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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の周波数を利用可能な符号分割多重通信システムにおける周波数割当て方法におい
て、
　速度に応じて区分される相対的に低速な第１の通信呼と相対的に高速な第２の通信呼に
ついて、前記複数の周波数の各周波数における割当て状況を評価し、
　新たな低速な第１の通信呼に対して周波数割当てをおこなう際、該評価の結果に基づい
て、前記低速な第１の通信呼の数が少ない周波数または前記高速な第２の通信呼の数が多
い周波数または通信呼のうち高速な第２の通信呼の占める割合が大きい周波数を特定し、
　特定された該周波数を前記新たな低速な第１の通信呼の通信用に割り当てる、
　ことを特徴とする周波数割当て方法。
【請求項２】
　請求項１記載の周波数割当て方法において、
　移動局が、前記特定された周波数の割当てを受けて通信を行う、
　ことを特徴とする周波数割当て方法。
【請求項３】
　複数の周波数を利用可能な符号分割多重通信システムにおいて、
　速度に応じて区分される相対的に低速な第１の通信呼と相対的に高速な第２の通信呼に
ついて、前記複数の周波数の各周波数における割当て状況を評価する評価手段と、
　新たな低速な第１の通信呼に対して周波数割当てをおこなう際、該評価の結果に基づい
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て、前記低速な第１の通信呼の数が少ない周波数または前記高速な第２の通信呼の数が多
い周波数または通信呼のうち高速な第２の通信呼の占める割合が大きい周波数を特定する
特定手段と、
　特定された該周波数を前記新たな低速な第１の通信呼の通信用に割り当てる割当て手段
と、
　を備えたことを特徴とする符号分割多重通信システム。
【請求項４】
　請求項３記載の符号分割多重通信システムにおいて、
　前記特定された周波数の割当てを受けて通信を行う移動局、
　を備えたことを特徴とする符号分割多重通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は符号分割多重通信システム及びその周波数割当て方法に係わり、特に同一の周
波数に複数の信号を多重し、さらに複数の周波数を多重して信号を送信する符号分割多重
通信システム及びその周波数割当て方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の周波数を利用可能な符号分割多重通信システムにおいて、基地局制御装置は、端
末よりの発信呼が発生した時、あるいはコアネットワークより着信呼が発生したとき、該
呼の所要電力あるいは所要帯域(以下所要リソースという)と予め定められている特定周波
数の残り使用可能リソース量との大小を比較し、所要リソースの方が小さければ該呼を受
付け、大きければ該呼に別の周波数を割り当てる。しかし、大リソースを必要とする呼(
高速呼)と小リソースを必要とする呼(低速呼)の両方が存在する場合、従来の周波数割り
当て方法は周波数割り当てにポリシーがなく最適な周波数割り当てができず、受付け可能
な呼数がトータル的に少なくなる問題がある。以下、この問題について説明する。
　音声通信などの低速度のビットレートの通信のみをサービスするセルラーシステムにお
いては、１つの呼の電力はそれほど大きくなく、同時に収容可能な回線数が多いため、個
々の移動局の移動速度による所要電力の変動、上り回線における他セル干渉電力の変動、
下り回線におけるマルチパス干渉等による変動などが統計多重された結果として、上り回
線の基地局における受信干渉電力の変動幅や、下り回線の基地局における基地局全送信電
力の変動幅が圧縮される(小さくなる)。
【０００３】
　一方、近年の高速ビットレートの通信のみをサービスするセルラーシステムについては
、1つの呼に大きな電力を必要とし、同時に収容可能な回線数が少なくなるため、個々の
移動局の移動速度による所要電力の変動、上り回線における他セル干渉電力の変動、下り
回線におけるマルチパス干渉等による変動などに対する統計多重効果が小さい。このため
、上り回線の基地局における受信干渉電力や、下り回線の基地局における基地局全送信電
力が、大きく変動する。
　従って、高速ビットレートの通信を提供する場合、システムの通信品質を確保するには
、受信干渉電力と基地局全送信電力の大きな変動を考慮して十分な余裕を持った閾値を設
けて呼接続制御を行う必要がある。図１９は低速、高速混在型のトラヒック制御方式の説
明図であり、それぞれの周波数はＲＦ１～ＲＦＮ、各周波数の割当て可能なリソース閾値
はＲTHであり、総割り当てリソースが閾値を越えていなければ呼に割り当てできるとする
。端末は周波数ＲＦ１～ＲＦＮのうちいずれかの周波数の制御チャネルで基地局と通信で
きるが、端末購入時に網(基地局制御装置)より使用する周波数が設定される。この周波数
を以後、待ち受け周波数と定義する。
　待ち受け周波数ＲＦ１のとき、高速呼が発生した場合、周波数ＲＦ１の通信チャネルは
既に満杯のため高速呼に割り当てできないから、次の周波数ＲＦ２を新たな待ち受け周波
数に変更して該ＲＦ２の通信チャネルを割り当てるようにする。この結果、周波数ＲＦ２
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は3個の高速呼に割当てられてしまう。
【０００４】
　上記のように基地局受信干渉電力や基地局全送信電力を呼接続の閾値とするトラヒック
制御方式では、同一周波数内で提供されるサービスの種類が、低速ビットレートのサービ
ス(低速呼)に偏ると統計多重効果により大きな集線効果が得られ、基地局の全送信電力の
変動は小さくなり、逆に、高速ビットレートのサービス(高速呼)に偏ると統計多重効果が
得られず集線効果が得られにくくなり、基地局の全送信電力の変動は大きくなる傾向にあ
る。なお、以上の集線効果には、一般のトラヒック理論で述べられる集線効果と、無線伝
播路の変動が統計多重される意味での集線効果の両方がが含まれている。
【０００５】
　図２０は多元接続トラヒックモデルにおける基地局全送信電力の増加説明図であり、横
軸は１つの周波数に含まれる高速の回線数、縦軸は所要劣化率を満足させる最小電力比で
、劣化率が０．１％、１．０％、１０％の場合を示している。高速呼の回線数が増加する
につれて最小電力比が増加しており、特に、高速呼の回線数が４以上になると最小電力比
が急激に増加していることが判る。
　以上より、低速呼と高速呼が存在する場合、ある周波数に高速呼が集中するとその周波
数での所要電力が増大し、結果的に一定電力で送信できる呼数が減少する。このため、図
１９のように溢れたら次の周波数を割り当てる方式では高速呼が1つの周波数に集中する
可能性があり、収容呼数を減少させる問題があった。また、変動が多いとＴＰＣ(送信電
力制御)も十分に追従しずらくなり、余計に呼数を減少させる。
【０００６】
　第1の従来技術として移動局に可能な限り高速無線チャンネルを割り当てる方式がある(
特許文献1参照)。この第1従来技術は、制御局が移動局に無線チャンネルを割り当てる際
、複数の無線チャンネルの中から移動局が高速通信することが可能な無線チャンネルを選
択し、該無線チャンネルを移動局に優先的に割り当てる方法である。
　第2の従来技術としてＱｏＳに応じて伝送レートを制御する方式が提案されている（特
許文献２参照)。この第２従来技術は、同一サービスクラスのユーザ間では同程度のＱｏ
Ｓを提供してサービスの公平性を保ち、異なるクラスのユーザ間では伝送レートの比率を
予め定めた比率に維持してクラス間のＱｏＳを相対的に保って公平性のあるサービスを提
供するものである。
【特許文献１】特開２００３－１２５４４０号公報
【特許文献２】特開２００３－１７９９６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　第1の従来技術は移動局に可能な限り高速無線チャンネルを割り当てる方法であり、基
地局に収容する移動局数(呼数)を増大させるものではない。第2の従来技術はＱｏＳに応
じて伝送レートを制御して公平性のあるサービスを提供するもであり、同様に基地局に収
容する呼数を増大させるものではない。
　以上から本発明の目的は、収容可能な呼数を増大することができる基地局制御装置及び
その周波数割当て方法を提供することである。
　本発明の目的は、統計多重効果が発揮するように各周波数を呼に割り当てて、収容可能
な呼数を増大することである。
　本発明の目的は、各周波数に割り当てられた呼の呼種毎の配分が均等となるようにして
収容可能な呼数を増大することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、複数の周波数を利用可能な符号分割多重通信システムおよびその周波数割当
て方法である。
　・周波数割当て方法
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　本発明の周波数割当て方法は、速度に応じて区分される相対的に低速な第１の通信呼と
相対的に高速な第２の通信呼について、前記複数の周波数の各周波数における割当て状況
を評価するステップ、新たな低速な第１の通信呼に対して周波数割当てをおこなう際、該
評価の結果に基づいて、前記低速な第１の通信呼の数が少ない周波数または前記高速な第
２の通信呼の数が多い周波数または通信呼のうち高速な第２の通信呼の占める割合が大き
い周波数を特定するステップ、特定された該周波数を前記新たな低速な第１の通信呼の通
信用に割り当てるステップ、を備えている。移動局は、前記特定された周波数の割当てを
受けて通信を行う。
　・符号分割多重通信システム
　本発明の符号分割多重通信システムは、速度に応じて区分される相対的に低速な第１の
通信呼と相対的に高速な第２の通信呼について、前記複数の周波数の各周波数における割
当て状況を評価する評価手段と、新たな低速な第１の通信呼に対して周波数割当てをおこ
なう際、該評価の結果に基づいて、前記低速な第１の通信呼の数が少ない周波数または前
記高速な第２の通信呼の数が多い周波数または通信呼のうち高速な第２の通信呼の占める
割合が大きい周波数を特定する特定手段と、特定された該周波数を前記新たな低速な第１
の通信呼の通信用に割り当てる割当て手段と、を備えている。符号分割多重通信システム
は、更に前記特定された周波数の割当てを受けて通信を行う移動局を備えている。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、統計多重効果が発揮するように各周波数を呼に割り当てるようにした
から、基地局に収容する呼数を増大することができる。
　本発明によれば、各周波数が割り当てられた呼の呼種毎の配分が均等となるようにした
から、ある周波数に高速呼が集中して収容呼数が減少する事態を防止でき、しかも、統計
多重効果により収容可能な呼数を増大することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　図1は本発明の基地局制御装置の機能的な構成図であり、周波数毎に、該周波数が割り
当てられた呼の呼種毎の数を監視する手段１、新たな呼が発生した時、各周波数における
呼種毎の配分に偏りが発生しないように該呼に全周波数のうちいずれかの周波数を割り当
てる周波数割当て手段２、初期の待ち受け周波数と異なる周波数を端末に指定する時、そ
の新たな待ち受け周波数を通知する手段３を備えている。この基地局制御装置によれば、
監視手段1が周波数毎に、該周波数が通信用として割り当てられた呼の呼種毎の数を監視
し、新たな呼が発生した時、割り当て手段２が各周波数における呼種毎の配分に偏りが発
生しないように通信用周波数を割り当て、通知手段３が該通信用周波数を該基地局4の無
線通信手段を用いて該端末に新たな待ち受け周波数として通知する。端末は、通知された
周波数を新たな待ち受け周波数とすると共に、再度その周波数で発呼する。この周波数は
、呼種毎の配分を考慮しているものであるから、基地局制御装置は、該周波数での通信を
許可すべく、その周波数を通信用として割り当てる。なお、５はコアネットワークである
。
　従来のように、通信用周波数を割当てできなかった呼（溢れ呼）に単純に他の空き周波
数を割り当てるのでは、大きな所要電力を要する呼が一部の周波数に偏る現象を回避でき
ず、システムに収容できる呼数が減少する。しかし、本発明のように、呼種毎の呼数の配
分が各周波数で均一となるように呼に各周波数を通信用として割り当てることにより、集
線効果の低下を回避し、システムに収容可能な加入者数を増加させることが可能となる。
　待ち受け周波数の変更通知は、発呼等を行なう制御チャネルの変更を促し、該端末が変
更された制御チャネルで発呼することで、結果としてその変更された周波数の通信チャネ
ルが割り当てられることとなるのである。これは、各周波数についてそれぞれ制御チャネ
ルが設けられ、各周波数の通信チャネルを割当てる際、その周波数の制御チャネルを用い
て発呼することを原則とするシステムに好適である。
　もし、制御チャネルと異なる周波数の通信チャネルを割り当てることを許容するシステ
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ムであれば、待ち受けチャネルの変更通信をせずに、直接、発呼時の制御チャネルの周波
数と異なる周波数の通信チャネルを端末に割り当てることで、本発明に係わる周波数割当
てを実現しても良い。
【実施例１】
【００１２】
　（Ａ）システム構成
　図2は本発明を適用できる通信システムの構成図であり、固定通信網１１、固定通信網
と基地局制御装置間に設けられたコア網１２、コア網１２と複数の基地局間に設けられて
基地局を制御する基地局制御装置１３、基地局制御装置１３により制御されると共に該基
地局制御装置からのデータを受信して移動局(端末)に送信し、かつ端末からのデータを基
地局制御装置に送信する基地局１４1、１４2、…基地局と無線で通信する多数の端末(図
では1つのみ示している)１５で構成されている。各基地局の担当するエリアをゾーン１６

1、１６2…で示している
　各基地局１４1、１４2はそれぞれ、複数の周波数を多重し、さらに同一の周波数に複数
の信号を符号分割多重して信号を送信する符号分割多重送信により多数の配下の端末と同
時に無線通信できるように構成されている。基地局制御装置１３は端末より呼(発信呼)が
発生し、あるいはコア網12から呼(着信呼)が発生すると、該呼をどの周波数に割り当てる
か決定して基地局及び端末に通知し、基地局及び端末が該周波数で通信するように制御す
る。
【００１３】
　図3は基地局制御装置１３のブロック構成図である。コア網インターフェース部１３ａ
はコア網１２との間でデータを送受し、コア網からのデータをデータ処理部１３ｂへ送る
。データ処理部１３ｂはコア網インターフェース部１３ａから入力するデータおよび無線
リソース制御部１３ｃから入力するデータ（端末間制御信号、基地局間制御信号）を論理
チャネルにマッピングする。また、データ処理部１３ｂは基地局インターフェース部１３
ｄから入力する端末間制御信号(端末との間の制御信号)、基地局間制御信号(基地局との
間の制御信号)のデータ部分を取り出し無線リソース管理部１３ｃに送る。
さらに、データ処理部１３ｂは無線リソース制御部１３ｃからの指示に従って論理チャネ
ルの送信／送信停止制御、周波数への呼の割り当てを行う。
　基地局インターフェース部１３ｄは、データ処理部１３ｂから送られてくる、端末間制
御信号および基地局間制御信号を基地局１４1，１４2に送信し、基地局から送られてくる
端末間制御信号、基地局間制御信号をデータ処理部１３ｂへ送る。
【００１４】
　無線リソース制御部１３ｃは、基地局と端末間で通信する無線リソース（周波数および
該周波数における多重タイミングあるいは拡散コード）の割り当てや管理を行う。又、無
線リソース制御部１３ｃは、端末からの周辺セルの品質測定情報からゾーン移行の判定等
を行う。無線リソース制御部１３ｃは、無線リソースの割り当てや管理を行うために、配
下の基地局毎に、図4に示すように、各周波数RF１～RFNを通信用として割り当てた呼種毎
(高速呼、中速呼、低速呼)の呼数cn-RFj，bn-RFj，an-RFj及び受付け可能リソース量RTH
、現在の使用リソース量Ru、残りリソース量ReをテーブルＴＢＬに保持している。呼種を
高速呼、中速呼、低速呼として分類したがもっと細かく分類したり、高速呼と低速呼だけ
に分類してもよい。
　また、呼のビットレート(あるいは必要帯域)に基づいて呼種を決めることができるが、
必要電力に基づいて呼種、すなわち高速呼、中速呼、低速呼(高電力呼、中電力呼、小電
力呼)を決定することもできる。電力制御を行なうセルラーシステムにおいては、同一呼
種であっても、基地局送信電力が異なる。基地局から離れた移動局や隣接基地局の干渉の
影響を受けている移動局への基地局送信電力は、より大きく制御される。そのため、周波
数再アサインのチャンネル選定をビットレートでなく、実際の送信電力を考慮して行なう
。上記テーブルでは、例えば、低速呼を必要電力が５００ｍＷ以下とし、中速呼を必要電
力が５００ｍＷ～１０００ｍＷとし、高速呼を必要電力が１０００ｍＷ以上とする。
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【００１５】
　図５は基地局のブロック構成図である。
　有線伝送路インターフェース部14-1は基地局制御装置１３から論理チャネルに乗せて送
られてくるデータ、端末間制御信号を変復調部14-2へ送り、基地局間制御信号を制御部14
-3へ送る。また、変復調部14-2から入力するデータや端末間制御信号および制御部14-3か
ら入力する基地局間制御信号を基地局制御装置１３へ送る。
　変復調部14-2は有線伝送路インターフェース部14-1から送られてきたデータ、端末間制
御信号を制御部14-3からの指示にしたがって誤り訂正符号化処理、変調処理、所定周波数
への周波数変換処理等を行う。また、変復調部14-2は、端末から送られてきた各周波数の
端末間制御信号、データを制御部14-3からの指示にしたがって復調、誤り訂正を行って有
線伝送路インターフェース部14-1に入力し、端末から基地局への制御信号を制御部14-3へ
入力する。更に、変復調部14-2は、制御部14-3からの指示にしたがって送信／送信停止処
理を行う。
【００１６】
　送受信部・増幅部14-4は、端末からの各周波数信号を受信し、低雑音アンプにて増幅し
、また、変復調部14-2から入力する各周波数の変調信号を送信電力増幅器で増幅してアン
テナより端末に向けて送信する。
　制御部14-3は、有線伝送路インターフェース部14-1から基地局間制御信号を受信し、無
線リソース（周波数および該周波数における多重タイミングあるいは拡散コード）の設定
を変復調部14-2へ指示する。また、制御部14-3は、有線伝送路インターフェース部14-1か
ら基地局間制御信号を受信し、物理チャネルの送信／送信停止の設定を変復調部14-2へ指
示する。
【００１７】
　(Ｂ)本発明の周波数割り当て制御の概略
　(ａ)第1の周波数割当て制御
　本発明の第1の周波数割り当て制御では、(1) 各周波数における割り当て可能な残りリ
ソース及び該周波数が割り当てられた呼の呼種毎の数を監視し、(2)残りリソースを考慮
して発呼時の周波数（待ち受けチャネルと同じ周波数）を新たな呼に割り当てられる時は
、該呼にその周波数を割り当て、(3)新たな呼に発呼時の周波数（待ち受けチャネルと同
じ周波数）を割り当てられない時は、各周波数における呼種毎の配分に偏りが発生しない
ように該呼に他の待ち受け周波数を割り当てる。または、発呼時とは異なる周波数の通信
チャネルを直接割り当てる。
【００１８】
　図6は高速呼が発生した場合の第１の周波数割当て制御の説明図であり、上段（Ａ）は
割り当て前の呼種配分を示し、細い矩形は低速呼、太い矩形は高速呼を意味している。尚
、RF1は既に、通信用として使用しているリソース量が受付け制御の閾値ＲTHを越えてい
るものとする。端末がRF1で発呼した場合、新たな高速呼に周波数RF1を通信用として割り
当てられないため、基地局制御装置１３は、各周波数における呼種毎の配分に偏りが発生
しないようにいずれかの周波数を特定する。例えば、新たな呼の呼種(図6の例では高速呼
)の割り当て数が最も少ない周波数RFNを特定し、そのRFNを端末に通知する。端末は、RFN
を待ち受け周波数とし、その周波数で発呼し、その周波数の通信チャネルが割り当てられ
る。または、発呼時とは異なる周波数の通信チャネルを直接割り当てる。
　なお、RF1を割り当てられる時は、RF1を通信用としてそのまま割り当てる。
【００１９】
　図７は低速呼が発生した場合の第２の周波数割当て制御の説明図で、上段(Ａ)は割り当
て前の呼種配分を示している。RF1は既に、通信用として使用しているリソース量が受付
け制御の閾値ＲTHを越えているものとする。
　新たな低速呼に周波数RF1を通信用として割り当てられないため、基地局制御装置１３
は、各周波数における呼種毎の配分に偏りが発生しないようにいずれかの周波数を特定す
る。例えば、新たな呼の呼種(図７の例では低速呼)の割り当て数が最も少ない周波数ＲＦ
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２を特定する。なお、新たな呼に周波数RF1を割り当てられる時は、該呼にそのままRF1を
通信用周波数として割り当てるものとする。
　尚、前述の周波数特定の際、新たな呼(低速呼)よりも高速な呼の割当て数が最も多い周
波数を特定することもできる。
【００２０】
　（ｂ）第２の周波数割当て制御
　本発明の第２の周波数割当て制御では、(1)周波数毎に、該周波数が割り当てられた呼
の呼種毎の数を監視し、(2)新たな呼が発生した時、各周波数における呼種毎の配分に偏
りが発生しないように該呼に全周波数のうちいずれかの周波数を割り当てる。
　図８は高速呼が発生した場合の第２の周波数割当て制御の説明図であり、上段（Ａ）は
割り当て前の呼種配分を示し、細い矩形は低速呼、太い矩形は高速呼を意味している。
　端末が周波数RF1で発呼した場合、周波数RF1の通信チャネル割当てができたとしても、
各周波数における呼種毎の配分に偏りが発生しないように該呼に全周波数のうちいずれか
の周波数を割り当てる。
　新たな高速呼がRF1で発呼すると、基地局制御装置１３は、全周波数から高速呼の割り
当て数が最小の周波数を選択する。図の例では周波数ＲＦ３とＲＦＮが高速呼の割り当て
数が０で最小であり、共に高速呼を割り当てることができる。かかる場合、基地局制御装
置１３は、更に総使用リソースが少ない方の周波数ＲＦ３を選択し、該周波数ＲＦ３を高
速呼に割り当てる。新規呼に割り当てた周波数が待ち受け周波数と異なる場合、該割り当
てた周波数を新たな待ち受け周波数として端末に通知する。
　なお、制御チャネルの周波数と異なる周波数の通信チャネルを割り当てることを許容す
るシステムにおいて、制御チャネルの周波数と異なる周波数を通信チャネル用として割り
当てる場合には、直接、該通信チャネルの周波数を端末に割り当てる。
　以上のように各周波数における呼種毎の配分に偏りが発生しないように通信用の周波数
を切り替えるため、統計多重効果を維持継続できる。
【００２１】
　図９は低速呼が発生した場合の第２の周波数割当て制御の説明図であり、上段（Ａ）は
割り当て前の呼種配分を示している。新たな低速呼が発生した時、基地局制御装置１３は
、全周波数から低速呼の割り当て数が最小の周波数を選択する。図の例では周波数ＲＦ２
が低速呼の割り当て数が０で最小であるから、該周波数ＲＦ２を低速呼に割り当てる。新
規呼に割り当てた周波数が待ち受け周波数と異なる場合、該割り当てた周波数を新たな待
ち受け周波数として端末に通知する。
　なお、制御チャネルの周波数と異なる周波数の通信チャネルを割り当てることを許容す
るシステムにおいて、制御チャネルの周波数と異なる周波数を通信チャネル用として割り
当てる場合には、直接、該通信チャネルの周波数を端末に割り当てる。
　以上のように各周波数における呼種毎の配分に偏りが発生しないように通信用の周波数
を切り替えるため、統計多重効果を維持継続できる。
【００２２】
　（ｃ）第３の周波数割当て処理
　図６、図7では、新たな呼に待ち受け周波数と同じ周波数をそのまま割り当てられる時
は、該呼に該待ち受け周波数と同じ周波数の通信チャネルを割り当てるものとして説明し
たが、以下のように制御してもよい。すなわち、発呼時の周波数と同じ周波数の通信チャ
ネルを割り当て可能であったとしても、残りリソースを考慮して新たな呼に周波数を割り
当てられる時は、全周波数または2以上の所定数の周波数における呼種毎の配分に偏りが
発生しないように該呼に全周波数のうちいずれかの周波数を割り当てる。新規呼に割り当
てた周波数が待ち受け周波数と異なる場合、該割り当てた周波数を新たな待ち受け周波数
として端末に通知する。
　なお、制御チャネルの周波数と異なる周波数の通信チャネルを割り当てることを許容す
るシステムにおいて、制御チャネルの周波数と異なる周波数を通信チャネル用として割り
当てる場合には、直接、該通信チャネルの周波数を端末に割り当てる。
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　以上のように各周波数における呼種毎の配分に偏りが発生しないように通信用の周波数
を切り替えるため、統計多重効果を維持継続できる。
【００２３】
　（Ｃ）本発明の周波数割当て処理
　（ａ）第1の周波数割当て処理
　図1０は図６、図７で説明した第１の周波数割当て制御の処理フローである。なお、待
ち受け周波数は周波数ＲＦ１であるものとする。
　基地局制御装置１３の無線リソース制御部１３ｃは、端末１５から新規発呼があったか
、あるいはコア網１２から新たな着呼があったか監視する(ステップ１０１)。
　新たな呼が発生すれば、待ち受け周波数と同じＲＦ１の残り通信リソース及び該呼の必
要リソースを考慮して、該呼に周波数RF1の通信チャネルを割り当てられるかチェックす
る(ステップ１０２)。該呼に周波数RF1を割り当てられる場合には、周波数RF1の通信チャ
ネルを割り当て、テーブルＴＢＬ内容を更新する(ステップ１０３)。
【００２４】
　しかし、新たな呼に周波数ＲＦ１を割り当てられない場合には、新規呼が低速呼である
かチェックし(ステップ１０４)、低速呼であれば、待ち受け周波数を除いた残りのいずれ
かの周波数のチャネルを通信用として該新規呼に割り当て可能であるかチェックし(ステ
ップ１０５)、割当て不可能であれば輻輳状態であるから呼の接続を拒絶し、輻輳中であ
る旨を端末１５あるいはコア網１２に通知する(ステップ１０６)。一方、ステップ１０５
において、待ち受け周波数と同じ周波数RF1を除いた残りのいずれかの周波数を該新規呼
に割り当て可能であれば、低速呼の割り当て数が最小の周波数を求め、該周波数を新規呼
に割り当て、テーブルＴＢＬ内容を更新する。(ステップ１０７)。また、新規呼に割り当
てた周波数が待ち受け周波数と異なる場合には、新たな待ち受け周波数を端末１５に通知
する。制御チャネルの周波数と異なる周波数の通信チャネルを割り当てることを許容する
システムにおいて、制御チャネルの周波数と異なる周波数を通信チャネル用として割り当
てる場合には、直接、該通信チャネルの周波数を端末に割り当てる。
【００２５】
　一方、ステップ１０４において、新規呼が低速呼でなければ、中速呼であるかチェック
し(ステップ１０８)、中速呼であれば、待ち受け周波数と同じ周波数RF1を除いた残りの
いずれかの周波数を該新規呼に割り当て可能であるかチェックし(ステップ１０９)、割当
て不可であれば輻輳状態であるから呼の接続を拒絶し、輻輳中である旨を端末１５あるい
はコア網１２に通知する(ステップ１１０)。一方、ステップ１０９において、待ち受け周
波数と同じ周波数RF1を除いた残りのいずれかの周波数を該新規呼に割り当て可能であれ
ば、中速呼の割り当て数が最小の周波数を求め、該周波数を新規呼に割り当て、テーブル
ＴＢＬ内容を更新する。(ステップ１１１)。また、新規呼に割り当てた周波数が待ち受け
周波数と異なる場合には、新たな待ち受け周波数を端末１５に通知する。制御チャネルの
周波数と異なる周波数の通信チャネルを割り当てることを許容するシステムにおいて、制
御チャネルの周波数と異なる周波数を通信チャネル用として割り当てる場合には、直接、
該通信チャネルの周波数を端末に割り当てる。
【００２６】
　ステップ１０８において、新規呼が中速呼でなければ、高速呼であるから、待ち受け周
波数を除いた残りのいずれかの周波数を該新規呼に割り当て可能であるかチェックし(ス
テップ１１２)、割当て不可能であれば輻輳状態であるから呼の接続を拒絶し、輻輳中で
ある旨を端末１５あるいはコア網１２に通知する(ステップ１１３)。一方、ステップ１１
２において、待ち受け周波数と同じ周波数を除いた残りのいずれかの周波数を該新規呼に
割り当て可能であれば、高速呼の割り当て数が最小の周波数を求め、該周波数を新規呼に
割り当て、テーブルＴＢＬ内容を更新する。(ステップ１１４)。また、新規呼に割り当て
た周波数が待ち受け周波数と異なる場合には、新たな待ち受け周波数を端末１５に通知す
る。
　制御チャネルの周波数と異なる周波数の通信チャネルを割り当てることを許容するシス
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テムにおいて、制御チャネルの周波数と異なる周波数を通信チャネル用として割り当てる
場合には、直接、該通信チャネルの周波数を端末に割り当てる。
【００２７】
　（ｂ）第２の周波数割当て処理
　図1１は図８、図９で説明した第２の周波数割当て制御の処理フローである。なお、待
ち受け周波数は周波数ＲＦ１であるものとする。
　基地局制御装置１３の無線リソース制御部１３ｃは、端末１５から新規発呼があったか
、あるいはコア網１２から新たな着呼があったか監視する(ステップ２０１)。
　新たな呼が発生すれば、新規呼が低速呼であるかチェックし(ステップ２０２)、低速呼
であれば、待ち受け周波数と同じ周波数を含む全周波数のうち該新規呼に割り当て可能な
周波数が存在するかチェックし(ステップ２０３)、存在しなければ輻輳状態であるから呼
の接続を拒絶し、輻輳中である旨を端末１５あるいはコア網１２に通知する(ステップ２
０４)。一方、ステップ２０３において、待ち受け周波数と同じ周波数を含む全周波数の
うち該新規呼に割り当て可能な周波数が存在すれば、低速呼の割り当て数が最小の周波数
を求め、該周波数を新規呼に割り当て、テーブルＴＢＬ内容を更新する。(ステップ２０
５)。また、新規呼を割り当てた周波数が待ち受け周波数と同じであればそのまま割り当
て、異なる場合には、新たな待ち受け周波数を端末１５に通知する。制御チャネルの周波
数と異なる周波数の通信チャネルを割り当てることを許容するシステムにおいて、制御チ
ャネルの周波数と異なる周波数を通信チャネル用として割り当てる場合には、直接、該通
信チャネルの周波数を端末に割り当てる。
【００２８】
　一方、ステップ２０２において、新規呼が低速呼でなければ、中速呼であるかチェック
し(ステップ２０６)、中速呼であれば、待ち受け周波数と同じ周波数を含む全周波数のう
ち該新規呼を割り当て可能な周波数が存在するかチェックし(ステップ２０７)、存在しな
ければ輻輳状態であるから呼の接続を拒絶し、輻輳中である旨を端末１５あるいはコア網
１２に通知する(ステップ２０８)。一方、ステップ２０７において、待ち受け周波数と同
じ周波数を含む全周波数のうち該新規呼に割り当て可能な周波数が存在すれば、中速呼の
割り当て数が最小の周波数を求め、該周波数を新規呼に割り当て、テーブルＴＢＬ内容を
更新する。(ステップ２０９)。また、新規呼を割り当てた周波数が待ち受け周波数と異な
る場合には、新たな待ち受け周波数を端末１５に通知する。制御チャネルの周波数と異な
る周波数の通信チャネルを割り当てることを許容するシステムにおいて、制御チャネルの
周波数と異なる周波数を通信チャネル用として割り当てる場合には、直接、該通信チャネ
ルの周波数を端末に割り当てる。
【００２９】
　ステップ２０６において、新規呼が中速呼でなければ、高速呼であるから、待ち受け周
波数と同じ周波数を含む全周波数のうち該新規呼に割り当て可能な周波数が存在するかチ
ェックし(ステップ２１０)、存在しなければ輻輳状態であるから呼の接続を拒絶し、輻輳
中である旨を端末１５あるいはコア網１２に通知する(ステップ２１１)。一方、ステップ
２１０において、待ち受け周波数と同じ周波数を含む全周波数のうち該新規呼に割り当て
可能な周波数が存在すれば、高速呼の割り当て数が最小の周波数を求め、該周波数に新規
呼を割り当て、テーブルＴＢＬ内容を更新する。(ステップ２１２)。また、新規呼を割り
当てた周波数が待ち受け周波数と異なる場合には、新たな待ち受け周波数を端末１５に通
知する。制御チャネルの周波数と異なる周波数の通信チャネルを割り当てることを許容す
るシステムにおいて、制御チャネルの周波数と異なる周波数を通信チャネル用として割り
当てる場合には、直接、該通信チャネルの周波数を端末に割り当てる。
【００３０】
　（ｃ）第３の周波数割当て処理
　図1２、図１３は第３の周波数割当て制御の処理フローである。なお、待ち受け周波数
は周波数ＲＦ１であるものとする。また、図１０の第１の処理フローと同一部分には同一
符号を付している。第３の周波数割当て処理において、図１０の第１の処理フローと異な
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る点は、ステップ１０２において、新規呼に待ち受け周波数と同じ周波数ＲＦ１を割り当
てられる場合の処理である。なお、新規呼に待ち受け周波数ＲＦ１を割り当てられない場
合の処理(ステップ１０４～１１４)は図１０と同じである。
　ステップ１０２において、新規呼に待ち受け周波数と同じ周波数ＲＦ１を割り当てられ
る場合には、基地局制御装置１３の無線リソース制御部１３ｃは新規呼が低速呼であるか
チェックし(図１３、ステップ３０１)、低速呼であれば、待ち受け周波数と同じ周波数を
含む全周波数の中から低速呼の割り当て数が最小の周波数を求め、該周波数を新規呼に割
り当てると共に、テーブルＴＢＬ内容を更新する。(ステップ３０２)。また、新規呼に割
り当てた周波数が待ち受け周波数と異なる場合には、新たな待ち受け周波数を端末１５に
通知する。制御チャネルの周波数と異なる周波数の通信チャネルを割り当てることを許容
するシステムにおいて、制御チャネルの周波数と異なる周波数を通信チャネル用として割
り当てる場合には、直接、該通信チャネルの周波数を端末に割り当てる。
【００３１】
　一方、ステップ３０１において、新規呼が低速呼でなければ、中速呼であるかチェック
し(ステップ３０３)、中速呼であれば、待ち受け周波数と同じ周波数を含む全周波数の中
から中速呼の割り当て数が最小の周波数を求め、該周波数を新規呼に割り当てると共に、
テーブルＴＢＬ内容を更新する。(ステップ３０４)。また、新規呼を割り当てた周波数が
待ち受け周波数と異なる場合には、新たな待ち受け周波数を端末１５に通知する。制御チ
ャネルの周波数と異なる周波数の通信チャネルを割り当てることを許容するシステムにお
いて、制御チャネルの周波数と異なる周波数を通信チャネル用として割り当てる場合には
、直接、該通信チャネルの周波数を端末に割り当てる。
　ステップ３０３において、新規呼が中速呼でなければ、高速呼であるから、待ち受け周
波数と同じ周波数を含む全周波数の中から高速呼の割り当て数が最小の周波数を求め、該
周波数を新規呼に割り当てると共に、テーブルＴＢＬ内容を更新する。(ステップ３０５)
。また、新規呼に割り当てた周波数が待ち受け周波数と異なる場合には、新たな待ち受け
周波数を端末１５に通知する。制御チャネルの周波数と異なる周波数の通信チャネルを割
り当てることを許容するシステムにおいて、制御チャネルの周波数と異なる周波数を通信
チャネル用として割り当てる場合には、直接、該通信チャネルの周波数を端末に割り当て
る。
【００３２】
　（Ｄ）全体のシーケンス制御
　図１４はシステム全体の第1のシーケンス制御図である。
　端末１５から予め設定されている特定周波数(待ち受け周波数)ＲＦ１を使ってＲＲＣコ
ネクション要求(RRC Connection Request:Ｓ１)が入力すると、基地局制御装置１３は図
１０～図１３で説明した第１～第３のいずれかの周波数割当て処理（例えば第1の周波数
割当て処理:図１０)を実行する（Ｓ２）。周波数割当て処理により、待ち受け周波数と同
じ周波数を呼に割り当てた場合には、基地局制御装置１３と基地局１４間で図示の無線リ
ンクのセットアップシーケンスを行なって（Ｓ３）、ＲＲＣコネクションを確立し(RRC C
onnection Setup，RRC Connection Complete；Ｓ４)、以降の通信を開始する。
　一方、周波数割当て処理において待ち受け周波数と別周波数を呼に割り当てたい場合に
は（Ｓ５）、基地局制御装置１３は変更周波数情報付きの解放メッセージを端末１５に送
信する（Ｓ６）。すなわち、基地局制御装置１３は該メッセージによりＲＲＣコネクショ
ンを拒絶すると共に（RRC Connection Reject）、新たな待ち受け周波数を端末１５に通
知する。端末１５は再発呼機能を有していれば、ユーザの端末操作無くして通知された新
たな周波数で再度ＲＲＣコネクション要求を発行する。基地局制御装置１３はその新たな
周波数と同じ周波数のチャネルを通信用として割り当てる。なお、端末の待ち受けチャネ
ルは、通知されたものに以降は変更される。
【００３３】
　また、周波数割当て処理において呼にいずれの周波数も割り当てできない場合には輻輳
であるから（Ｓ７）、基地局制御装置１３は端末１５にＲＲＣコネクション拒絶（RRC Co
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nnection Rejct）を発行する。
　第１のシーケンス制御は端末が再発呼機能を有している場合に有効である。
　図１５はシステム全体の第２のシーケンス制御図で、第１のシーケンス制御と同一部分
には同一シーケンス番号を付している。異なる点はシーケンスＳ１０において基地局制御
装置１３がペイジングする点である。この第２のシーケンス制御は端末が再発呼機能を有
していない場合に有効である。
　周波数割当て処理において待ち受け周波数と別周波数を呼に割り当てたい場合には（Ｓ
５）、基地局制御装置１３は変更周波数情報付きの解放メッセージを端末１５に送信する
（Ｓ６）。すなわち、基地局制御装置１３は該メッセージによりＲＲＣコネクションを拒
絶すると共に（RRC Connection Reject）、新たな待ち受け周波数を端末１５に通知する
。ついで、基地局制御装置１３はペイジング(Paging Type2)により端末１５を呼び出し（
Ｓ１０）、端末１５は受信済みの待ち受け周波数と同じ周波数で再度ＲＲＣコネクション
要求を発行する。
【００３４】
　図１６はシステム全体の第３のシーケンス制御図で、第２のシーケンス制御と同一部分
には同一シーケンス番号を付している。異なる点は待ち受け周波数に呼を割り当てできな
い場合、基地局制御装置１３がコア網１２に対して周波数の割り当てを要求する点である
。
　基地局制御装置１３は、端末１５からＲＲＣコネクション要求(RRC Connection Reques
t:Ｓ１)が入力すると、例えば第1の周波数割当て処理（図１０)を実行する（Ｓ２）。周
波数割当て処理により、待ち受け周波数と同じ周波数を呼に割り当てたい場合には、第１
のシーケンス制御と同様にしてＲＲＣコネクションを確立し(RRC Connection Setup，RRC
 Connection Complete；Ｓ４)、以降の通信を開始する。
【００３５】
　一方、基地局制御装置１３は、周波数割当て処理において待ち受け周波数と同じ周波数
を呼に割り当てできない場合、コア網１２に待ち受け周波数の変更を依頼する(Ｓ２０)。
これにより、コア網１２は図１０のステップ１０４以降と同様の処理を行ない（Ｓ２１）
、新規呼に割り当てる周波数(待ち受け周波数)を決定し（Ｓ２２）、該周波数を基地局制
御装置１３に通知する(Ｓ２３)。これにより、基地局制御装置１３は変更周波数情報付き
の解放メッセージを端末１５に送信する（Ｓ６）。すなわち、基地局制御装置１３は該メ
ッセージによりＲＲＣコネクションを拒絶すると共に（RRC Connection Reject）、新た
な待ち受け周波数を端末１５に通知する。
　ついで、コア網１２は基地局制御装置１３にペイジング要求を出す(Ｓ２４)。これによ
り、基地局制御装置１３はペイジング(Paging Type2)により端末１５を呼び出し（Ｓ１０
）、端末１５は受信済みの待ち受け周波数と同じ周波数で再度ＲＲＣコネクション要求を
発行する。
　また、コア網１２は周波数割当て処理において呼にいずれの周波数も割り当てできない
場合には輻輳であるから（Ｓ２５）、基地局制御装置１３に周波数変更拒絶を送る(Ｓ２
６)。これにより、基地局制御装置１３は端末１５にＲＲＣコネクション拒絶（RRC Conne
ction Reject）を発行する。なお、端末15が再発呼できればシーケンスＳ６の後でペイジ
ングする必要はない。
【００３６】
　図１７は着呼に際してコア網１２が周波数割当て処理を行なう場合のシーケンス例であ
る。コア網１２は着信呼があると着信をペイジング(Paging)により基地局制御装置１３に
報知し（Ｓ５１）、基地局制御装置１３もペイジング(Paging type2)により端末１５に着
信を報知する（Ｓ５２）。しかる後、コア網１２は図１０～図１３で説明した第１～第３
のいずれかの周波数割当て処理（例えば第1の周波数割当て処理:図１０)を実行する（Ｓ
５３）。周波数割当て処理により、待ち受け周波数を変更すれば、コア網１２は周波数変
更指示を基地局制御装置１３に送る(Ｓ５４)。これにより、基地局制御装置１３はペイジ
ングにより端末１５に待ち受け周波数変更を報知する(Ｓ５５)。
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　以後、再発呼機能を備えた端末１５からＲＲＣコネクション要求が出され、図１４のス
テップＳ１～Ｓ４のシーケンスが実行され、相手との間のコネクションが張られて通信が
可能になる。
【００３７】
　図１８は端末が再発呼機能を有していない場合であり、図１７と異なる点は待ち受け周
波数の変更を指示した後、コア網１２が着信をペイジング(Paging)により基地局制御装置
１３に報知し（Ｓ６１）、基地局制御装置１３もペイジング(Paging type2)により端末１
５に着信を報知する（Ｓ６２）点である。もし、制御チャネルと異なる周波数の通信チャ
ネルを割り当てることを許容するシステムであれば、待ち受けチャネルの変更通信をせず
に、直接、発呼時の制御チャネルの周波数と異なる周波数の通信チャネルを端末に割り当
てることで、本発明に係わる周波数割当てを実現しても良い。
【００３８】
　・付記
　　（付記１）
　複数の周波数を利用可能な符号分割多重通信システムにおける周波数割当て方法におい
て、
　複数種類の呼のうち、少なくとも１つの種類の呼について、前記複数の周波数の各周波
数における割当て状況を評価し、
　該１つの種類に属する新たな呼に対して周波数割当てをおこなう際に、前記評価の結果
に基づいて、前記各周波数における該１つの種類の呼の割当て状況の偏りを緩和可能な周
波数を特定し、
　該特定した周波数を新たな呼の通信用に割り当てる、
　ことを特徴とする周波数割当て方法。　　　
　　（付記２）
　周波数毎に、該周波数が割り当てられた呼の呼種毎の数を監視し、
　新たな呼が発生した時、各周波数における呼種毎の割当て状況の偏りを緩和するように
前記周波数を特定する、
　ことを特徴とする請求項１記載の周波数割当て方法。
　　（付記３）
　複数の周波数を利用可能な符号分割多重通信システムにおける周波数割当て方法におい
て、
　低速な通信呼と高速な通信呼について、前記複数の周波数の各周波数における割当て状
況を評価し、
　新たな低速な通信呼に対して周波数割当てをおこなう際、該評価の結果に基づいて、前
記低速な通信呼の数が少ない周波数または前記高速な通信呼の数が多い周波数または通信
呼のうち高速な通信呼の占める割合が大きい周波数を特定し、
　該特定した周波数を新たな低速呼の通信用に割り当てる、
　ことを特徴とする周波数割当て方法。　　　
　　（付記４）
　複数の周波数を利用可能な符号分割多重通信システムにおける周波数割当て方法におい
て、
　各周波数における割り当て可能な残りリソース及び該周波数が割り当てられた呼の呼種
毎の数を監視し、
　残りリソースを考慮して予め定められた特定周波数を新たな呼に割り当てられる時は、
該呼に該特定周波数を割り当て、
　前記特定周波数を前記新たな呼に割り当てられない時は、各周波数における呼種毎の配
分に偏りが発生しないように該新たな呼に前記特定周波数以外のいずれかの周波数を割り
当てる、
　ことを特徴とする周波数割当て方法。　　　　
　　（付記５）
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　複数の周波数を利用可能な符号分割多重通信システムにおける周波数割当て方法におい
て、
　各周波数における割り当て可能な残りリソース及び該周波数が割り当てられた呼の呼種
毎の数を監視し、
　残りリソースを考慮して新たな呼に予め定められた特定周波数を割り当てられる時は、
各周波数における呼種毎の配分に偏りが発生しないように該新たな呼に全周波数のうちい
ずれかの周波数を割り当て、
　新たな呼に前記特定周波数を割り当てられない時は、各周波数における呼種毎の配分に
偏りが発生しないように該呼に前記特定周波数以外のいずれかの周波数を割り当てる、
　ことを特徴とする周波数割当て方法。　　　
　　（付記６）
　リソースを大きさ順にクラス分けし、クラス毎に呼種を定め、
　前記新たな呼に必要なリソースが属するクラスを求めて該呼の呼種を決定し、
　該呼の呼種の割り当て数が最小の周波数に、該呼を割り当てる、
　ことを特徴とする付記４または６記載の周波数割当て方法。
　　（付記７）
　前記呼種割り当て数が最小の周波数の残りリソースを考慮して、該呼を該周波数に割り
当てできない場合には、該呼の受付けを拒絶する、
　ことを特徴とする付記６記載の周波数割当て方法。
　　（付記８）
　前記リソースは帯域あるいは電力である、
　ことを特徴とする付記６記載の周波数割当て方法。
　　（付記９）
　複数の周波数を利用可能な符号分割多重通信システムにおける基地局制御装置において
、
　複数種類の呼のうち、少なくとも１つの種類の呼について、前記複数の周波数の各周波
数における割当て状況を評価する手段、
　該１つの種類に属する新たな呼に対して周波数割当てをおこなう際に、前記評価の結果
に基づいて、前記各周波数における該１つの種類の呼の割当て状況の偏りを緩和可能な周
波数を特定する手段、
　該特定した周波数を新たな呼の通信用に割り当てる手段、
　を備えたことを特徴とする基地局制御装置。　　　　　
　　（付記１０）
　複数の周波数を利用可能な符号分割多重通信システムにおける基地局制御装置において
、
　低速な通信呼と高速な通信呼について、前記複数の周波数の各周波数における割当て状
況を評価する手段、
　新たな低速な通信呼に対して周波数割当てをおこなう際、該評価の結果に基づいて、前
記低速な通信呼の数が少ない周波数または前記高速な通信呼の数が多い周波数または通信
呼のうち高速な通信呼の占める割合が大きい周波数を特定する手段、
　該特定した周波数を新たな低速呼の通信用に割り当てる手段、
　を備えたことを特徴とする基地局制御装置。
　　（付記１１）
　複数の周波数を利用可能な符号分割多重通信システムにおける基地局制御装置において
、
　周波数毎に、該周波数が割り当てられた呼の呼種毎の数を監視する手段、
　新たな呼が発生した時、各周波数における呼種毎の配分に偏りが発生しないように該呼
に全周波数のうちいずれかの周波数を割り当てる周波数割当て手段、
　を備えたことを特徴とする基地局制御装置。
　　（付記１２）
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　予め定められている特定周波数と異なる周波数を前記呼に割り当てた時、端末に該割り
当てた周波数を通知する手段、
　を備えたことを特徴とする請求項１１記載の基地局制御装置。
　　（付記１３）
　複数の周波数を利用可能な符号分割多重通信システムにおける基地局制御装置において
、
　各周波数における割り当て可能な残りリソース及び該周波数が割り当てられた呼の呼種
毎の数を監視する手段、
　残りリソースを考慮して新たな呼に予め定めた特定周波数を割り当てられる時は、該呼
に該特定周波数を割り当て、新たな呼に前記特定周波数を割り当てられない時は、各周波
数における呼種毎の配分に偏りが発生しないように該呼に前記特定周波数以外のいずれか
の周波数を割り当てる周波数割当て手段、
　を備えたことを特徴とする基地局制御装置。
　　（付記１４）
　前記特定周波数と異なる周波数を前記新たな呼に割り当てた時、端末に該割り当てた周
波数を通知する手段、
　を備えたことを特徴とする請求項１３記載の基地局制御装置。
　　（付記１５）
　複数の周波数を利用可能な符号分割多重通信システムにおける基地局制御装置において
、
　各周波数における割り当て可能な残りリソース及び該周波数が割り当てられた呼の呼種
毎の数を監視する手段、
　残りリソースを考慮して新たな呼に予め定められた周波数を割り当てられる時は、各周
波数における呼種毎の配分に偏りが発生しないように該呼に全周波数のうちいずれかの周
波数を割り当て、新たな呼に前記特定周波数を割り当てられない時は、各周波数における
呼種毎の配分に偏りが発生しないように該呼を前記特定周波数以外のいずれかの周波数に
割り当てる周波数割当て手段、
　を備えたことを特徴とする基地局制御装置。
　　（付記１６）
　前記特定周波数と異なる周波数を前記新たな呼に割り当てた時、端末に該割り当てた周
波数を通知する手段、
　を備えたことを特徴とする請求項１５記載の基地局制御装置。
　　（付記１７）
　前記特定周波数と異なる周波数を前記新たな呼に割り当てた時、再発呼を行なわせるた
めの報知をおこなう報知手段、
　を備えたことを特徴とする付記１２，１４，１６記載の基地局制御装置。
　　（付記１８）
　前記周波数割当て手段は、リソースを大きさ順にクラス分けし、クラス毎に呼種を定め
、前記新たな呼に必要なリソースが属するクラスを求めて該呼の呼種を決定し、該呼の呼
種の割り当て数が最小の周波数を、該呼に割り当てる、
　ことを特徴とする付記１１，１３，１５記載の基地局制御装置。
　　（付記１９）
　前記周波数割当て手段は、前記呼種割り当て数が最小の周波数の残りリソースを考慮し
て、前記新たな呼に該周波数を割り当てられない時、該呼の受付けを拒絶する、
　ことを特徴とする付記１８記載の基地局制御装置。
　　（付記２０）
　前記周波数割当て手段は、周波数割当て処理をコアネットワークに依頼し、コアネット
ワークからの周波数割当て処理結果に基づいて呼の割り当てを行なう、
　ことを特徴とする付記１１，１３，１５記載の基地局制御装置。
【産業上の利用可能性】
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　以上本発明によれば以下の効果が得られ、産業上の利用可能性は大きい。
　1)本発明の回線品質の変動を抑える効果として、限られた周波数内に、より多くの加入
者を収容できる。
　2)同じ加入者数を収容する条件で、基地局数を減らし、低価格なシステムを提案出来る
。
　3)RNC等の基地局制御装置側のファームウェアの変更のみで実現可能である。
　4)本発明の目的は、周波数間における系内の呼数の偏りを減らすことで実現されるが、
このことは、各周波数毎に実装するチャンネルカードの枚数を減らす目的でも有益となる
（チャンネルカードの稼働率を増加できる）。
　5)各周波数における低速呼の溢れ呼処理の頻度を抑えることが可能となるケースもある
。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の基地局制御装置の機能的な構成図である。
【図２】本発明を適用できる通信システムの構成図である。
【図３】基地局制御装置のブロック構成図である。
【図４】各周波数に割り当てた呼種毎の呼数を保持するテーブル例である。
【図５】基地局のブロック構成図である。
【図６】高速呼が発生した場合の第１の周波数割当て制御の説明図である。
【図７】低速呼が発生した場合の第１の周波数割当て制御の説明図である。
【図８】高速呼が発生した場合の第２の周波数割当て制御の説明図である。
【図９】低速呼が発生した場合の第２の周波数割当て制御の説明図である。
【図１０】第１の周波数割当て制御の処理フローである。
【図１１】第２の周波数割当て制御の処理フローである。
【図１２】第３の周波数割当て制御の処理フロー（その１）である。
【図１３】第３の周波数割当て制御の処理フロー(その２）である。
【図１４】システム全体の第1のシーケンス制御図である。
【図１５】システム全体の第２のシーケンス制御図である。
【図１６】システム全体の第３のシーケンス制御図である。
【図１７】着呼に際してコア網が周波数割当て処理を行なう場合のシーケンス例である。
【図１８】着呼に際してコア網が周波数割当て処理を行なう場合の別のシーケンス例であ
る。
【図１９】従来の受付制御型のトラヒック制御方式の説明図である。
【図２０】多元接続トラヒックモデルにおける基地局全送信電力の増加説明図である。
【符号の説明】
【００４１】
１　呼種毎の呼数を監視する監視手段
２　周波数割当て手段
３　待ち受け周波数通知手段
４　基地局
５　コアネットワーク(コア網)
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】
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