ（２））＝ｍａｘ（Ｌ２１，Ｌ２２）　…　（５）
　ｍａｘ（Ｌｉ（２））＞Ｌ０＋△Ｌ（２）　…　（６）
【００６８】
　ここで、ｍａｘ（引数１、引数２、…）は、引数１、引数２、…の中で最大の引数を返
す関数を表す。また、Ｌ０は在圏セルの受信レベルを表し、上述した様に△Ｌ（２）は第
２移行判定レベル差を表す。更に、Ｌｉ（２）は、非優先セルクラスに属する隣接セルの
受信レベルを表す。
【００６９】
　上記判定の結果、数式（６）が成立する場合には（Ｓ５；Ｙｅｓ）、移行先セル選択部
５は、ｍａｘ（Ｌｉ（２））に対応する隣接セルを移行先として選択し、セル移行部６に
対して当該セルへの移行を指示する。Ｓ６では、セルの移行を指示されたセル移行部６が
、Ｓ５で選択されたセルに移動局１を移行させる。移行の完了を以って一連のセル移行判
定処理は終了する。
　これに対して、数式（６）が成立しない場合には（Ｓ５；Ｎｏ）、セルの移行は実行さ
れずにセル移行判定処理を終了する。
【００７０】
　次に、Ｓ３における判定処理の結果、在圏セルが優先セルクラスに属すると判定された
場合に実行される処理について説明する。移行先セル選択部５は、在圏セルの受信レベル
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と、在圏セルと同じく優先セルクラスに属する隣接セルの受信レベルとの比較を行い、当
該比較結果に基づいて移行先セルの選択を行う。
【００７１】
　すなわち、移行先セル選択部５は、下記の数式（７）、（８）を用いて移行先セルを選
択する。
　ｍａｘ（Ｌｉ（１））＝ｍａｘ（Ｌ１１，Ｌ１２，Ｌ１３）　…　（７）
　ｍａｘ（Ｌｉ（１））＞Ｌ０＋△Ｌ（２）　…　（８）
【００７２】
　数式（８）が成立する場合には（Ｓ７；Ｙｅｓ）、移行先セル選択部５は、ｍａｘ（Ｌ
ｉ（１））に対応する隣接セルを移行先として選択し、セル移行部６に対して当該セルへ
の移行を指示する。続いて、セルの移行を指示されたセル移行部６が、Ｓ７で選択された
セルに移動局１を移行させる（Ｓ６）。移行の完了を以って一連のセル移行判定処理は終
了する。
　これに対して、数式（８）が成立しない場合には（Ｓ７；Ｎｏ）Ｓ８の処理に移行する
。
【００７３】
　Ｓ８では、移行先セル選択部５は、在圏セルの受信レベルと、非優先セルクラスに属す
る隣接セルの受信レベルとの比較を行い、当該比較結果に基づいて移行先のセルを選択す
る。すなわち、移行先セル選択部５は、下記の数式（９）、（１０）を用いて移行先セル
の選択を行う。
　ｍａｘ（Ｌｉ（２））＝ｍａｘ（Ｌ２１，Ｌ２２）　…　（９）
　ｍａｘ（Ｌｉ（２））＞Ｌ０＋△Ｌ（３）　…　（１０）
　上述した様に、△Ｌ（３）は第３移行判定レベル差を表す。
【００７４】
　上記判定の結果、数式（１０）が成立する場合には（Ｓ８；Ｙｅｓ）、移行先セル選択
部５は、ｍａｘ（Ｌｉ（２））に対応する隣接セルを移行先として選択し、セル移行部６
に対して当該セルへの移行を指示する。次いで、セルの移行を指示されたセル移行部６が
、Ｓ８で選択されたセルに移動局１を移行させる（Ｓ６）。移行の完了を以って一連のセ
ル移行判定処理は終了する。
　これに対して、数式（１０）が成立しない場合には（Ｓ８；Ｎｏ）、セルの移行は実行
されずにセル移行判定処理を終了する。
【００７５】
　上述した様に、移動通信システム１００によれば、移動局１は、セル移行判定処理を実
行することにより、在圏セルが非優先セルクラスに属する場合と優先セルクラスに属する
場合とで、異なるセル移行条件を採用する。具体的には、在圏セルが非優先セルクラスに
属する場合には移動局１は屋外セルに在圏するので、在圏セルが優先セルクラスに属する
場合と比較して低い移行判定レベル差を使用する。これにより、屋外セルからの移行条件
が緩和され、移動局１が屋外セルを離れる割合が高くなる。換言すれば、在圏セルが優先
セルクラスに属する場合には移動局１は屋内セルに在圏するので、在圏セルが非優先セル
クラスに属する場合と比較して高い移行判定レベル差を使用する。これにより、屋内セル
からの移行条件が厳しくなり、移動局１が屋内セルに留まる割合が高くなる。
【００７６】
　また、移動局１は、在圏セルが何れのセルクラスに属する場合であっても、優先セルク
ラスに属する隣接セルと、非優先セルクラスに属する隣接セルとで、異なるセル移行条件
を採用する。具体的には、優先セルクラスに属する隣接セルは屋内セルであるので、移動
局１は、非優先セルクラスに属する隣接セルと比較して低い移行判定レベル差を移行先セ
ルの選択に際して使用する。これにより、屋内セルへの移行条件が緩和され、移動局１が
屋内セルに移行する割合が高くなる。換言すれば、非優先セルクラスに属する隣接セルは
屋外セルであるので、移動局１は、優先セルクラスに属する隣接セルと比較して高い移行
判定レベル差を使用する。これにより、屋外セルへの移行条件が厳しくなり、移動局１が
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屋外セルに移行する割合を低く抑えることができる。
【００７７】
　つまり、移動局１は、在圏セルを含む周辺環境によって移行先のセルを適応的に変化さ
せる。これにより、より通信安定性の高い隣接セルが移行先セルに選択されることになり
、移動局１は基地局との間で安定した通信を行うことができる。その結果、移動局１は、
低出力で高速な通信を行うことが可能となる。
【００７８】
　ここで、上記セル移行判定処理では、セルクラスが優先・非優先の２種類のみ存在し、
セル種別が屋内セル・屋外セルの２種類のみ存在する場合を想定したが、本発明に係る移
行セル選択技術は、セルクラス及びセル種別がそれぞれＭ（Ｍは３以上の整数）種類に分
類される場合、例えば、セルクラスが優先度１・優先度２・優先度３の３種類に分類され
、セル種別がナノセル・マイクロセル・マクロセルの３種類に分類される場合、にも適用
可能である。図７は、かかる場合を含めて一般化した例としてのセル移行判定処理を示す
フローチャートである。本セル移行判定処理は、図６を参照して説明したセル移行判定処
理と共通するステップを複数含むため、対応するステップには同列のステップ番号（末尾
が同一の番号）を付すと共に、重複するステップの説明は省略する。具体的には、図７に
示すＳ１１，Ｓ１２，Ｓ１６は、それぞれ図６に示したＳ１，Ｓ２，Ｓ６に相当するもの
である。
【００７９】
　以下、当該例に特有のステップについて説明する。
　Ｓ１１及びＳ１２の処理が終了すると、セルクラス判定部４は、Ｍ個のセル種別とＭ個
のセルクラスとが対応付けられたセルクラステーブル（図示せず）を参照すると共に、報
知情報に含まれるセル種別に基づいて、在圏セルが属するセルクラスｋ（ｋは１～Ｍの整
数）を識別する（Ｓ１３）。
【００８０】
　在圏セルのクラスｋは、セルクラス及びセル種別数Ｍを上限とした１以上の整数である
。ここで、ｋの値１が、最も高い優先度を示すものとする。
【００８１】
　Ｓ１４では、セルクラス判定部４は、隣接セルのセルクラスを識別するためのカウンタ
ｎ（ｎは自然数）に初期値として“１”を代入する。
　Ｓ１５では、移行先セル選択部５は、在圏セルの受信レベルと隣接セルの受信レベルと
の比較結果に基づいて移行先セルの選択を行う。具体的には、移行先セル選択部５は、下
記の数式（１１）、（１２）を用いて移行先セルの選択を行う。
　ｍａｘ（Ｌｉ（ｎ））＝ｍａｘ（Ｌｎ１，Ｌｎ２，…，Ｌｎｍ）　…（１１）
　ｍａｘ（Ｌｉ（ｎ））＞Ｌ０＋△Ｌ（ｎｋ）　…（１２）
【００８２】
　ここで、Ｌｎ１～Ｌｎｍは、在圏セルＣ１０に隣接するセルであり、セル種別がセルク
ラスｎに属するセルＣｎ１～Ｃｎｍの受信レベルを表す。この受信レベルには、Ｓ１２で
測定された値が使用される。ｍａｘ（Ｌｉ（ｎ））は、Ｌｎ１～Ｌｎｍの中で最大の受信
レベル値を返す関数である。また、Ｌ０は在圏セルＣ１０の受信レベルを表し、△Ｌ（ｎ
ｋ）はセルクラスｋに在圏セルが属する場合に、在圏セルの受信レベルＬ０と、セルクラ
スｎに属する隣接セルの受信レベルＬｎ１～Ｌｎｍとのレベル比較に用いられる移行判定
レベル差を表す。例えば、セルクラス数がＭの場合、移行判定レベル差は、△Ｌ（１１）
，△Ｌ（１２），…，△Ｌ（１Ｍ），△Ｌ（２１），…，△Ｌ（２Ｍ），…，△Ｌ（ＭＭ
）といった様にＭの２乗個存在することになる。
【００８３】
　例えば、Ｍ＝３の場合には、
　△Ｌ（ＭＭ）＝　－３，３，６、　３，６，９、　６，９，１２
となるので、９個の移行判定レベル差が存在し、計２Ｍ－１段階で移行判定レベル差が設
定されることになる。なお、この移行判定レベル差は、セルの構成などに応じて任意の段
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階に設定可能であることは勿論である。
【００８４】
　また、セルクラス１が最も優先度の高いセルクラスであるとすると、各移行判定レベル
差の間に、
　△（１ｋ）＜△（２ｋ）＜　…　＜△（Ｍｋ）　　…（１３）
　△（ｎ１）＞△（ｎ２）＞　…　＞△（ｎＭ）　　…（１４）
の関係があれば、優先度の高いセルクラスに属するセルへの移行条件が緩和され、優先度
の低いセルクラスに属するセルへの移行条件が厳しいことになる。
　例えば、ｋ＝２，ｎ＝１の場合には、上述した数式（３）、（４）と同等の数式が使用
され、図６のＳ４と同等の処理が実行される。
【００８５】
　Ｓ１５において、数式（１２）が成立する場合には（Ｓ１５；Ｙｅｓ）、移行先セル選
択部５は、ｍａｘ（Ｌｉ（ｎ））に対応する隣接セルを移行先として選択し、セル移行部
６に対して当該セルへの移行を指示する。次処理では、セルの移行を指示されたセル移行
部６が、Ｓ１５で選択された隣接セルに移動局１を移行させる（Ｓ１６）。移行の完了を
以って一連のセル移行判定処理は終了する。
　これに対して、数式（１２）が成立しない場合には（Ｓ１５；Ｎｏ）、以下に説明する
Ｓ１７の処理に移行する。
【００８６】
　Ｓ１７では、セルクラス判定部４は、ｎ＝Ｍであるか否か、すなわち、移行判定に際し
て使用された隣接セルのセルクラスを識別するためのカウンタｎが、セルクラス数Ｍに到
達したか否かを判定する。当該判定の結果、ｎがＭに達した場合には（Ｓ１７；Ｙｅｓ）
、移動局１は、在圏セルＣ１０からのセル移行を行わずに一連のセル移行判定処理を終了
する。
【００８７】
　一方、Ｓ１７における判定の結果、依然としてｎがＭに到達していない場合、つまりｎ
＜Ｍである場合には（Ｓ１７；Ｎｏ）、Ｓ１８に移行する。Ｓ１８では、セルクラス判定
部４は、現在のカウンタｎに１を加算してｎ＝ｎ＋１とする。当該処理の終了後、Ｓ１５
に戻り、Ｓ１５以降の処理が再び実行される。
【００８８】
　すなわち、前回のＳ１５の処理において、セルクラスｎに属する隣接セルＣｎ１～Ｃｎ
ｍの中に移行先セルが選択されなかったため、新たにＳ１５において、セルクラスｎより
も優先度の低いセルクラス（ｎ＋１）に属する隣接セルＣ（ｎ＋１）１～Ｃ（ｎ＋１）ｍ
の中から移行先セルの選択を試みる。
【００８９】
　Ｓ１５～Ｓ１８の一連の処理が繰り返し実行されることにより、移動局１が移行先セル
の選択に使用する移行判定レベル差△Ｌ（ｎｋ）は、隣接セルのセルクラスを識別するカ
ウンタｎがセルクラス及びセル種別の数Ｍに達するまで、順次、△Ｌ（１ｋ），△Ｌ（２
ｋ），…，△Ｌ（Ｍｋ）に更新される。また、移行判定レベル差△Ｌ（ｎｋ）には、カウ
ンタｎが同一であっても、在圏セルＣ１０が属するセルクラスｋによって異なる値が設定
される。したがって、移動局１は、在圏セルＣ１０のセルクラスｋに応じて、セルの移行
条件を適宜変更することができる。また、上述した様にセルクラスｋはセル種別に基づい
て設定される。したがって、本例の様にセルクラスが３以上に分類される場合にも、在圏
セルＣ１０のセル種別に応じてセルの移行条件を変更することが可能となる。
【００９０】
　図６を参照して説明したセル移行判定処理では、移動局１は、優先セルクラスに属する
屋内セルを、非優先セルクラスに属する屋外セルに優先させて、セルを移行するものとし
たが、この様なセル移行判定処理では、異なるセルクラスに属するセル間（例えば、屋内
セルと屋外セル間）のセル移行が頻繁に行われることが懸念される。かかる懸念は、例え
ば、移動局１が在圏セルの縁端部近傍を高速に移動する場合に特に健著である。以下、屋
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内セルを優先セルクラスに分類し屋外セルを非優先セルクラスに分類した場合に、セルの
移行頻度が過度に高まる状況を想定し、その解決手段について説明する。
【００９１】
　図８は、移動局１が上記例とは異なるセル内に位置する移動通信システムの構成を概略
的に示す図である。図８に示す様に、基地局Ｂ３１は屋外セルＣ３１を形成し、基地局Ｂ
４１，Ｂ４２，Ｂ４３は、屋内セルＣ４１，Ｃ４２，Ｃ４３をそれぞれ形成する。図８で
は、屋内セルを破線で表し、屋外セルを一点鎖線で表す。本実施の形態では、移動局１は
、少なくとも屋外セルＣ３１に在圏し、屋外セルＣ３１の縁端部付近にて、実線矢印Ｙ１
に示す経路を通って位置Ａと位置Ｂとの間を往復する。
【００９２】
　上記状況下において、移動局１の位置に応じて、各基地局からの受信レベルが変動する
様子を図９に示す。図９では、移動局１の位置が横軸に規定され、移動局１の位置に応じ
た基地局Ｂ３１，Ｂ４１～Ｂ４３からの受信レベルが縦軸に規定されている。Ｌ３１，Ｌ
４１～Ｌ４３に示す実線は、基地局Ｂ３１，Ｂ４１～Ｂ４３からの受信レベルが移動局１
の変位と共に変動する様子をそれぞれ表す。移動局１は、屋外セルＣ３１に常時在圏する
のに対して、屋内セルＣ４１～Ｃ４３の各セルを出入りするため、受信レベルＬ３１の変
動幅は小さく、Ｌ４１～Ｌ４３の変動幅は大きい。
【００９３】
　したがって、屋内セルは優先セルクラスに属し、屋外セルは非優先セルクラスに属する
ものとして、上述したセル移行判定処理を移動局１が実行すると、図８及び図９に示すＰ
１～Ｐ６の計６箇所においてセルの移行が行われる。このような高頻度のセル移行は、回
線品質の劣化やシステムの制御負荷の増大を招き、移動局と基地局との間における安定し
た通信を妨げる恐れがある。そこで、必要に応じて、何らかの手段でセルの移行頻度を抑
制することが望まれる。
【００９４】
　図９を参照すると、セルの移行は、受信レベルＬ３１と受信レベルＬ４１～Ｌ４３との
大小関係が頻繁に変わることに起因して発生することが予見される。このため、セル移行
の頻度を抑制するには、セル移行要否の判断基準となる受信レベルＬ３１の閾値を大きく
とることが有効である。破線に示す受信レベルＬ３１＋△Ｌ（３）を閾値にとることによ
り、受信レベルＬ４１～Ｌ４３の急激な変動に拘わらず、閾値が受信レベルＬ４１～Ｌ４
３を常に上回ることになり、この場合、移動局１が位置Ａ，Ｂ間を移動する過程において
セルの移行が行われることはない。
【００９５】
　上記閾値としての受信レベルを大きくとるためには、例えば、セルクラスを逆転する手
法が考えられる。すなわち、図４（ｂ）に示したセルクラステーブル４１の様に、屋内セ
ルを非優先セルクラスに分類し屋外セルを優先セルクラスに分類することにより、セルＣ
３１からセルＣ４１～Ｃ４３の何れかのセルへの移行判定に使用される移行判定レベル差
が△Ｌ（１）から△Ｌ（３）に変更される。既述の様に△Ｌ（３）＞△Ｌ（１）であるの
で、Ｌ３１＋△Ｌ（３）は、Ｌ３１＋△Ｌ（１）よりも大きい値となり、セルの移行頻度
は低減される。
【００９６】
　以下、高頻度なセル移行を抑制するための処理の一例として、移動局１により実行され
るセルクラス切替処理について、図１０を参照して説明する。
　動作説明の前提として、セルクラス切替処理は、上述したセル移行判定処理とは独立し
た処理であるが、セル移行判定処理と並行して実行されることも勿論可能である。セルク
ラス切替処理は、移動局１の起動を契機として開始される。
【００９７】
　まず、セル移行回数計数部７は、セルの移行回数Ｎに初期値として“０”を代入するこ
とにより、セルの移行回数を初期化及び保持する（Ｔ１）。
　セル移行回数計数部７は、セル移行通知の入力を常時監視しており、セル移行部６から



(16) JP 4299082 B2 2009.7.22

10

20

30

40

50

のセル移行通知の入力を検知すると、当該セル移行通知を基に、異なるセルクラスに属す
るセル間を移動局１が移行したか否かを判定する（Ｔ２）。
【００９８】
　当該判定の結果、上記セル移行があった場合（Ｔ２；Ｙｅｓ）には、セル移行回数計数
部７は、セルの移行回数に数値“１”を加算し、Ｎ＝Ｎ＋１とする（Ｔ３）。
　Ｔ４では、セル移行回数計数部７は、現時点におけるセルの移行回数Ｎと、セル移行回
数閾値Ｎthとの大小関係を比較する。比較の結果、Ｎ＞Ｎthを満たす場合（Ｔ４；Ｙｅｓ
）にはＴ５に移行し、セルクラス切替部８は、セルクラス領域４１ｂに現在格納されてい
るセルクラスを切り替える。具体的には、屋内セルのセル種別に対応するセルクラスとし
て非優先セルクラスを設定し、屋外セルのセル種別に対応するセルクラスとして優先セル
クラスを設定する。
【００９９】
　一方、Ｔ４における比較の結果、Ｎ＞Ｎthを満たさない場合（Ｔ４；Ｎｏ）には、依然
として、セルの移行はセルクラスの切替えが必要なほど高い頻度で行われていないものと
判断され、Ｔ２に戻る。そして、セル移行回数計数部７は、ＮがＮthを超えるまでＴ２～
Ｔ４の処理を繰り返し実行する。
　セルの移行回数Ｎがセル移行回数閾値Ｎthを上回り、Ｔ５に示したセルクラスの切替え
が完了すると、Ｔ１に移行してセルの移行回数Ｎが再び初期化され、Ｔ１以降の処理が繰
り返し実行される。
【０１００】
　各セルＣ３１，Ｃ４１～Ｃ４３の属するセルクラスが逆転されると、移動局１の在圏セ
ルＣ３１は優先セルクラスに属し、移動局１の隣接セルＣ４１～Ｃ４３は非優先セルクラ
スに属することになる。したがって、セル移行判定処理の実行にあたり、図８の移動局１
が受信レベルを比較する際の移行判定レベル差として△Ｌ（３）が使用される（図６のＳ
８参照）。セルクラスの逆転が仮に行われない場合には△Ｌ（１）が継続して使用される
が、△Ｌ（３）＞△Ｌ（１）であるので、セルクラスの逆転によりセルの移行条件が厳し
くなり、隣接セルＣ４１～Ｃ４３の受信レベルの経時的変動に伴うセル移行頻度は減少す
る。
【０１０１】
　上述した様に、移動通信システム１００において好適には、移動局１は、セル移行に伴
って在圏セルのセルクラスが変わった回数を履歴的にカウントし、セルクラスの異なるセ
ル間の移行が頻繁に行われていると判断した場合には、セル種別とセルクラスとの対応関
係を逆転させる。この様に、移動局１の移動状態や周辺環境に応じてセルクラスの分類を
自律的に切り替えることにより、セル移行適否の判断基準となる受信レベル閾値を大きく
とることができる。これにより、セルの移行頻度が抑制される。その結果、セル移行に伴
うデータ転送の中断が低減又は抑止されシステムのスループットが向上すると共に、セル
移行に伴う制御負荷を低減することが可能となる。
【０１０２】
　なお、本実施形態に記載の態様は、本発明に係る移動通信システムの好適な一例であり
、本発明は上記態様に限定されるものではない。
　例えば、セル移行回数の初期化（図１０のＴ１参照）と同時にタイマＴ０１（図示せず
）を起動し、タイマＴ０１の示す経過時間が所定時間（例えば１０分程度）に到達した時
点で、その時点でのセル移行カウンタＮの値に拘わらず、セル移行カウンタＮを初期化し
てもよい。この処理により、異なるセルクラスに属するセル間のセル移行回数が上記所定
時間内に閾値Ｎthを超えた場合に、セルクラスを逆転する条件を限定することができる。
したがって、より精確に算定されたセル移行頻度に基づくセル移行判定の実行が可能とな
る。かかる条件設定は、移動局１が同一経路を高速に往復移動する場合に適用することが
特に効果的である。
【０１０３】
　更に、セル種別とセルクラスとの対応関係が初期設定から切り替えられた時点（図１０
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のＴ５参照）でタイマＴ０２（図示せず）を起動し、タイマＴ０２の経過時間が所定時間
（例えば５分程度）に達するまで上記初期設定と異なる対応関係が継続された場合には、
当該対応関係を強制的に初期設定に戻すものとしてもよい。これにより、セルクラスが一
旦切り替えられた後にセル移行の頻度が以前より低減した場合に、初期設定の対応関係を
セル移行の判定に再び用いることができる。その結果、初期設定と異なる対応関係を使用
する必要性が低いときにまで、かかる対応関係が継続使用されることを防止できる。
【０１０４】
　（第２の実施形態）
　続いて、図１１～図１４を参照して、本発明の第２の実施形態について説明する。第２
の実施形態における移動通信システムは、第１の実施形態における移動通信システムと共
通する構成要素、処理内容を含むので、上述した第１の実施形態との差異について詳述す
る。
【０１０５】
　すなわち、第１の実施形態におけるセル選択技術においては、セル形態の１つとして、
移動セルが存在することを考慮しなかった。移動セルとは、電車やバスなどの移動体によ
り構成され、移動通信システム内を移動しても、その構成を保ったまま、当該セル内の移
動局と移動通信システムとの間の通信を継続することのできる機構を持つセルである。移
動セルは、外部の基地局（屋外セル及び屋内セル）と無線回線を介して通信し、移動セル
内の移動局は、移動セル上に設置された中継ノードを介して移動通信システムに接続する
。
【０１０６】
　このように、移動局が外部基地局に直接接続せずに、移動セルを利用して接続すること
で、省電力で安定した通信品質を得られるという利点がある。したがって、在圏セル若し
くは隣接セルが移動セルである場合には、上述した移動セルの特性上、第１の実施形態に
おける屋内セルや屋外セルとは異なったセル選択方法が必要となるものと考えられる。第
２の実施形態における移動通信システムは、これを実現するものである。
【０１０７】
　詳細なシステム構成については後述するが、本実施の形態における主要な特徴は、移動
局の在圏セル及び隣接セルの種別に応じてセル移行条件を変更すること、及び、在圏セル
のセル種別に応じてセル種別間の選択優先度を変更することにある。すなわち、本移動通
信システムは、在圏セルが屋内セル、屋外セル、移動セルの何れであるかによって、セル
移行条件を可変的に決定する。また、隣接セルが屋内セル、屋外セル、移動セルの何れで
あるかによっても、セル移行条件は可変的に決定される。更に、本システムは、移動局の
在圏セルの種別に応じて、何れのセル種別の隣接セルへの移行判定処理を優先的に実行す
るかを決定する。
【０１０８】
　図１１は、第２の実施の形態における移動通信システムの構成を示す概念図である。図
１１に示す様に、移動通信システム２００は、移動局１１と、基地局Ｂ５１，Ｂ５２と、
基地局Ｂ６１～Ｂ６３と、移動基地局Ｂ７１，Ｂ７２とを備えて構成されている。屋外セ
ルとしては、屋外基地局Ｂ５１，Ｂ５２によってそれぞれ形成される屋外セルＣ５１，Ｃ
５２が存在し、屋内セルとしては、屋内基地局Ｂ６１～Ｂ６３によってそれぞれ形成され
る屋内セルＣ６１～Ｃ６３が存在する。
【０１０９】
　移動基地局Ｂ７１，Ｂ７２は、外部基地局Ｂ５１，Ｂ５２，Ｂ６１～Ｂ６３に接続する
ための無線装置Ｍ７１，Ｍ７２をそれぞれ備える。また、移動基地局Ｂ７１，Ｂ７２は、
移動セルＣ７１，Ｃ７２を形成するための無線装置Ｗ７１，Ｗ７２をそれぞれ備える。図
１１においては、移動局１１及び移動基地局Ｂ７１は、基地局Ｂ５１により形成される屋
外セルＣ５１に在圏している。
【０１１０】
　本実施の形態では、移動基地局Ｂ７１，Ｂ７２として電車を想定し、経路Ｒ１，Ｒ２と
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して線路を想定する。移動基地局Ｂ７１は経路Ｒ１上を移動し、移動基地局Ｂ７２は経路
Ｒ２上を移動する。基地局Ｂ５１は、屋外セルＣ５２、屋内セルＣ６１，Ｃ６２、及び移
動セルＣ７１が隣接セルとして存在することを示す情報に加えて、これら各セルが屋内セ
ル、屋外セル、移動セルの何れであるか（セル種別に対応）を識別可能な情報（識別情報
）を移動局１１に通知する。
【０１１１】
　すなわち、基地局Ｂ５１は、自セルＣ５１のセル種別を示す識別情報と、隣接セルＣ５
２が屋外セルであることを示す識別情報と、隣接セルＣ６１，Ｃ６２が屋内セルであるこ
とを示す識別情報と、隣接セルＣ７１が移動セルであることを示す識別情報とを、報知情
報Ｄ１として移動局１１に通知する。
【０１１２】
　ここで、隣接セルとは、セルの一部が重なり合っているセルだけでなく、セルが完全に
重なり合っているセルをも含む。すなわち、図１１において、屋外セルＣ５１の隣接セル
には、セルＣ５２，Ｃ６１のみならず、セルＣ６２，Ｃ７１を含む。また、屋内セルＣ６
２の隣接セルには、セルＣ６１だけでなく、セルＣ５１を含む。
【０１１３】
　なお、基地局Ｂ５１は、自セルＣ５１が屋内セル、屋外セル、移動セルの何れかである
かを示す識別情報を移動局１１に通知し、各隣接セルＣ５２，Ｃ６１，Ｃ６２，Ｃ７１の
セル種別を示す識別情報に関しては、各セルを形成する基地局が通知するものとしてもよ
い。
【０１１４】
　次に、本実施の形態における移動通信システムの主要な構成要素である移動局について
詳説する。図１２は、移動局１１の機能的構成を示すブロック図である。図１２に示す様
に、移動局１１は、検出チャネル絞込部１２（絞込手段に対応）、チャネル検出部１３、
報知情報受信部１４（判定手段に対応）、受信レベル取得部１５（取得手段に対応）、移
行条件選択部１６、移行先セル選択部１７（選択手段に対応）、セル移行部１８とを少な
くとも備える。チャネル検出部１３は、チャネル情報記憶部１３１（記憶手段に対応）を
内部に有する。
【０１１５】
　報知情報受信部１４は、移動局１１の在圏セルＣ５１を形成する基地局Ｂ５１から、無
線チャネル及びチャネル検出部１３を経由して報知情報Ｄ１を受信する。報知情報Ｄ１に
は、セルＣ５１のセル種別を示す識別情報はもとより、セルＣ５１に隣接するセルＣ５２
，Ｃ６１，Ｃ６２，Ｃ７１のセル種別を示す識別情報が含まれている。報知情報受信部１
４は、これらの識別情報を基に、各セルのセル種別を判定する。なお、報知情報受信部１
４は、報知情報Ｄ１に頼らずに、チャネル情報記憶部１３１に予め記憶されている情報を
基に、セルＣ５１，Ｃ５２，Ｃ６１，Ｃ６２，Ｃ７１のセル種別を判定してもよい。
【０１１６】
　チャネル検出部１３のチャネル情報記憶部１３１には、複数の無線チャネルに関する情
報が記憶されている。チャネル検出部１３は、チャネル情報記憶部１３１に記憶されてい
る情報を基にチャネルを検出する。この際、検出チャネル絞込部１２において、受信レベ
ルの測定対象となるチャネル（検出チャネル）の絞込みを行い、その結果をチャネル検出
部１３に通知することもできる。これにより、チャネル検出部１３が、１若しくは限られ
た複数のチャネルのみを検出することを可能とする。
【０１１７】
　受信レベル取得部１５は、チャネル検出部１３により検出された、各セルＣ５１，Ｃ６
１，Ｃ６２，Ｃ７３の受信レベルを測定する。これにより、移動局１１は、自局が移行可
能な全てのセルに関する受信レベルを取得する。
【０１１８】
　移行条件選択部１６は、報知情報受信部１４から通知される在圏セルＣ５１及び隣接セ
ルＣ６１，Ｃ６２，Ｃ７３のセル種別を基に移行条件を選択し、選択された移行条件を移
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行先セル選択部１７に通知する。
【０１１９】
　移行先セル選択部１７では、受信レベル取得部１５により取得された各セルの受信レベ
ルと、移行条件選択部１６により選択された移行条件とに基づいて、移動局１１にとって
最適の移行先セルを選択する。ここで、移行先セルの選択には、セル移行の適否自体の判
定を含み、移行先セルが選択された場合であっても、必ずしもそのセルへの移行が実行さ
れるとは限らない。
【０１２０】
　本実施の形態におけるセル種別とセル移行条件との対応関係の一例を図１３に示す。図
１３において、実線矢印Ｅ１１～Ｅ３３は、在圏セルから隣接セルへの移行条件を示して
いる。また、矢印の始点は在圏セルの種別、矢印の終点は隣接セルの種別を表す。移行条
件Ｅ１１～Ｅ３３は、移行条件選択部１６に保持されており、報知情報受信部１４から通
知される在圏セル及び隣接セルの種別に基づいて選択される。選択された移行条件は、移
行先セル選択部１７に通知される。
【０１２１】
　図１４は、セル種別に応じた移行条件の詳細内容、各セル種別間の選択優先度、及びこ
れらの対応関係を示す図である。図１４に示す様に、移行条件Ｅ１１～Ｅ３２が、３種類
の移行条件に対応付けられている、すなわち、移行条件Ｅ２１，Ｅ３１，Ｅ３２としては
、「在圏セルの受信レベルが所定の閾値を下回った際に、所定の受信レベルを満たす隣接
セルの内、受信レベルの最も高い隣接セルを移行先セルに選択する。」なる条件が設定さ
れている。また、移行条件Ｅ１１，Ｅ２２としては、「在圏セルとの受信レベルの差が所
定のヒステリシスを超え、且つ、受信レベルの最も高い隣接セルを移行先セルに選択する
。」なる条件が設定されている。更に、移行条件Ｅ１２，Ｅ１３，Ｅ２３としては、「在
圏セルの受信レベルに関わらず、受信レベルの高い状態が所定の時間継続した隣接セルを
移行先セルに選択する。」なる条件が設定されている。
【０１２２】
　なお、Ｅ３３の移行条件には、「移動セル間の移行セルは行わない。」という条件が設
定されている。これは、以下に説明する第１若しくは第２の手法によって実現される。第
１の手法とは、図１１において、仮に、移動局１１が移動セルＣ７１に在圏している場合
に、移動セルＣ７２が屋外セルＣ５１の範囲内に移動したことに伴い、移動セルＣ７２が
移動セルＣ７１の隣接セルとなった場合であっても、移動セルＣ７１を形成する無線装置
Ｗ７１が、移動セルＣ７２を隣接セルとして移動局１１に通知しない手法である。第２の
手法とは、移動セルＣ７１に在圏する移動局１１が、チャネル検出対象のセルとして移動
セルＣ７２を選択しない手法である。
【０１２３】
　続いて、セル種別に応じて上述した移行条件が設定されることにより、移動局１１が通
信に最適なセルを選択可能となる理由を以下に説明する。
（１）在圏セルが屋外セル、隣接セルが屋外セルの場合における移行条件Ｅ１１を「在圏
セルとの受信レベルの差が所定のヒステリシスを超え、且つ、受信レベルの最も高い隣接
セルを移行先セルとする移行条件」とする理由は、以下の通りである。この場合、在圏セ
ル、隣接セルのセル種別は同一であり、従来の移動通信システムの形態となんら変わりは
ない。したがって、本実施の形態においても、従来の移動通信システムにて広く用いられ
ているセル移行条件を適用するだけでよい。すなわち、移動局１１の移行先セル選択部１
７は、在圏する屋外セルとの受信レベル差が所定のヒステリシス（例えば、６ｄＢ）を超
え、且つ隣接する屋外セルの内、受信レベルの最も高いセルを移行先として選択する。
【０１２４】
（２）在圏セルが屋外セル、隣接セルが屋内セルの場合における移行条件Ｅ１２を「在圏
セルの受信レベルに関わらず、受信レベルの高い状態が一定時間継続した隣接セルを移行
先セルとする移行条件」とする理由は、以下の通りである。すなわち、屋内セルの基地局
は、屋外セルの基地局と比較して送信出力が小さいため、屋内セルは、屋外セルと比べて
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、そのセル半径が小さいことが予想される。また、屋内セルは、屋外セルと比較して高速
な通信が可能である。そこで、在圏する屋外セルの品質に関わらず、屋内セルの品質が一
定の値以上であれば、屋内セルに移行して通信した方が、高速な通信を期待できる。但し
、屋外セルに在圏しながら移動している移動局１１が、受信レベルの高い隣接セルを検知
したとしても、その隣接セルの範囲を直ぐに通過してしまうことも充分に考えられる。そ
こで、移動局１１の移行先セル選択部１７は、在圏する屋外セルと隣接する屋内セルとの
レベル差に関わらず、受信レベルの高い状態（例えば、信号対干渉雑音電力比が３ｄＢ以
上）が所定時間（例えば５秒）継続した隣接の屋内セルを移行先に選択する。これにより
、移動局１１は、屋内セルの範囲に一定時間留まった場合にのみ屋内セルに移行し、屋外
セルと屋内セルとの間を頻繁に移行することを防ぐことができる。その結果、高頻度なセ
ル移行に起因してデータ転送の中断が生じ、データ転送速度が低下することを防ぐことが
できる。
【０１２５】
（３）在圏セルが屋外セル、隣接セルが移動セルの場合における移行条件Ｅ１３を「在圏
セルの受信レベルに関わらず、受信レベルの高い状態が一定時間継続した隣接セルを移行
先セルとする移行条件」とする理由は、以下の通りである。まず、移動セルは、その性質
上、常に特定の場所に位置するわけではない。したがって、屋外セル又は屋内セルに在圏
する移動局１１が移動していなくても、移動セルがその近傍を通り過ぎることにより、移
動セルの方が在圏セルよりも受信レベルが瞬間的に高い状態となることも充分に考え得る
。また、このときの屋外セルと移動セルとのレベル差は、移動局１１の位置によって異な
ってくる。なお、移動局１１が移動セルに移行するのに適した状況としては、例えば、人
（移動局１１）が駅のホームで電車（移動セル）を待っていて、乗りたい電車がホームに
到着し、人が電車に乗り込んだとき、などが想定される。そこで、移動局１１の移行先セ
ル選択部１７は、在圏する屋外セルと隣接する移動セルとのレベル差に関わらず、受信レ
ベルの高い状態（例えば、信号対干渉雑音電力比が３ｄＢ以上）が所定時間（例えば１０
秒）継続した移動セルを移行先セルとして選択する。これにより、移動局１１は、移動セ
ル内に所定時間以上の間継続して留まって初めて移動セルに移行することになり、移動局
１１の付近を単に通過するだけの移動セルに移行してしまうことを防ぐことができる。そ
の結果、高頻度なセル移行に起因してデータ転送の中断が生じ、データ転送速度が低下す
ることを防ぐことができる。
【０１２６】
（４）在圏セルが屋内セル、隣接セルが屋外セルの場合における移行条件Ｅ２１を「在圏
セルの受信レベルが所定の値を下回った際に、所定の受信レベルを満たす隣接セルの内、
受信レベルの最も高い隣接セルを移行先セルとする移行条件」とする理由は、以下の通り
である。すなわち、屋内セルは屋外セルと比較して半径が小さく、屋内環境は屋外環境に
比べて外乱要因が少ないため、屋内セルでは、良好な通信品質を安定して確保できると考
えられる。そこで、移動局１１の移行先セル選択部１７は、在圏する屋内セルの受信レベ
ルが所定の閾値（例えば、信号対干渉雑音電力比が３ｄＢ）を下回った場合にのみ、所定
の受信レベル（例えば、信号対干渉雑音電力比が５ｄＢ）を満たす隣接屋外セルの内、受
信レベルの最も高いセルを移行先セルに選択する。このように、後述する移行条件Ｅ２１
（在圏セル、隣接セル共に屋内セルの場合）と比較して移行条件を厳しく設定することに
より、屋内セルから屋外セルへの頻繁な移行を防ぐことができる。
【０１２７】
（５）在圏セルが屋内セル、隣接セルが屋内セルの場合における移行条件Ｅ２２を「在圏
セルとの受信レベルの差が所定のヒステリシスを超え、且つ、受信レベルの最も高い隣接
セルを移行先セルとする移行条件」とする理由は、以下の通りである。この場合、在圏セ
ルと隣接セルとのセル種別は同一であり、従来の移動通信システムの形態となんら変わり
はないので、従来の移動通信システムにおいて広く用いられているセル移行条件を適用す
るのが好適である。すなわち、移動局１１の移行先セル選択部１７は、在圏する屋内セル
との受信レベル差が所定のヒステリシス（例えば６ｄＢ）を超える、隣接する屋内セルの
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内、受信レベルの最も高いセルを移行先に選択する。
【０１２８】
（６）在圏セルが屋内セル、隣接セルが移動セルの場合における移行条件Ｅ２３を「在圏
セルの受信レベルに関わらず、受信レベルの高い状態が一定時間継続した隣接セルを移行
先セルとする移行条件」とする理由は、以下の通りである。まず、移動セルは、その性質
上、常に特定の場所に位置するわけではない。したがって、屋外セル又は屋内セルに在圏
する移動局１１が移動していなくても、移動セルがその近傍を通り過ぎることにより、移
動セルの方が在圏セルよりも受信レベルが瞬間的に高い状態となることも充分に考えられ
る。また、このときの屋内セルと移動セルとのレベル差は、移動局１１の位置によって異
なってくる。なお、移動局１１が移動セルに移行するのに適した状況としては、例えば、
人（移動局１１）が駅のホーム（例えば、地下鉄のホームの様に屋外基地局でセルを形成
できないような場合には、ホームは屋内セルのセル範囲となる。）で電車（移動セル）を
待っていて、乗りたい電車がホームに到着し、人が電車に乗り込んだとき、などが想定さ
れる。そこで、移動局１１の移行先セル選択部１７は、在圏する屋外セルと隣接する移動
セルとのレベル差に関わらず、受信レベルの高い状態（例えば、信号対干渉雑音電力比が
３ｄＢ以上）が所定時間（例えば１０秒）継続した移動セルを移行先セルとして選択する
。これにより、移動局１１は、移動セル内に所定時間以上留まって初めて移動セルに移行
することになり、移動局１１の付近を単に通過するだけの移動セルに移行してしまうこと
を防ぐことができる。その結果、過度に高頻度なセル移行に起因する、データ転送の中断
ひいてはデータ転送速度の低下を防ぐことができる。
【０１２９】
（７）在圏セルが移動セル、隣接セルが屋外セルの場合における移行条件Ｅ３１を「在圏
セルの受信レベルが所定の第１閾値を下回った際に、所定の受信レベルを満たす隣接セル
の内、受信レベルの最も高い隣接セルを移行先セルとする移行条件」とする理由は、以下
の通りである。すなわち、移動セルは、その性質上、常に特定の場所に位置するわけでは
ない。このため、移動セルが移動することによって、移動セル内の移動局１１が受信する
隣接セルからの信号の受信レベルは、時々刻々と変化する。また、移動セル内の移動局１
１が移動セル内を高速で移動する状況は、現実的には考え難く、移動セル内の移動局１１
が受信する在圏セルからの信号の受信レベルは殆ど変化しないことが予想される。したが
って、移動セル内の移動局１１がセル移行を行う契機は、在圏する移動セルの受信レベル
が劣化する時点、つまり、移動セル内から移動セル外への移動時（例えば、電車から降り
る時など）とした方が望ましいと考えられる。そこで、在圏する移動セルの受信レベルが
所定の閾値（例えば、信号対干渉雑音電力比が３ｄＢ）を下回った場合にのみ、移動局１
１の移行先セル選択部１７は、所定の受信レベル（例えば、信号対干渉雑音電力比が５ｄ
Ｂ）を満たす隣接屋外セルの内、受信レベルの最も高いセルを移行先セルに選択する。こ
れにより、移動セルが移動している間に、隣接する屋外セルや屋内セルからの信号の受信
レベルが経時的に変化した場合であっても、移動セル内の移動局１１が隣接セルに移行す
ることを防ぐことができる。
【０１３０】
（８）在圏セルが移動セル、隣接セルが屋内セルの場合における移行条件Ｅ３２を「在圏
セルの受信レベルが所定の第１閾値を下回った際に、所定の受信レベルを満たす隣接セル
の内、受信レベルの最も高い隣接セルを移行先セルとする移行条件」とする理由は、以下
の通りである。すなわち、移動セルは、その性質上、常に特定の場所に位置するわけでは
ないので、移動セルが移動することによって、移動セル内の移動局１１が受信する隣接セ
ルからの信号の受信レベルは、時々刻々と変化していく。また、移動セル内の移動局１１
が移動セル内を高速で移動する状況は、現実的には考え難く、移動セル内の移動局１１が
受信する在圏セルからの信号の受信レベルは殆ど変化しないことが予想される。したがっ
て、移動セル内の移動局１１がセル移行を行う契機としては、在圏する移動セルの受信レ
ベルが劣化する時、つまり、移動セル内から移動セル外への移動時（例えば、電車から降
りる時など）とすることが望ましいと考えられる。そこで、在圏する移動セルの受信レベ
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ルが所定の閾値（例えば、信号対干渉雑音電力比が３ｄＢ）を下回った場合にのみ、移動
局１１の移行先セル選択部１７は、所定の受信レベル（例えば、信号対干渉雑音電力比が
５ｄＢ）を満たす隣接屋外セルの内、受信レベルの最も高いセルを移行先セルに選択する
。これにより、移動セルが移動している間に、隣接する屋外セルや屋内セルからの信号の
受信レベルが経時的に変化したとしても、移動セル内の移動局１１が隣接セルに移行する
ことを防ぐことができる。
【０１３１】
（９）在圏セルが移動セル、隣接セルが移動セルの場合における移行条件Ｅ３３を「移動
セル間のセル移行を行わない」とする理由は、以下の通りである。移行条件Ｅ３３を設定
する理由は以下の通りである。移動セル（電車）から他の移動セル（電車）に移動局１１
（人）が移動する様な状況は、例えば、駅のホームで、人が電車を乗り換える場合に生じ
得る。しかし、すれ違う移動セル間を移動局１１が移動するようなことは考えられないこ
とから、移動セル間の受信レベルの差を基準としたセル移行動作は望ましくない。そこで
、上述した様に、かかる場合には、移動セル間のセル移行は行わないものとする。これは
、隣接セルである他の移動セルの情報を移動セルが移動局１１に通知しない、若しくは、
移動セルに在圏する移動局１１が他の移動セルをチャネル検出の対象としない、という何
れかの手法によって実現することができる。
【０１３２】
　更に、図１４を参照すると、セル移行判定処理を行う順序の優先度が隣接セル種別毎に
異なっている。図１４に従えば、例えば在圏セルが屋外セルである場合、まず移動局１１
は、優先度が１位の屋内セルへの移行判定を行う。その結果、屋内セルへの移行判定で候
補となるセルが存在しない場合には、移動局１１は、優先度が２位の移動セルへの移行判
定処理を実行する。更に、移動セルへの移行判定でも候補となるセルが存在しない場合に
は、移動局１１は、最後の移行判定処理として、隣接する屋外セルへの移行判定処理を実
行する。在圏セルが屋内セルである場合にも、同様の優先順位でセルの移行判定が行われ
る。
【０１３３】
　以上説明したように、第２の実施形態における移動通信システム２００によれば、移動
局１１は、在圏セルと隣接セルとの種別に応じてセルの移行条件を適宜変更すること、在
圏セルの種別に応じて移行先の隣接セルの優先度を適宜変更する。これにより、移動局１
１は、自らの通信に最適なセルを移行先のセルに選択することを可能とする。
【０１３４】
　なお、本実施の形態に記載の態様、特に、セル種別と移行条件及び優先度との対応関係
は、本発明に係る移動通信システムの好適な一例であり、本発明は上記態様に限定される
ものではない。
　例えば、上記第２の実施形態では、全てのセルにおいて同一の無線通信方式が使用され
る態様を想定したが、本発明に係るセル選択技術は、セルによって異なる無線通信方式が
使用される場合にも適用可能である。すなわち、本発明に係るセル選択技術は、屋外セル
Ｃ５１，Ｃ５２及び屋内セルＣ６１，Ｃ６２，Ｃ６３では無線通信方式Ｐ（例えばＣＤＭ
Ａ）が使用され、移動セルＣ７１，Ｃ７２では無線通信方式Ｑ（例えばＯＦＤＭ）が使用
される場合にも適用可能である。
【０１３５】
　以下、かかる態様に特有の処理について、図１１及び図１２を再び参照して説明する。
基地局Ｂ５１は、屋外セルＣ５２、屋内セルＣ６１，Ｃ６２、及び移動セルＣ７１が隣接
セルとして存在するという情報に加えて、各セルが屋内セル、屋外セル、移動セルの何れ
であるか（セル種別に対応）を識別可能な情報（識別情報）と、使用する無線通信方式が
何であるかを示す物理層に関する情報（物理層情報）とを移動局１１に送信する。
【０１３６】
　すなわち、基地局Ｂ５１は、自セルＣ５１のセル種別を示す識別情報と、隣接セルＣ５
２が屋外セルであることを示す識別情報と、隣接セルＣ６１，Ｃ６２が屋内セルであるこ
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とを示す識別情報と、隣接セルＣ７１が移動セルであることを示す識別情報と、隣接セル
Ｃ５２，Ｃ６１，Ｃ６２が使用する無線通信方式が無線通信方式Ｐであることを示す物理
層情報と、隣接セルＣ７１が使用する無線通信方式が無線通信方式Ｑであることを示す物
理層情報とを纏めて、報知情報Ｄ１として移動局１１に通知する。
【０１３７】
　移動局１１は、報知情報受信部１４において報知情報Ｄ１を解析することによって、隣
接セルＣ５２，Ｃ６１，Ｃ６２の使用する無線通信方式が無線通信方式Ｐであることと、
隣接セルＣ７１が使用する無線通信方式が無線通信方式Ｑであることとを把握し、これを
チャネル検出部１３及び移行条件選択部１６に通知する。チャネル検出部１３は、無線通
信方式Ｐを用いて隣接セルＣ５２，Ｃ６１，Ｃ６２を検出し、無線通信方式Ｑを用いて隣
接セルＣ３１を検出する。
【０１３８】
　一方、移行条件選択部１６は、屋外セルＣ５２及び屋内セルＣ６１，Ｃ６２が無線通信
方式Ｐを使用していること、及び、隣接セルＣ７１が無線通信方式Ｑを使用していること
を考慮して、セル移行条件Ｅ１１～Ｅ３３の中から最適なセル移行条件を上述の手順で選
択する。これにより、セル種別に応じて異なる無線通信方式が使用される場合においても
、移動局１１は、通信に最適なセルを移行先セルとして選択することができる。
【０１３９】
　ここで、屋内セルとしては、小型送受信機の形成するセルが適用可能である。また、小
型送受信機の形成するセルは、第四世代技術のマイクロセル化、無線ＬＡＮ、ホームネッ
トワーク、アクティブ型無線タグ間ネットワーク等によるセルの多重化や階層化に伴い、
今後増加することが予見される。これに伴い、屋内セルが増加することが見込まれる。し
かし、この場合でも、移動局１１は、全てのセルの受信レベルを取得することなく、検出
チャネル絞込部１２により必要と判断されたセルに関してのみ受信レベルを取得すること
により、セルの選択処理を効率的に行うことができる。
【０１４０】
　上述した第２の実施形態は、以下の様な変形態様を採ることも可能である。すなわち、
移行条件Ｅ１３，Ｅ２３，Ｅ３１，Ｅ３２を、「在圏セルの受信レベルの単位時間当たり
の変動が所定の値を超えた場合、且つ、隣接セルの受信レベルが所定の値以上であった場
合に、隣接セルを移行先セルに選択する移行条件」としてもよい。
　以下、かかる態様において、移行条件Ｅ１３，Ｅ２３，Ｅ３１，Ｅ３２を上記移行条件
とする理由について説明する。
【０１４１】
　例えば、移動局のユーザが駅のホーム（屋内セル又は屋外セル）から電車に乗り込み、
その電車が移動し始めると、移動局の在圏する屋内セル又は屋外セルの受信レベルは急激
に変動する。これに対して、ユーザが乗り込んだ電車内に構成されるセル（この時点では
隣接セルである移動セル）の受信レベルは、所定の値で安定していると予想される。した
がって、移動局が屋内セル又は屋外セルから移動セルへセル移行を行う契機としては、在
圏セルの受信レベルが急激な変動を開始する時、すなわち、乗り込んだ電車が移動し始め
た時とするのが好適である。
【０１４２】
　また、移動局が移動セル内から移動セル外に移動した直後（例えば、ユーザが電車から
駅のホームに降りた後にその電車が再び移動し始めた時など）には、在圏している移動セ
ルの受信レベルは急激に変動するが、ユーザが降り立った駅のホームのセル（この時点で
は隣接セルである屋外セル又は屋内セル）の受信レベルは比較的安定していると予想され
る。したがって、移動局が移動セルから屋内セル又は屋外セルへセル移行を行う契機とし
ては、在圏セルの受信レベルが急激な変動を開始する時、すなわち、降りた電車が再び移
動し始めた時とするのが好適である。
【図面の簡単な説明】
【０１４３】
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【図１】従来のセル選択方法を説明するための構成図である。
【図２】第１の実施形態における移動通信システムの全体構成を概略的に示す図である。
【図３】第１の実施形態における移動局の機能的構成を示すブロック図である。
【図４】図４（ａ）は、セルクラス切替え前におけるセルクラステーブル内部のデータ格
納例を示す図である。図４（ｂ）は、セルクラス切替え後におけるセルクラステーブル内
部のデータ格納例を示す図である。
【図５】移行判定レベル差テーブル内部のデータ格納例を示す図である。
【図６】セル移行判定処理を説明するためのフローチャートである。
【図７】セル移行判定処理を一般化した例を説明するためのフローチャートである。
【図８】移動局によるセル移行頻度の高いセル配置及び移動経路を説明する為の図である
。
【図９】移動局の位置に応じて経時的に変動する、各セルの受信レベルの大小関係を示す
図である。
【図１０】セルクラス切替処理を説明するためのフローチャートである。
【図１１】第２の実施形態における移動通信システムの全体構成を概略的に示す図である
。
【図１２】第２の実施形態における移動局の機能的構成を示すブロック図である。
【図１３】在圏セル及び隣接セルのセル種別とセル移行条件との対応関係を概念的に示す
図である。
【図１４】第２の実施形態におけるセル移行条件、及びセル種別間選択優先度を説明する
ための図である。
【符号の説明】
【０１４４】
　１…移動局、２…報知情報受信部、３…受信レベル取得部、４…セルクラス判定部、５
…移行先セル選択部、６…セル移行部、７…セル移行回数計数部、８…セルクラス切替部
、Ｂ１０，Ｂ３１…移行元基地局、Ｂ１１～Ｂ１３，Ｂ２１～Ｂ２２，Ｂ４１～Ｂ４３…
移行先基地局、Ｃ１０…移行元セル、Ｃ１１～Ｃ１３，Ｃ４１～Ｃ４３…屋内セル、Ｃ２
１～Ｃ２２，Ｃ３１…屋外セル、１００…移動通信システム、１１…移動局、１２…検出
チャネル絞込部、１３…チャネル検出部、１３１…チャネル情報記憶部、１４…報知情報
受信部、１５…受信レベル取得部、１６…移行条件選択部、１７…移行先セル選択部、１
８…セル移行部、Ｂ５１，Ｂ５２…屋外基地局、Ｂ６１～Ｂ６３…屋内基地局、Ｂ７１，
Ｂ７２…移動基地局、Ｃ５１，Ｃ５２…屋外セル、Ｃ６１～Ｃ６３…屋内セル、Ｃ７１，
Ｃ７２…移動セル、Ｄ１…報知情報、Ｅ１１～Ｅ１３，Ｅ２１～Ｅ２３，Ｅ３１～Ｅ３３
…セル移行条件、Ｍ７１，Ｍ７２，Ｗ７１，Ｗ７２…無線装置、Ｒ１，Ｒ２…経路
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