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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１セルを示す識別情報を自装置の配下のアイドルモードの移動端末に対してブロード
キャスト送信する送信部と、
　アイドルモードの移動端末がセル間を移動する際に送信する、移動先のセルを示す情報
を受信する受信部と、
を備え、
　前記受信部は、自装置が負荷を低減する対象である第１セルに隣接し負荷を低減する対
象でない第２セルを形成する基地局装置である場合に、
　前記第１セルを形成する基地局装置から送信された前記第１セルを示す識別情報を受信
したアイドルモードの移動端末から、第２セルを示す情報を受信し、
　自装置から送信された前記第１セルを示す識別情報を受信したアイドルモードの移動端
末から、第１セルを示す情報を受信する、
　ことを特徴とする基地局装置。
【請求項２】
　前記送信部は、アイドルモードの前記移動端末が前記第１セルと前記第２セルとの間を
移動する場合、前記移動先のセルを示す情報を前記第２セルを形成する基地局装置に通知
するか否かのフラグを前記移動端末に送信する請求項１記載の基地局装置。
【請求項３】
　前記送信部は、アイドルモードの移動端末がセルを選択する際に用いる所定のパラメー
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タを送信し、
　前記基地局装置は、アイドルモードの移動端末から受信した前記移動先のセルを示す情
報を用いて算出される、前記第１セルについてのアイドルモードの移動端末数に基づいて
、前記所定のパラメータの値を変更する変更部を更に備えた請求項１記載の基地局装置。
【請求項４】
　前記変更部は、前記第１セルと前記第２セルとの間を移動するアクティブモードの移動
端末の数に基づき、前記第１セルと前記第２セルとの間を移動するアイドルモードの移動
端末の目標数を設定し、前記目標数に基づき前記パラメータを変更する請求項３記載の基
地局装置。
【請求項５】
　前記変更部は、複数のセルを含む位置登録範囲内の前記複数のセル各々に含まれるアク
ティブモードの移動端末数に基づき、前記複数のセル各々に含まれるアイドルモードの移
動端末の目標数を設定し、前記目標数に基づき前記パラメータを変更する請求項３記載の
基地局装置。
【請求項６】
　前記送信部は、前記変更部が変更する前後の前記パラメータを前記移動端末に送信し、
前記移動端末は、前記変更する前後の前記パラメータ各々に基づき選択された移動先のセ
ルを示す情報を通知することを特徴とする請求項４または５記載の基地局装置。
【請求項７】
　自端末がアイドルモードの場合に、基地局装置から第１セルを示す識別情報を受信する
受信部と、
　前記自端末が属する在圏セルが負荷を低減する対象である第１セルであり、移動先のセ
ルが前記第１セルに隣接し負荷を低減する対象でない第２セルの場合、前記第２セルに移
動後に、
　前記在圏セルが前記第２セルであり、前記移動先のセルが前記第１セルの場合、前記第
１セルに移動前に、
　前記移動先のセルを示す情報を、前記第２セルを形成する基地局装置に通知する通知部
と、
　を備えたことを特徴とする移動端末。
【請求項８】
　移動端末と、前記移動端末と無線通信する基地局装置と、を具備する通信システムであ
って、
　前記基地局装置は、
　第１セルを示す識別情報を自装置の配下のアイドルモードの移動端末に対してブロード
キャスト送信する送信部と、
　アイドルモードの移動端末がセル間を移動する際に送信する、移動先のセルを示す情報
を受信する受信部と、を備え、
　前記受信部は、自装置が負荷を低減する対象である第１セルに隣接し負荷を低減する対
象でない第２セルを形成する基地局装置である場合に、
　前記第１セルを形成する基地局装置から送信された前記第１セルを示す識別情報を受信
したアイドルモードの移動端末から、第２セルを示す情報を受信し、
　自装置から送信された前記第１セルを示す識別情報を受信したアイドルモードの移動端
末から、第１セルを示す情報を受信し、
　前記移動端末は、
　自端末がアイドルモードの場合に、前記基地局装置から前記第１セルを示す識別情報を
受信する受信部と、
　前記自端末が属する在圏セルが前記第１セルであり、移動先のセルが前記第２セルの場
合、前記第２セルに移動後に、
　前記在圏セルが前記第２セルであり、前記移動先のセルが前記第１セルの場合、前記第
１セルに移動前に、
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　前記移動先のセルを示す情報を、前記第２セルを形成する基地局装置に通知する通知部
と、を備えたことを特徴とする通信システム。
【請求項９】
　移動端末と無線通信する基地局装置における無線通信方法であって、
　第１セルを示す識別情報を自装置の配下のアイドルモードの移動端末に対してブロード
キャスト送信し、
　自装置が負荷を低減する対象である第１セルに隣接し負荷を低減する対象でない第２セ
ルを形成する基地局装置である場合に、
　前記第１セルを形成する基地局装置から送信された前記第１セルを示す識別情報を受信
したアイドルモードの移動端末から、第２セルを示す情報を受信し、
　自装置から送信された前記第１セルを示す識別情報を受信したアイドルモードの移動端
末から、第１セルを示す情報を受信する、
　ことを特徴とする無線通信方法。
【請求項１０】
　基地局装置と無線通信する移動端末における無線通信方法であって、
　自端末がアイドルモードの場合に、基地局装置から第１セルを示す識別情報を受信し、
　前記自端末が属する在圏セルが負荷を低減する対象である第１セルであり、移動先のセ
ルが前記第１セルに隣接し負荷を低減する対象でない第２セルの場合、前記第２セルに移
動後に、
　前記在圏セルが前記第２セルであり、前記移動先のセルが前記第１セルの場合、前記第
１セルに移動前に、
　前記移動先のセルを示す情報を、前記第２セルを形成する基地局装置に通知する、
　ことを特徴とする無線通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基地局装置、移動端末、通信システムおよび無線通信方法の制御方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　移動体通信システムにおける移動端末には、基地局と通信中（例えばコネクションを確
立した）のアクティブモードの移動端末と、基地局との通信を待機中（例えばコネクショ
ンを確立していない）のアイドルモードの移動端末がある。アクティブモードの移動端末
及びアクティブモードの移動端末は、自端末の在圏セル及び周辺セルについての受信品質
を測定する。また、測定された受信品質に基づいて、アクティブモードの移動端末はハン
ドオーバを、アイドルモードの移動端末はセル選択をそれぞれ実行し、セル間を移動する
。
【０００３】
　アクティブモードの移動端末について、各セルの負荷状態に応じ、適切なセルに移動端
末を移動させることに関連する技術が知られている（例えば、特許文献１）。また、アイ
ドルモードの移動端末についても、セルの負荷状態に応じ、移動端末を最適なセルに移動
することに関連する技術が知られている（例えば、特許文献２および３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開２００７／０６０８０８号パンフレット
【特許文献２】特開２００８－１７２３７３号公報
【特許文献３】特表２００８－５２３７１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　アイドルモードの移動端末は、基地局と通信待機中のため、基地局にかける負荷は比較
的小さい。しかし、移動端末が集中するエリアにおいては、当該エリアの基地局への着呼
や通信の開始が集中する可能性が想定されるため、アイドルモードの移動端末についても
各セルの負荷を分散させることが理想的である。各セルの負荷の状態を判断するためには
、例えば、各セルにおける移動端末数を基地局又はネットワーク側で把握することが好ま
しい。アクティブモードの移動端末については、各移動端末のハンドオーバに基づいて、
各セルに在圏する移動端末の数をネットワーク側等において把握することが可能である。
また、アイドルモードの移動端末については、各移動端末の位置登録エリア間の移動に伴
う位置登録要求に基づき、各位置登録エリア内の移動端末の数をネットワーク側において
把握することが可能である。しかし、アイドルモードの移動端末は、位置登録エリア間の
移動を伴わないセル間の移動の際には基地局に対しセル選択結果を通知しないため、各セ
ルに在圏する移動端末の数をネットワーク側等において把握することは難しい。
【０００６】
　なお、例えば、アイドルモードの移動端末が、在圏セルにおいて自端末の属するセルを
示す情報を当該セルに対応した基地局に通知することで、基地局は、移動端末が属してい
るセルを認識することも可能であると考えられる。しかしながら、この場合、通知を受け
る基地局の負荷が増すという問題が生じる。
【０００７】
　そこで、基地局装置、移動端末、通信システムおよび無線通信方法は、基地局の負荷を
適切に分散させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　例えば、第１セルを示す識別情報を自装置の配下のアイドルモードの移動端末に対して
ブロードキャスト送信する送信部と、アイドルモードの移動端末がセル間を移動する際に
送信する、移動先のセルを示す情報を受信する受信部と、を備え、前記受信部は、自装置
が負荷を低減する対象である第１セルに隣接し負荷を低減する対象でない第２セルを形成
する基地局装置である場合に、前記第１セルを形成する基地局装置から送信された前記第
１セルを示す識別情報を受信したアイドルモードの移動端末から、第２セルを示す情報を
受信し、自装置から送信された前記第１セルを示す識別情報を受信したアイドルモードの
移動端末から、第１セルを示す情報を受信する、ことを特徴とする基地局装置を用いる。
【００１０】
　例えば、自端末がアイドルモードの場合に、基地局装置から第１セルを示す識別情報を
受信する受信部と、前記自端末が属する在圏セルが負荷を低減する対象である第１セルで
あり、移動先のセルが前記第１セルに隣接し負荷を低減する対象でない第２セルの場合、
前記第２セルに移動後に、前記在圏セルが前記第２セルであり、前記移動先のセルが前記
第１セルの場合、前記第１セルに移動前に、前記移動先のセルを示す情報を、前記第２セ
ルを形成する基地局装置に通知する通知部と、を備えたことを特徴とする移動端末を用い
る。
【００１１】
　例えば、移動端末と、前記移動端末と無線通信する基地局装置と、を具備する通信シス
テムであって、前記基地局装置は、第１セルを示す識別情報を自装置の配下のアイドルモ
ードの移動端末に対してブロードキャスト送信する送信部と、アイドルモードの移動端末
がセル間を移動する際に送信する、移動先のセルを示す情報を受信する受信部と、を備え
、前記受信部は、自装置が負荷を低減する対象である第１セルに隣接し負荷を低減する対
象でない第２セルを形成する基地局装置である場合に、前記第１セルを形成する基地局装
置から送信された前記第１セルを示す識別情報を受信したアイドルモードの移動端末から
、第２セルを示す情報を受信し、自装置から送信された前記第１セルを示す識別情報を受
信したアイドルモードの移動端末から、第１セルを示す情報を受信し、前記移動端末は、
自端末がアイドルモードの場合に、前記基地局装置から前記第１セルを示す識別情報を受
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信する受信部と、前記自端末が属する在圏セルが前記第１セルであり、移動先のセルが前
記第２セルの場合、前記第２セルに移動後に、前記在圏セルが前記第２セルであり、前記
移動先のセルが前記第１セルの場合、前記第１セルに移動前に、前記移動先のセルを示す
情報を、前記第２セルを形成する基地局装置に通知する通知部と、を備えたことを特徴と
する通信システムを用いる。
【００１２】
　例えば、移動端末と無線通信する基地局装置における無線通信方法であって、第１セル
を示す識別情報を自装置の配下のアイドルモードの移動端末に対してブロードキャスト送
信し、自装置が負荷を低減する対象である第１セルに隣接し負荷を低減する対象でない第
２セルを形成する基地局装置である場合に、前記第１セルを形成する基地局装置から送信
された前記第１セルを示す識別情報を受信したアイドルモードの移動端末から、第２セル
を示す情報を受信し、自装置から送信された前記第１セルを示す識別情報を受信したアイ
ドルモードの移動端末から、第１セルを示す情報を受信する、ことを特徴とする無線通信
方法を用いる。
【００１３】
　例えば、基地局装置と無線通信する移動端末における無線通信方法であって、自端末が
アイドルモードの場合に、基地局装置から第１セルを示す識別情報を受信し、前記自端末
が属する在圏セルが負荷を低減する対象である第１セルであり、移動先のセルが前記第１
セルに隣接し負荷を低減する対象でない第２セルの場合、前記第２セルに移動後に、前記
在圏セルが前記第２セルであり、前記移動先のセルが前記第１セルの場合、前記第１セル
に移動前に、前記移動先のセルを示す情報を、前記第２セルを形成する基地局装置に通知
する、ことを特徴とする 無線通信方法を用いる。
【発明の効果】
【００１４】
　本基地局装置、移動端末、通信システムおよび無線通信方法によれば、基地局の負荷を
適切に分散させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、実施例１に係る移動端末および基地局装置のブロック図である。
【図２】図２は、各セル間のアイドルモードの移動端末の移動を示す図である。
【図３】図３は、同じ位置登録範囲内を移動端末が移動する場合の基地局と移動端末との
処理を示すシーケンス図である。
【図４】図４は、位置登録範囲を跨ぐ基地局と移動端末との処理を示すシーケンス図であ
る。
【図５】図５は、高負荷セルと隣接セルとを跨ぐ移動端末を示す図である。
【図６】図６は、実施例１における移動端末、基地局および管理装置のシーケンス図であ
る。
【図７】図７は、実施例２に係る通信システムのブロック図である。
【図８】図８は、実施例２に係る基地局装置および移動端末のブロック図である。
【図９】図９は、基地局装置の送信部が移動端末の受信部に送信するフラグの例を示す図
である。
【図１０】図１０は、移動端末の通知部が基地局装置の受信部に通知する通知メッセージ
の例である。
【図１１】図１１は、実施例２における移動端末、基地局および管理装置のシーケンス図
である。
【図１２】図１２は、図１１のステップＳ２０およびＳ３０において、移動端末の選択部
が行なう処理を示すフローチャートである。
【図１３】図１３は、実施例３に係る通信システムのブロック図である。
【図１４】図１４は、実施例３における移動端末、基地局および管理装置のシーケンス図
である。
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【図１５】図１５は、図１４のステップＳ２０、Ｓ３０およびＳ５６において、移動端末
の選択部が行なう処理を示すフローチャートである。
【図１６】図１６は、実施例４に係る通信システムのブロック図である。
【図１７】図１７は、実施例４における移動端末、基地局および管理装置のシーケンス図
である。
【図１８】図１８は、図１７のステップＳ２０、Ｓ３０およびＳ５６において、移動端末
の選択部が行なう処理を示すフローチャートである。
【図１９】図１９は、実施例５における変更部の処理を示すフローチャートである。
【図２０】図２０は、実施例５における移動端末の目標数の設定方法の例を示す図である
。
【図２１】図２１は、実施例６における変更部の処理を示すフローチャートである。
【図２２】図２２は、実施例６における移動端末の目標数の設定方法の例を示す図である
。
【図２３】図２３は、実施例７における基地局装置の送信部が移動端末に送信するパラメ
ータメッセージの例である。
【図２４】図２４は、移動端末の通知部が、基地局装置に通知する通知メッセージの例で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照に実施例を説明する。
【実施例１】
【００１７】
　３ＧＰＰ（3rd Generation Partnership Project）の無線通信方式の一種であるＬＴＥ
(Long Term Evolution)を例に説明する。アクティブモードの移動端末（ＵＥ：User Equi
pment Mobile Station）は、通信中の在圏セルと在圏セルの周辺のセルの送信電波の受信
品質を計測し、基地局へ報告する。基地局は、受信品質の比較に基づき、最適なセルを選
択し、移動端末へ選択したセルを通知する。移動端末は、選択されたセルへハンドオーバ
する。また、アイドルモードの移動端末は、在圏セルおよび周辺のセルのそれぞれの基地
局から間欠的に送信される信号を受信し、受信品質を測定する。移動端末は、この受信品
質により定まるセル・ランキング基準に基づきセル選択を行い、選択したセルに移動する
。
【００１８】
　アイドルモードの移動端末におけるセル間の移動は、例えば在圏セルと周辺のセルとの
セル・ランキング基準に基づき行われる。セル・ランキング基準の算出は、例えば、各セ
ルの送信電波の受信品質およびセル・ランキング基準を算出する評価式（以下、セル選択
評価式と呼ぶ）に用いられる各種パラメータに基づき行う。セル選択評価式の例を以下に
示す。在圏セルのセル選択評価式は、数式１で表される。
　Ｒｓ＝Ｑｍｅａｎｓ，ｓ＋Ｑｈｙｓｔ　　　　　（数式１）
　ここで、Ｒｓは在圏セルのセル・ランキング基準である。Ｑｍｅａｎｓ，ｓは、例えば
、移動端末により測定された在圏セルについてのＲＳＲＰ（Reference signal received 
power）の値であり、受信品質に相当する。Ｑｈｙｓｔは、ヒステリシスであり、セルの
境界付近での頻繁な移動を抑制するためのものである。
【００１９】
　在圏セルに隣接するセルのセル選択評価式は数式２で表される。
　Ｒｎ＝Ｑｍｅａｎｓ，ｎ－Ｑｏｆｆｓｅｔ　　　（数式２）
　ここで、Ｒｎは隣接するセルのセル・ランキング基準である。Ｑｍｅａｎｓ，ｎは、例
えば、移動端末により測定された隣接セルについてのＲＳＲＰの値である。Ｑｏｆｆｓｅ
ｔは、オフセットである。
【００２０】
　例えば、ＬＴＥにおいては、数式１および数式２のセル選択評価式のパラメータのよう
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な各種運用制御パラメータを自動的に最適化するＳＯＮ（Self-Optimization Network）
の標準化が行なわれている。以下に、セル選択評価式のパラメータを変更することにより
、セルの負荷を最適化する場合を説明する。
【００２１】
　隣接するセルのセル・ランキング基準Ｒｎが在圏セルのセル・ランキング基準Ｒｓより
一定期間大きければ、移動端末は、在圏セルから隣接するセルに移動する。数式１および
数式２におけるヒステリシスおよびオフセットをパラメータとして用い、パラメータを変
更することにより、セル間の移動端末の移動を制御することができる。例えば、あるセル
のオフセットを小さくすれば、移動端末はそのセルに誘導される。なお、ヒステリシスお
よびオフセット等のパラメータは所定周期で基地局からセル内の移動端末にブロードキャ
ストされる。
【００２２】
　アクティブモードの移動端末についても、数式１および数式２同様の評価式に基づき、
アイドルモードとは独立に、セル間のハンドオーバを行なうことができる。アクティブモ
ードにおいては、セルの負荷の分散のため、基地局内部のパラメータを随時変更し、負荷
の高いセルから低いセルに移動端末を誘導することができる。
【００２３】
　実施例１においては、アイドルモードの移動端末においても、負荷を減らす対象の第１
セルから第１セルに隣接する第２セル（以下、隣接セルともいう）に移動端末を誘導する
。ここで、第１セルは、例えば負荷の高い高負荷セルである。セルの負荷の指標として、
例えば、セルを形成する基地局の無線帯域使用量、基地局内のメモリ使用量および基地局
のＣＰＵ（Central Processing Unit）の使用量の少なくとも一つとすることができる。
【００２４】
　図１は、実施例１に係る移動端末１０および基地局装置２０のブロック図である。移動
端末１０は、受信部１２、選択部１４、通知部１６および送信部１８を備えている。受信
部１２は、基地局装置２０から、例えばアイドルモードの移動端末１０がセルを選択する
のに用いるパラメータ等を受信する。また、受信部１２は、自端末がアイドルモードの場
合に、基地局装置２０から第１セルを示す識別情報を受信する。選択部１４は、パラメー
タに基づき、移動先のセルを選択する。通知部１６は、選択部１４が選択した移動先のセ
ルを示す情報を基地局装置２０に通知する。送信部１８は基地局装置２０に信号を送信す
る。ここで、パラメータは、例えば、セル選択評価式である数式１および数式２のヒステ
リシスやオフセット等である。
【００２５】
　基地局装置２０は、送信部３２、受信部３４、変更部３６および送受信部３８を備えて
いる。送信部３２は、移動端末１０に、例えばアイドルモードの移動端末１０がセルを選
択するのに用いるパラメータ等を送信する。また、送信部３２は、第１セルを示す識別情
報を自装置の配下のアイドルモードの移動端末に対してブロードキャスト送信する。受信
部３４は、移動端末１０から、例えば、アイドルモードの移動端末がセル間を移動する際
に送信する、移動先のセルを示す情報等を受信する。変更部３６は、パラメータを変更す
る。送受信部３８は管理装置３０と信号の送受信を行なう。なお、基地局装置２０のこと
を基地局ともいう。
【００２６】
　管理装置３０は、例えば、セル毎および位置登録範囲毎のアクティブモードの移動端末
の数、高負荷セルを跨ぐアイドルモードの移動端末の数、位置登録範囲毎のアイドルモー
ドの移動端末の数を管理している。また管理装置３０は、例えば各セル間を移動したアク
ティブモードの移動端末の数、高負荷セルを跨ぐ移動を行なったアイドルモードの移動端
末の数を管理している。
【００２７】
　図２は、各セル間のアイドルモードの移動端末１０の移動を例を示す図である。負荷を
減らす対象である高負荷セルＣ１にセルＣ２～Ｃ７が隣接している。位置登録範囲Ａ１は
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セルＣ１～Ｃ７を含む。アイドルモードの移動端末１０は、同じ位置登録範囲Ａ１内の移
動については、セルの移動を基地局に通知しないことを原則とする。セルＣ７に隣接する
セルＣ８は、位置登録範囲Ａ１とは別の位置登録範囲Ａ２に含まれている。このため、セ
ルＣ７とＣ８との間でアイドルモードの移動端末１０が移動すると、移動端末１０は、移
動した先のセルにおいて移動先のセルを示す情報を基地局に通知する。図中の白丸５４は
、セルの移動を通知することを示している。
【００２８】
　図３は、同じ位置登録範囲内を移動端末が移動する場合の基地局と移動端末との処理を
示すシーケンス図である。基地局２２はセルＣ２を形成し、基地局２１はセルＣ１を形成
する。セルＣ２が移動端末１０の在圏セルであり、移動端末１０はセルＣ１に移動しよう
としている。まず、移動端末１０の受信部１２は、基地局２２からの信号を間欠的にモニ
タしている（ステップＳ８０）。アイドルモードでは、移動端末１０と基地局とのコネク
ションは確立されていない。基地局２２の送信部３２は、移動端末１０がセルを選択する
のに用いるパラメータを送信し、移動端末１０の受信部１２はこのパラメータを受信する
（ステップＳ８２）。移動端末１０の選択部１４は、受信部１２で受信したパラメータに
基づき、例えば数式１および数式２を用い各セルのセル・ランキング基準を算出し、移動
するセルを選択する（ステップＳ８４）。移動端末１０の通知部１６は、基地局２２およ
び２１に移動先のセルを通知することなく、セルＣ２からセルＣ１に移動する。移動端末
１０がセルを移動したため、移動端末１０の受信部１２は、基地局２１からの信号を間欠
的にモニタする（ステップＳ８６）。
【００２９】
　図４は、位置登録範囲を跨ぐ基地局と移動端末との処理を示すシーケンス図である。基
地局２７はセルＣ７を形成し、基地局２８はセルＣ８を形成する。セルＣ７とＣ８との境
界は位置登録範囲の境界５６である。セルＣ７は位置登録範囲Ａ１に含まれ、セルＣ８は
異なる位置登録範囲Ａ２に含まれている。セルＣ７が移動端末１０の在圏セルであり、移
動端末１０はセルＣ８に移動しようとしている。ステップＳ８０からステップＳ８６は図
３と同様の処理が行われる。その後、移動端末１０の通知部１６は、送信部１８を介し基
地局２８に、移動先のセルＣ８を示す情報を通知する（ステップＳ８８）。つまり、通知
部１６は、選択部１４がセルＣ８を選択し、移動端末１０がセルＣ８に移動したことを通
知する。基地局２８の送信部３２は、移動端末１０の受信部１２に通知を受信した旨応答
する（ステップＳ８９）。なお、ステップＳ８８及びステップＳ８９は、例えば既知の位
置登録プロセスに基づいて行うことができる。
【００３０】
　以上のように、アイドルモードの移動端末１０の通知部１６は、同じ位置登録範囲Ａ１
内で移動端末がセルを移動しても、原則、基地局には移動先のセルＣ１を示す情報を通知
しない（図３）。一方、通知部１６は、移動端末１０が異なる位置登録範囲のセルに移動
した場合、基地局に移動先のセルＣ８を示す情報を通知する（図４）。これにより、管理
装置３０は、基地局から移動端末１０の移動についての情報を取得し、移動端末１０の位
置を位置登録範囲毎に把握することができる。
【００３１】
　次に、実施例１における基地局の負荷分散について説明する。図２に戻り、実施例１で
は、図２の白矢印５０のように、高負荷セルＣ１から隣接セルＣ２～Ｃ７への移動端末の
移動を促進させる。一方、矢印５２のように、隣接セルＣ２～Ｃ７から高負荷セルＣ１へ
の移動端末の移動を抑制する。これにより、高負荷セルＣ１の負荷を低減することができ
る。
【００３２】
　適切な負荷分散を行なうためには、基地局２１は、高負荷セルＣ１と隣接セルＣ２～Ｃ
７とを跨ぐ移動をするアイドルモードの移動端末１０を把握することが好ましい。そこで
、移動端末１０が高負荷セルＣ１と隣接セルＣ２～Ｃ７とを跨ぐ移動を行う場合は、アイ
ドルモードであっても、通知部１６は、移動先のセルを示す情報を基地局装置２０に通知
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する。
【００３３】
　図５は、高負荷セルＣ１と隣接セルＣ２～Ｃ７とを跨ぐ移動を行なう移動端末１０の例
である。図５において、高負荷セルＣ１と隣接セルＣ２～Ｃ７との間の矢印が移動端末１
０の移動を示している。移動端末１０が隣接セルＣ２～Ｃ７から高負荷セルＣ１に移動す
る場合、通知部１６は、高負荷セルＣ１に移動する前に在圏セルの基地局に移動先のセル
Ｃ１を示す情報を通知する（図５の白丸６０）。一方、移動端末１０が高負荷セルＣ１か
ら隣接セルＣ２～Ｃ７に移動する場合、通知部１６は、隣接セルＣ２～Ｃ７に移動後に移
動先のセルの基地局に移動先のセルＣ２～Ｃ７を示す情報を通知する（図５の白丸６２）
。
【００３４】
　図６は、実施例１における移動端末、基地局および管理装置のシーケンス図である。基
地局２２はセルＣ２を形成し、基地局２１はセルＣ１を形成し、基地局２５はセルＣ５を
形成する。セルＣ１が負荷を低減する対象の高負荷セルである。セルＣ２およびＣ５は、
高負荷セルＣ１に隣接する隣接セルである。
【００３５】
　移動端末１０の受信部１２は、在圏セルＣ２の基地局２２からの信号を間欠的に受信す
る（ステップＳ１０）。管理装置３０は、例えば、高負荷セルと各隣接セル間を移動する
アクティブモードおよびアイドルモードの移動端末数を基地局２１の送受信部３８に送信
する（ステップＳ１２）。基地局２１の変更部３６は、管理装置３０から受信した移動端
末数に基づき、パラメータを変更する（ステップＳ１４）。例えば、数式１および数式２
のヒステリシスおよびオフセットの値を変更する。基地局２１は、基地局２２および２５
に変更後のパラメータを送信する（ステップＳ１６）。基地局２２の送信部３２は変更後
のパラメータを送信し、移動端末１０の受信部１２はこのパラメータを受信する（ステッ
プＳ１８）。
【００３６】
　移動端末１０の選択部１４は、受信部１２が受信したパラメータに基づき移動するセル
Ｃ１を選択する（ステップＳ２０）。例えば、選択部１４は、数式１および数式２に基づ
きセル・ランキング基準を算出し、セル・ランキング基準に基づき、移動するセルを選択
する。移動端末１０の通知部１６は、移動先のセルＣ１を示す情報を、セルＣ１に移動す
る前に、送信部１８を介し基地局２２の受信部３４に送信する（ステップＳ２２）。基地
局２２は、移動先のセルＣ１を示す情報を管理装置３０に送信する（ステップＳ２４）。
移動端末１０がセルＣ１に移動したため、移動端末１０の受信部１２は、基地局２１から
間欠的に信号を受信する（ステップＳ２６）。
【００３７】
　次に、移動端末１０がセルＣ１内を移動し、セルＣ５に近づくと、移動端末１０の選択
部１４は、パラメータに基づき移動するセルＣ５を選択する（ステップＳ３０）。移動端
末１０の通知部１６は、移動先のセルＣ５を示す情報を、セルＣ５に移動後に、送信部１
８を介し基地局２５に通知する（ステップＳ３２）。基地局２５は、移動先のセルＣ５を
示す情報を管理装置３０に送信する（ステップＳ３４）。移動端末１０がセルＣ５に移動
したため、移動端末１０の受信部１２は、基地局２５から間欠的に信号を受信する（ステ
ップＳ３６）。
【００３８】
　ここで、管理装置３０は、ステップＳ１２と同様に、高負荷セルと各隣接セル間を移動
するアクティブモードおよびアイドルモードの移動端末数を基地局２１の送受信部３８に
送信する（ステップＳ４２）。基地局２１は、移動端末数に基づき、パラメータを変更す
る（ステップＳ４４）。基地局２１は、基地局２２および２５に変更後のパラメータを送
信する（ステップＳ４６）。基地局２５は、移動端末１０に変更後のパラメータを送信す
る（ステップＳ４８）。
【００３９】
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　なお、管理装置３０が移動端末数を基地局２１に送信するタイミング、基地局２１がパ
ラメータを変更するタイミングは任意でよい。例えば、基地局装置２０からアイドルモー
ドの移動端末１０の移動の通知を行なう毎に行なってもよい。また、定期的に行なっても
よい。また、管理装置３０は基地局装置の少なくとも一つが兼ねてもよい。
【００４０】
　実施例１によれば、図５のように、受信部３４は、自装置が第１セルＣ１に隣接する第
２セル（例えばＣ２）を形成する基地局装置（例えば基地局２２）である場合に、第１セ
ルを形成する基地局装置（基地局２１）から送信された第１セルを示す識別情報を受信し
たアイドルモードの移動端末から、第２セルを示す情報を受信する（白丸６２）。また、
受信部３４は、自装置から送信された第１セルを示す識別情報を受信したアイドルモード
の移動端末から、第１セルを示す情報を受信する（白丸６０）。
【００４１】
　実施例１によれば、図５のように、在圏セルが高負荷セルＣ１であり、かつ移動先のセ
ルが隣接セルＣ５の場合、移動端末１０の通知部１６は、隣接セルＣ５に移動後に、移動
先のセルＣ５を示す情報を基地局装置２０（基地局２５）に通知する。基地局装置２０の
受信部３４は、この通知を受信する。一方、通知部１６は、在圏セルが隣接セルＣ２であ
り、かつ移動先のセルが高負荷セルＣ１の場合、高負荷セルＣ１に移動前に、移動先のセ
ルＣ１を示す情報を基地局装置２０（基地局２２）に通知する。基地局装置２０の受信部
３４は、この通知を受信する。
【００４２】
　これにより、負荷を低減する対象の高負荷セルＣ１の基地局２１は、アイドルモードの
移動端末１０から通知を受けないため、基地局２１の負荷を低減させることができる。か
つ、基地局２１は、管理装置３０を介し、高負荷セルＣ１と隣接セルＣ２およびＣ５間の
アイドルモードの移動端末１０の移動を把握できる。このため、基地局装置２０の変更部
３６は、移動先のセルを示す情報に基づきパラメータを変更することができる。よって、
より適切に、高負荷セルＣ１の負荷を低減させることができる。
【実施例２】
【００４３】
　実施例２は、実施例１の処理をフラグを用い行なう例である。図７は、実施例２に係る
通信システムのブロック図である。基地局２２、２１および２５は、セルＣ２、Ｃ１およ
びＣ５をそれぞれ形成している。セルＣ１は、負荷を削減する対象の高負荷セルである。
セルＣ２およびＣ５は、高負荷セルＣ１に隣接する隣接セルである。基地局２２、２１お
よび２５はバックボーンネットワーク３９を介し管理装置３０に接続されている。アイド
ルモードの移動端末１０は、在圏セルを形成する各基地局（基地局２２、２１または２５
）から間欠的に信号をモニタする。また、移動端末１０は、在圏セルの基地局からフラグ
を受信する。フラグは、高負荷セルＣ１を示す識別情報を含んでいる。なお、フラグは、
高負荷セル及び隣接セルの基地局から送信されてもよいし、高負荷セルの基地局のみから
送信されるものとしてもよい。
【００４４】
　図８は、実施例２に係る基地局装置２０および移動端末１０のブロック図である。図８
のように、移動端末１０は、位置登録部１１０、ハンドオーバ部１１２、フラグ受信部１
１４、セル選択結果通知部１１６、セル選択部１１８およびパラメータ受信部１２０を備
えている。図１の受信部１２は、例えば、フラグ受信部１１４およびパラメータ受信部１
２０に対応する。図１の選択部１４は、例えばセル選択部１１８に対応する。図１の通知
部１６は、例えばセル選択結果通知部１１６に対応する。
【００４５】
　基地局装置２０は、位置登録制御部１３０、ハンドオーバ制御部１３２、フラグ送信部
１３４、セル選択結果受信部１３６を備えている。さらに、基地局装置２０は、パラメー
タ送信部１４０、セル選択結果送信部１４４およびパラメータ変更部１４２を備えている
。図１の送信部３２は、例えばフラグ送信部１３４およびパラメータ送信部１４０に対応
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する。図１の受信部３４は、例えばセル選択結果受信部１３６に対応する。図１の変更部
３６は、例えばパラメータ変更部１４２に対応する。
【００４６】
　移動端末１０の位置登録部１１０は、アイドルモードの移動端末１０の位置を位置登録
範囲毎に位置登録メッセージとして、基地局装置２０の位置登録制御部１３０に送信する
。位置登録制御部１３０は、移動端末１０の位置登録メッセージを管理装置３０に送信す
る。これにより、管理装置３０は、移動端末１０が属する位置登録範囲を管理することが
できる。
【００４７】
　移動端末１０のハンドオーバ部１１２は、アクティブモードの場合、基地局装置２０の
ハンドオーバ制御部１３２からのハンドオーバメッセージに従いハンドオーバを実行する
。ハンドオーバ部１１２は、ハンドオーバ制御部１３２にハンドオーバの要求を行なう。
ハンドオーバ制御部１３２はハンドオーバ部１１２にハンドオーバ結果（ハンドオーバ先
のセル）を通知するとともに、移動端末１０についての管理装置３０にハンドオーバ結果
を通知する。これにより、管理装置３０は、アクティブモードの移動端末が属するセルを
管理することができる。
【００４８】
　移動端末１０のフラグ受信部１１４は、基地局装置２０のフラグ送信部１３４からフラ
グを受信する。移動端末１０のパラメータ受信部１２０は、基地局装置２０のパラメータ
送信部１４０からセル選択評価式パラメータを受信する。移動端末１０のセル選択部１１
８は、セル選択評価式パラメータと、受信品質に基づき、セルを選択する。移動端末１０
のセル選択結果通知部１１６は、フラグ受信部１１４が受信したフラグと、セル選択部１
１８が選択したセル選択結果に基づき、セル選択結果報告メッセージをセル選択結果受信
部１３６に送信する。セル選択評価式は、例えば数式１および数式２に対応する。セル選
択結果送信部１４４はセル選択結果受信部１３６が受信したセル選択結果報告メッセージ
を管理装置３０に送信する。これにより、管理装置３０は、アイドルモードの移動端末が
属するセルを管理することができる。
【００４９】
　パラメータ変更部１４２は管理装置３０から移動端末の数、他基地局からパラメータの
変更を受信し、セル選択評価式パラメータを変更する。パラメータ送信部１４０は、変更
されたセル選択評価式パラメータをパラメータ受信部１２０に送信する。
【００５０】
　図９は、基地局装置２０の送信部３２が移動端末１０の受信部１２に送信するフラグの
例を示す図である。フラグ４０には、自基地局が高負荷セルの場合、自基地局のセルを示
す識別情報を要報告セル識別子４４として含む。また、自基地局の形成するセルが高負荷
セルに対して隣接セルである場合、当該高負荷セルを示す識別情報を要報告セル識別子４
４として含む。フラグ４０は、１または複数の識別子４４を含むことができる。
【００５１】
　図１０は、移動端末１０の通知部１６が基地局装置２０の受信部３４に通知する通知メ
ッセージ４６の例である。通知メッセージ４６は、例えば図８のセル選択結果報告メッセ
ージである。通知メッセージ４６は、移動端末１０の識別子４７と、移動先のセルの識別
子４８と、を含む。移動先のセルを示す情報は、例えば図１０の移動先のセルの識別子４
８である。
【００５２】
　図１１は、実施例２における移動端末、基地局および管理装置のシーケンス図である。
実施例１の図６にステップＳ５０、Ｓ５２およびＳ５４が付加されている。ステップＳ１
６の後、基地局２２の送信部３２は、セルＣ２内にフラグ４０をブロードキャストする。
すなわち、基地局２２の送信部３２は、移動端末１０の受信部１２にフラグ４０を送信す
る（ステップＳ５０）。基地局２２のセルＣ２に隣接するセルは高負荷セルＣ１である。
よって、フラグ４０は高負荷セルＣ１を示す識別子４４を含む。ステップＳ２６の後、基
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地局２１の送信部３２は、セルＣ１内にフラグ４０をブロードキャストする。すなわち、
基地局２１の送信部３２は、移動端末１０の受信部１２にフラグ４０を送信する（ステッ
プＳ５２）。基地局２１のセルＣ１は高負荷セルである。よって、フラグ４０は高負荷セ
ルＣ１を示す識別子４４を含む。
【００５３】
　ステップＳ３０の後、移動端末１０の受信部１２は、基地局２５からの信号をモニタす
る（ステップＳ３６）。基地局２５の送信部３２は、移動端末１０の受信部にフラグ４０
を送信する（ステップＳ５４）。基地局２５に隣接するセルＣ１は高負荷セルである。よ
って、フラグ４０はセルＣ１を示す識別子４４を含む。
【００５４】
　さらに、図６に比較し、ステップＳ２２において、移動端末１０の通知部１６が基地局
２２の受信部３４に送信する通知メッセージ４６には、移動先のセルＣ１を示す識別子４
８を含む。また、ステップＳ３２において、移動端末１０の通知部１６が基地局２５の受
信部３４に送信する通知メッセージ４６には、移動先のセルＣ５を示す識別子４８を含む
。ステップＳ１８において、各基地局２１、２２および２５がパラメータを送信するが、
移動端末１０は、属するセルＣ２の基地局２２からのパラメータを受信する。その他の処
理は実施例１の図１と同じであり説明を省略する。
【００５５】
　図１２は、図１１のステップＳ２０およびＳ３０において、移動端末１０の選択部１４
が行なう処理を示すフローチャートである。選択部１４は、フラグ４０に在圏セルを示す
識別子４４が含まれるか判断する（ステップＳ６０）。Ｎｏの場合、選択部１４は、フラ
グ４０に移動先セルを示す識別子４４が含まれるか判断する（ステップＳ６２）。Ｎｏの
場合、通知部１６は、在圏セルの基地局に移動先のセルを示す情報は通知しない（ステッ
プＳ６８）。ステップＳ６２においてＹｅｓの場合、通知部１６は、移動前に在圏セルの
基地局に対し移動先のセルを示す情報を通知する（ステップＳ６６）。ステップＳ６０に
おいてＹｅｓの場合、通知部１６は、移動後に移動先のセルの基地局に対し移動先のセル
を示す情報を通知する（ステップＳ６４）。
【００５６】
　例えば、図１１のステップＳ２０においては、フラグ４０には在圏セルＣ２を示す識別
子４４は含まれない。よって、図１２のステップＳ６０はＮｏである。ステップＳ６２に
おいて、フラグ４０に移動先のセルＣ１を示す識別子４４は含まれる。よって、ステップ
Ｓ６２はＹｅｓである。そこで、ステップＳ６６において、通知部１６は、セルＣ１への
移動前に基地局２２に移動先のセルＣ１を示す情報を通知する。
【００５７】
　一方、図１１のステップＳ３０においては、フラグ４０には在圏セルＣ１を示す識別子
４４が含まれる。よって、図１２のステップＳ６０はＹｅｓである。そこで、ステップＳ
６４において、通知部１６は、セルＣ５に移動した後に基地局２５に移動先のセルＣ５を
示す情報を通知する。移動端末１０が高負荷セルと隣接セルとの間を移動しない場合、フ
ラグ４０には、在圏セルを示す識別子４４も移動先のセルを示す識別子４４も含まれてい
ない。よって、ステップＳ６８のように、通知部１６はいずれの基地局にも移動先のセル
を示す情報を通知しない。
【００５８】
　実施例２によれば、図１１のステップＳ５０およびＳ５２のように、基地局装置２０の
送信部３２は、アイドルモードの移動端末１０が高負荷セルＣ１と隣接セルＣ２、Ｃ５と
の間を移動する場合、移動端末１０にフラグ４０を送信する。フラグ４０は、移動先のセ
ルを示す情報を隣接セルＣ２またはＣ５を備える基地局２２または２５に通知するか否か
を示している。これにより、移動端末１０の通知部１６は、高負荷セルセルＣ１と隣接セ
ルＣ２、Ｃ５との間を移動する場合に移動先のセルを示す情報を基地局に通知する。一方
、通知部１６は、高負荷セル以外のセル間を移動する場合は移動先のセルを示す情報を基
地局に通知しない。
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【００５９】
　これにより、基地局は、負荷の低減対象の高負荷セルとその隣接セルとの間のアイドル
モードの移動端末の移動を把握することができる。一方、基地局は、負荷の低減対象でな
いセル間の移動の通知は受けないため、基地局の負荷を低減することができる。
【００６０】
　さらに、基地局装置２０は、フラグ４０に高負荷セルＣ１を示す識別情報を含ませ、隣
接セルＣ２～Ｃ７の識別情報は含ませないことができる。図１２のステップＳ６０のよう
に、移動端末の通知部１６は、フラグ４０に在圏セルを示す識別情報が含まれる場合、ス
テップＳ６４のように、隣接セルに移動後に移動先のセルを示す情報を通知する。一方、
ステップＳ６０およびＳ６２のように、フラグ４０に在圏セルを示す識別情報が含まれず
かつ移動先のセルを示す識別情報が含まれる場合、ステップＳ６６のように、高負荷セル
である隣接セルに移動前に移動先のセルを示す情報を通知する。
【００６１】
　これにより、移動端末１０の通知部１６は、負荷を低減する対象の高負荷セルＣ１を形
成する基地局２１には移動先のセルを示す情報を通知しない。このため、高負荷セルを形
成する基地局２１の負荷をより低減することができる。
【実施例３】
【００６２】
　実施例３は、負荷を低減する対象である高負荷セルが互いに隣接している場合の例であ
る。さらに、高負荷セルから高負荷セルへのアイドルモードの移動端末１０の移動を基地
局に通知しない例である。図１３は、実施例３に係る通信システムのブロック図である。
基地局２２、２１１、２１２および２５は、セルＣ２、Ｃ１１、Ｃ１２およびＣ５をそれ
ぞれ形成している。セルＣ１１およびＣ１２は、負荷を削減する対象の高負荷セルである
。セルＣ２およびＣ５は、高負荷セルＣ１１およびＣ１２に隣接する隣接セルである。基
地局２２、２１１、２１２および２５はバックボーンネットワーク３９を介し管理装置３
０に接続されている。基地局２２、２１１は移動端末１０にはセルＣ１１の識別子を含む
フラグを送信する。一方、基地局２１２、２５は移動端末１０にはセルＣ１２の識別子を
含むフラグを送信する。
【００６３】
　以上のように、実施例３では、隣接するセルが負荷を低減する対象のセルであっても、
自セルが負荷を低減する対象のセルの場合、フラグに、隣接する負荷を低減する対象のセ
ルの識別子は含ませない。
【００６４】
　図１４は、実施例２における移動端末、基地局および管理装置のシーケンス図である。
移動端末１０は、セルＣ２に属しており、基地局２２から間欠的に信号を受信する（ステ
ップＳ１０）。管理装置３０は、基地局２１１および２１２の両方に移動端末数を送信す
る（ステップＳ１２）。基地局２１１および２１２の両方の変更部３６は、パラメータを
変更する（ステップＳ１４）。基地局２１１およびＳ２１２の送信部３２はそれぞれに隣
接する基地局２２および２５に変更後のパラメータを送信する（ステップＳ１６）。基地
局２２の送信部３２は、セルＣ１１の識別子を含むフラグを移動端末１０の受信部１２に
送信する（ステップＳ５０）。基地局２２の送信部３２は、移動端末１０の受信部１２に
変更後のパラメータを送信する（ステップＳ１８）。移動端末１０がセルＣ１１の近くに
移動すると移動端末１０の選択部１４は、基地局２２から受信したパラメータに基づきセ
ルＣ１１を選択する（ステップＳ２０）。
【００６５】
　移動端末１０の通知部１６は、セルＣ１１に移動する前に、基地局２２の受信部３４に
、移動先のセルＣ１１を示す情報を通知する（ステップＳ２２）。基地局２２は、管理装
置３０に移動先のセルＣ１１を示す情報を送信する（ステップＳ２４）。移動端末１０が
セルＣ１１に移動したため、移動端末１０の受信部１２は、基地局２１１から間欠的に信
号を受信する（ステップＳ２６）。基地局２１１の送信部３２は、セルＣ１１の識別子を
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含むフラグを移動端末１０に送信する（ステップＳ５２）。移動端末１０がセルＣ１２の
近くに移動すると、移動端末１０の選択部１４は、パラメータに基づき移動先のセルＣ１
２を選択する（ステップＳ５６）。移動端末１０がセルＣ１２に移動したため、移動端末
１０の受信部１２は、基地局２１２の信号を間欠的にモニタする（ステップＳ５７）。基
地局２１２の送信部３２は、移動端末１０の受信部１２に、セルＣ１２を示す識別子を含
むフラグを送信する（ステップＳ５８）。移動端末１０の通知部１６は、基地局２１１お
よび２１２のいずれにも移動先のセルＣ１２を示す情報を通知しない。
【００６６】
　移動端末１０がセルＣ５の近くに移動すると、移動端末１０の選択部１４は、パラメー
タに基づき移動先のセルＣ５を選択する（ステップＳ３０）。移動端末１０がセルＣ５に
移動したため、移動端末１０の受信部１２は、基地局２５の信号を間欠的にモニタする（
ステップＳ３６）。基地局２５の送信部３２は、移動端末１０の受信部１２に、セルＣ１
２を示す識別子を含むフラグを送信する（ステップＳ５４）。移動端末１０の通知部１６
は、セルＣ５に移動した後、基地局２５に移動先のセルＣ５を示す情報を通知する（ステ
ップＳ３２）。基地局２５は、管理装置３０に移動先のセルＣ５を示す情報を送信する（
ステップＳ３４）。ステップＳ４２からステップＳ４８はステップＳ１２からＳ１８と同
様である。
【００６７】
　図１５は、図１４のステップＳ２０、Ｓ３０およびＳ５６において、移動端末１０の選
択部１４が行なう処理を示すフローチャートである。ステップＳ６０において、Ｙｅｓの
場合、選択部１４は、移動先セルで送信されるフラグ４０に移動元セルを示す識別子４４
が含まれるか判断する（ステップＳ７０）。Ｎｏの場合、選択部１４は、いずれの基地局
にも移動先を示す情報を通知しない（ステップＳ７２）。ステップＳ７０において、Ｙｅ
ｓの場合、通知部１６は、移動後に移動先のセルの基地局に対し移動先のセルを示す情報
を通知する（ステップＳ６４）。その他の処理は、実施例２の図１２と同じであり説明を
省略する。
【００６８】
　例えば、図１４のステップＳ２０においては、フラグ４０には在圏セルＣ２を示す識別
子４４は含まれない。よって、図１５のステップＳ６０はＮｏである。ステップＳ６２に
おいて、フラグ４０に移動先のセルＣ１１を示す識別子４４は含まれる。よって、ステッ
プＳ６２はＹｅｓである。そこで、ステップＳ６６において、通知部１６は、セルＣ１１
に移動前に基地局２２に移動先のセルＣ１１を示す情報を通知する。
【００６９】
　図１４のステップＳ５６においては、フラグ４０には在圏セルＣ１１を示す識別子が含
まれる。よって、図１５のステップＳ６０はＹｅｓである。ステップＳ７０において、移
動先のセルＣ１２で送信されるフラグ４０に、移動元のセルＣ１１を示す識別子４４は含
まれない。よって、ステップＳ７０はＮｏである。そこで、ステップＳ７２において、通
知部１６は、いずれの基地局にも移動先のセルの情報を通知しない。
【００７０】
　図１４のステップＳ３０においては、フラグ４０には在圏セルＣ１２を示す識別子が含
まれる。よって、図１５のステップＳ６０はＹｅｓである。ステップＳ７０において、移
動先のセルＣ５のフラグに、移動元を示すセルＣ１２の識別子が含まれる。よって、ステ
ップＳ７０はＹｅｓである。そこで、ステップＳ６４において、通知部１６は、セルＣ５
に移動後に、基地局２５に移動先のセルＣ５の情報を通知する。
【００７１】
　実施例３によれば、移動端末１０の通知部１６は、高負荷セルＣ１１に隣接する隣接セ
ルＣ１２が負荷を減らす対象である場合、移動先のセルを基地局に通知しない。つまり、
自局が、高負荷セルＣ１１に隣接する隣接セルＣ１２を形成する基地局であっても、セル
Ｃ１２が高負荷セルである場合、受信部３４は、移動先のセルを示す情報を受信しない。
【００７２】
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　高負荷セルの負荷を分散させるためには、高負荷セル（例えばＣ１１とＣ１２）間のア
イドルモードの移動端末１０の移動は、把握されなくてもよい場合がある。一方、高負荷
セル間の移動端末１０の移動を当該高負荷セルを形成する基地局に通知すると、負荷を減
らす対象のセルの負荷が増してしまう。実施例３では、高負荷セルＣ１１とＣ１２間の移
動端末の移動を基地局に通知しないことにより、基地局の負荷を低減することができる。
なお、高負荷セルＣ１１とＣ１２間のアイドルモードの移動端末１０の移動を基地局に通
知することにより、基地局の負荷は増えるものの、より詳細な負荷の分散が可能となる。
このような要求が強い場合、実施例２のフローを行なうことにより、高負荷セル間のアイ
ドルモードの移動端末１０の移動を、移動後のセルに通知することもできる。
【００７３】
　また、実施例３においては、基地局装置２０が高負荷セルＣ１１を形成し、かつ高負荷
セルＣ１１に隣接するセルＣ１２（第３セル）が高負荷セルである場合、基地局装置２０
の送信部３２は、フラグに、高負荷セルＣ１１を示す識別情報を含ませ、隣接セルＣ２、
Ｃ５および第３セルである高負荷セルＣ１２を示す識別情報は含ませないことができる。
図１５で説明したように、フラグに在圏セルを示す識別情報が含まれ、かつ移動先の基地
局装置から受信したフラグに前記在圏セルを示す識別情報が含まれる場合、ステップＳ６
４を行なう。すなわち、この場合、移動端末１０の通知部１６は、移動先セルに移動後に
移動先のセルを示す情報を通知する。一方、フラグに在圏セルを示す識別情報が含まれ、
かつ移動先の基地局装置から受信したフラグに在圏セルを示す識別情報が含まれない場合
、ステップＳ７２を行なう。すなわち、この場合、移動端末１０の通知部１６は、移動先
のセルの基地局に移動先のセルを示す情報を通知しない。
【００７４】
　これにより、移動端末１０の通知部１６は、高負荷セルＣ１１に隣接するセルＣ１２が
高負荷セルである場合、移動端末１０の移動を高負荷セルを形成する基地局２１１、２１
２に通知しないことができる。よって、高負荷セルＣ１１、Ｃ１２を備える基地局２１１
、２１２の負荷を低減させることができる。
【実施例４】
【００７５】
　実施例４は、高負荷セルが隣接している場合の別の例である。図１６は、実施例４に係
る通信システムのブロック図である。実施例３の図１３と比較し、基地局２２は移動端末
１０にセルＣ１１の識別子を含むフラグを送信する。基地局２１１および２１２は、移動
端末１０にセルＣ１１およびＣ１２の識別子を含むフラグを送信する。基地局２５は移動
端末１０にセルＣ１２の識別子を含むフラグを送信する。その他の構成は図１３と同じで
あり説明を省略する。
【００７６】
　以上のように、実施例４では、自セルが高負荷セルであり、かつ隣接するセルが高負荷
セルの場合、基地局は、フラグに自セルと隣接する高負荷セルとの両方のセルの識別子を
含ませる。
【００７７】
　図１７は、実施例４における移動端末、基地局および管理装置のシーケンス図である。
実施例３の図１４と比較し、ステップＳ５２およびＳ５４において、フラグにセルＣ１１
およびＣ１２の識別子が含まれている。その他の処理は図１４と同じであり説明を省略す
る。
【００７８】
　図１８は、図１７のステップＳ２０、Ｓ３０およびＳ５６において、移動端末１０の選
択部１４が行なう処理を示すフローチャートである。ステップＳ６０において、Ｙｅｓの
場合、選択部１４は、フラグ４０に移動先のセルを示す識別子４４が含まれるか判断する
（ステップＳ７４）。Ｙｅｓの場合、選択部１４は、いずれの基地局にも移動先を示す情
報を移動先のセルの基地局に対し通知しない（ステップＳ７２）。ステップＳ７４におい
て、Ｎｏの場合、通知部１６は、移動後に移動先のセルを示す情報を移動先のセルの基地
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局に対し通知する（ステップＳ６４）。その他の処理は、実施例２の図１２と同様であり
説明を省略する。
【００７９】
　例えば、図１７のステップＳ５６においては、フラグ４０には在圏セルＣ１１を示す識
別子が含まれる。よって、図１８のステップＳ６０はＹｅｓである。ステップＳ７４にお
いて、フラグ４０に、移動先のセルＣ１２を示す識別子が含まれる。よって、ステップＳ
７４はＹｅｓである。そこで、ステップＳ７２において、通知部１６は、いずれの基地局
にも移動先のセルの情報を通知しない。
【００８０】
　図１７のステップＳ３０においては、フラグ４０には在圏セルＣ１２を示す識別子が含
まれる。よって、図１８のステップＳ６０はＹｅｓである。ステップＳ７４において、フ
ラグ４０に移動先のセルＣ１２を示す識別子が含まれていない。よって、ステップＳ７４
はＮｏである。そこで、ステップＳ６４において、通知部１６は、セルＣ５に移動後に、
基地局２５に移動先のセルＣ５の情報を通知する。
【００８１】
　実施例４によれば、基地局装置２０が、高負荷セルＣ１１を形成し、かつ、高負荷セル
Ｃ１１に隣接するセルＣ１２（第３セル）も高負荷セルである場合、基地局装置２０の送
信部３２は、フラグに、高負荷セルＣ１１およびＣ１２を示す識別子を含ませる。しかし
、送信部３２はフラグに隣接セルＣ２およびＣ５の識別情報を含ませない。移動端末１０
の通知部１６は、受信したフラグに在圏セルの識別情報が含まれ、かつ当該フラグに移動
先のセルを示す識別子が含まれる場合、移動先のセルを示す情報を通知しない。一方、通
知部１６は、受信したフラグに在圏セルを示す識別子が含まれ、かつ当該フラグに移動先
のセルの識別子が含まれない場合、移動先セルに移動後に移動先のセルを示す情報を当該
移動先セルの基地局に対し通知する。
【００８２】
　これにより、移動端末１０の通知部１６は、高負荷セルＣ１１に隣接する隣接セルＣ１
２が高負荷セルである場合、実施例３と同様に、移動端末１０の移動を基地局２１１、２
１２に通知しないことができる。
【００８３】
　実施例３の場合、フラグに含ませる識別子を削減できる。しかし、実施例３の場合、移
動端末１０の通知部１６は、図１４のステップＳ５８およびＳ５４において、移動先のフ
ラグを受信した後に、図１５のステップＳ７０の判断を行なうことになる。一方、実施例
４の場合、通知部１６は移動先のフラグを受信する前に、図１８のステップＳ７４の判断
が可能となる。
【実施例５】
【００８４】
　実施例５は、基地局装置２０の変更部３６がパラメータを変更する例である。図１９は
、実施例５における変更部３６の処理を示すフローチャートである。アクティブモードに
おいては、移動端末１０はハンドオーバの際に、ハンドオーバするセルの情報を基地局に
送信する。よって、管理装置３０は、アクティブモードの移動端末１０の各セル間の移動
を把握することができる。一方、管理装置３０は、位置登録範囲Ａ１内のアイドルモード
の移動端末１０の数を、各移動端末１０についての位置登録に基づいて把握する。そこで
、図１９を参照し、変更部３６は、管理装置３０から、位置登録範囲Ａ１内のアイドルモ
ードおよびアクティブモードの移動端末の総数Ｎ１およびＮ２を取得する（ステップＳ１
００）。さらに、変更部３６は、管理装置３０から高負荷セルＣ１から各隣接セルＣ２～
Ｃ７に移動したアクティブモードの移動端末１０の数Ｎ３を取得する（ステップＳ１０２
）。ステップＳ１００およびステップＳ１０２は、実施例１の図６、実施例２の図１１、
実施例３の図１４および実施例４の図１７のステップＳ１２に対応する。
【００８５】
　変更部３６は、位置登録範囲Ａ１内のアイドルモードとアクティブモードとの移動端末
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数の比Ｎ１／Ｎ２＝Ａを算出する（ステップＳ１０４）。変更部３６は、Ｎ３×Ａを高負
荷セルＣ１から隣接セルＣ２～Ｃ７にアイドルモードの移動端末１０を移動させる目標数
とする（ステップＳ１０６）。変更部３６は、上記目標数に基づき、パラメータを変更す
る（ステップＳ１０８）。例えば、変更部３６は、アイドルモードの移動端末１０の移動
数が目標数となるように、ヒステリシスまたはオフセットをパラメータとしてフィードバ
ック制御する。なお、以降、移動端末１０の移動数とは、セル間を移動する移動端末１０
の数とする。ステップＳ１０４からＳ１０８は、実施例１の図６、実施例２の図１１、実
施例３の図１４および実施例４の図１７のステップＳ１４に対応する。なお、高負荷セル
Ｃ１から各々の隣接セルＣ２～Ｃ７に移動するアイドルモードの移動端末１０の各々の目
標数を設定してもよい。また、高負荷セルＣ１から隣接セルＣ２～Ｃ７に移動するアイド
ルモードの移動端末１０の全体の目標数を設定してもよい。
【００８６】
　図２０は、実施例５における移動端末の目標数の設定方法の例を説明する図である。図
２０のように、位置登録範囲Ａ１にはセルＣ１～Ｃ７が含まれている。セルＣ１が高負荷
セルである。高負荷セルＣ１から隣接セルＣ２～Ｃ７への実線矢印および破線矢印は、そ
れぞれアクティブモードおよびアイドルモードの移動端末１０の移動を示している。ここ
で、アクティブモードの移動端末１０の高負荷セルＣ１から隣接セルＣ２～Ｃ７への移動
数は管理装置３０が把握した移動の実績を示している。アイドルモードの移動端末１０の
高負荷セルＣ１から隣接セルＣ２～Ｃ７への移動数は、変更部３６が設定した目標数を示
している。
【００８７】
　位置登録範囲Ａ１内のアクティブモードの移動端末１０の総数Ｎ２は１４０台であり、
アイドルモードの移動端末１０の総数Ｎ１は７０台である。そこで、ステップＳ１０４に
おいて、変更部３６は、Ａ＝Ｎ１／Ｎ２＝０．５と算出する。高負荷セルＣ１から隣接セ
ルＣ２へ移動したアクティブモードの移動端末１０の数Ｎ３は１０台である。そこで、ス
テップＳ１０６において、変更部３６は、高負荷セルＣ１から隣接セルＣ２に移動させる
アイドルモードの移動端末１０の目標数を１０×０．５＝５台とする。高負荷セルＣ１か
ら隣接セルＣ３～Ｃ７へ移動させるアイドルモードの移動端末１０の目標数も同様に算出
する。なお、図２０では、高負荷セルＣ１から隣接セルＣ２～Ｃ７に移動したアクティブ
モードの移動端末１０の数が同じ例を示している。当然のことながら、高負荷セルＣ１か
ら隣接セルＣ２～Ｃ７に移動したアクティブモードの移動端末１０の数は異なっていても
よい。
【００８８】
　アクティブモードの移動端末１０については、管理装置３０は各セルに位置する移動端
末数を把握している。よって、アクティブモードの移動端末１０については、高負荷セル
Ｃ１の負荷低減のため、高負荷セルＣ１から隣接セルＣ２～Ｃ７への移動端末１０の分散
を行うことが可能である。そこで、実施例５では、変更部３６は、アクティブモードの移
動端末１０の数Ｎ３に基づき、高負荷セルＣ１と各隣接セルＣ２～Ｃ７との間を移動する
アイドルモードの移動端末１０の目標数を設定する。ここで、数Ｎ３は、高負荷セルＣ１
と各隣接セルＣ２～Ｃ７との間を移動するアクティブモードの移動端末１０の数である。
変更部３６は、この目標数に基づきパラメータを変更する。これにより、変更部３６は、
より適切にパラメータを設定することができる。
【００８９】
　また、変更部３６は、自装置が形成するセル及び隣接セル間を移動するアイドルモード
またはアクティブモードの移動端末数に基づいて推測される、自装置が形成するセルに在
圏するアイドルモードの移動端末数および隣接セルに在圏するアイドルモードの移動端末
数の少なくともいずれかに基づいて、前記パラメータを変更することができる。
【実施例６】
【００９０】
　実施例６は、基地局装置２０の変更部３６がパラメータを変更する別の例である。図２
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１は、実施例６における変更部３６の処理を示すフローチャートである。実施例５の図１
９に比較し、ステップＳ１００の後、変更部３６は、管理装置３０から高負荷セルＣ１お
よび隣接セルＣ２～Ｃ７それぞれに在圏するアクティブモードの移動端末１０の数Ｎｎを
取得する（ステップＳ１１０）。ステップＳ１００およびステップＳ１１０は、実施例１
の図６、実施例２の図１１、実施例３の図１４および実施例４の図１７のステップＳ１２
に対応する。
【００９１】
　変更部３６は、ステップＳ１０４の後、各セルについてＮｎ×ＡをセルＣ１～Ｃ７のア
イドルモードの移動端末１０の数と推測する（ステップＳ１１２）。変更部３６は、各セ
ルに在圏するアイドルモードの移動端末の目標数を設定する。例えば、各セルＣ１～Ｃ７
で移動端末の数が同じとなるように各セル間の移動端末の移動の目標数を設定する（ステ
ップＳ１０７）。その後、ステップＳ１０８を実行する。ステップＳ１０４からＳ１０８
は、実施例１の図６、実施例２の図１１、実施例３の図１４および実施例４の図１７のス
テップＳ１４に対応する。その他の処理は実施例５の図１９と同様であり説明を省略する
。
【００９２】
　図２２は、実施例６における移動端末数の目標数の設定方法の例を説明する図である。
図２２のように、位置登録範囲Ａ１にはセルＣ１～Ｃ７が含まれている。セルＣ１が高負
荷セルである。各セルのアクティブおよびアイドルの数字は、それぞれアクティブモード
およびアイドルモードの移動端末１０のセル内数を示している。ここで、アクティブモー
ドの移動端末１０の数は管理装置３０が把握したセル内の移動端末１０数を示している。
アイドルモードの移動端末１０の数は、変更部３６が推定した各セルの移動端末の数を示
している。
【００９３】
　位置登録範囲Ａ１内のアクティブモードの移動端末１０の総数Ｎ２は１４０台であり、
アイドルモードの移動端末１０の総数Ｎ１は７０台である。そこで、ステップＳ１０４に
おいて、変更部３６は、Ａ＝Ｎ１／Ｎ２＝０．５と算出する。高負荷セルＣ１内のアクテ
ィブモードの移動端末１０の数は８０台である。そこで、変更部３６は、高負荷セルＣ１
におけるアイドルモードの移動端末１０の数を８０×０．５＝４０台と推測する。また、
隣接セルＣ２内のアクティブモードの移動端末１０の数は１０台である。そこで、変更部
３６は、隣接セルＣ２におけるアイドルモードの移動端末１０の数を１０×０．５＝５台
と推定する。隣接セルＣ３～Ｃ７におけるアイドルモードの移動端末１０の数も同様に推
定する。なお、図２２では、隣接セルＣ２～Ｃ７おけるアクティブモードの移動端末１０
の数が同じ例を示している。当然のことながら、隣接セルＣ２～Ｃ７内のアクティブモー
ドの移動端末１０の数は異なっていてもよい。変更部３６は、各セルＣ１～Ｃ７の移動端
末１０の目標値が同じとなるように目標値を設定する。例えば、セルＣ１～Ｃ７の目標値
は、各々１０台となる。そこで、セルＣ１からセルＣ２～Ｃ７に移動させる移動端末の目
標数を各々５台とする。
【００９４】
　実施例６では、変更部３６は、複数のセルＣ１～Ｃ７を含む位置登録範囲Ａ１内の複数
のセル各々に含まれるアクティブモードの移動端末数Ｎｎに基づき、複数のセル各々に含
まれるアイドルモードの移動端末の目標数を設定し、目標数に基づき前記パラメータを変
更する。これにより、より適切にパラメータを設定することができる。
【００９５】
　また、変更部３６は、自装置が形成するセル及び隣接セルのそれぞれに在圏するアクテ
ィブモードの移動端末数に基づいて推測される、装置が形成するセルに在圏するアイドル
モードの移動端末数及び隣接セルに在圏するアイドルモードの移動端末数の少なくともい
ずれかに基づいて、前記パラメータを更新することができる。
【００９６】
　実施例５および６のように、変更部３６は、アイドルモードの移動端末から受信した移
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動先のセルを示す情報を用いて算出される、第１セルについてのアイドルモードの移動端
末数に基づいて、前記所定のパラメータの値を変更することができる。
【００９７】
　また、変更部３６は、自装置が形成するセルに在圏するアイドルモードの移動端末数ま
たは隣接セルに在圏するアイドルモードの移動端末数の少なくともいずれかに基づいて、
パラメータを変更することができる。
【実施例７】
【００９８】
　実施例７は、基地局装置２０の変更部３６がパラメータを変更する前後のパラメータを
移動端末１０に送信する例である。図２３は、基地局装置２０の送信部３２が移動端末１
０に送信するパラメータメッセージの例である。図２３のように、パラメータ９０には、
変更部３６が変更する前のパラメータ９２ａと変更部３６が変更した後のパラメータ９２
ｂとが含まれている。
【００９９】
　図２４は、移動端末１０の通知部１６が、基地局装置２０に送信する通知メッセージの
例である。図２４のように、通知メッセージ９４には、移動端末１０の選択部１４がパラ
メータ９２ａ基づいて評価した評価結果９６ａが含まれる。評価結果９６ａには、パラメ
ータ９２ａに基づいて選択したセルの識別子９８ａ、移動元セルのセル・ランキング基準
１００ａおよび移動先セルのセル・ランキング基準１０２ａが含まれる。評価結果９６ｂ
には、パラメータ９２ｂに基づいて選択したセルの識別子９８ｂ、移動元セルのセル・ラ
ンキング基準１００ｂおよび移動先セルのセル・ランキング基準１０２ｂが含まれる。
【０１００】
　実施例７によれば、基地局装置２０の変更部３６は、より高度にパラメータの変更を行
なうことができる。例えば、変更部３６が高負荷セルＣ１から隣接セルＣ２～Ｃ７へ移動
するアイドルモードの移動端末１０が少なかったため、パラメータを大きく変更する。こ
れにより、高負荷セルＣ１から隣接セルＣ２～Ｃ７に十分な数の移動端末１０を移動させ
ることができたとする。しかし、変更部３６がパラメータを変更する前後の評価結果９６
ａおよび９６ｂを分析すると、変更前のパラメータ９２ａでも、移動端末１０が隣接セル
Ｃ２～Ｃ７に移動する傾向かあったとする。この場合、変更部３６が隣接セルＣ２～Ｃ７
への移動端末１０が少ないと判断する時間が早すぎたと考えられる。第２セルに極端に移
動端末１０を移動すると、移動先のセルで十分な受信品質が得られない可能性が高まる。
したがって、パラメータを大きく変更するのは好ましくない。上記例により、変更部３６
は、パラメータを適切に変更することができる。
【０１０１】
　さらに、変更部３６は、セル・ランキング基準１００ａ、１００ｂ
、１０２ａおよび１０２ｂを用い、パラメータを適切に変更することもできる。
【０１０２】
　以上、本発明の好ましい実施例について詳述したが、本発明は係る特定の実施例に限定
されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々
の変形・変更が可能である。
【０１０３】
　なお本発明の実施例は、高負荷セルとその周辺セル間の移動端末の移動に限らず適用可
能である。つまり、第１のセルは高負荷セルに限らず、例えば、移動端末の移動の把握が
要求される任意のセルとすることができる。
【符号の説明】
【０１０４】
　　１０　　　　　移動端末
　　１２　　　　　受信部
　　１４　　　　　選択部
　　１６　　　　　通知部
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　　１８　　　　　送信部
　　２０　　　　　基地局装置
　　３０　　　　　管理装置
　　３２　　　　　送信部
　　３４　　　　　受信部
　　３６　　　　　変更部
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