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明 細 苫

移動体通信システム、墓地局、移動局、および墓地局設置方法

技術分野

０００1 本発明は、移動局と墓地局との間で相互に通信を行ぅ移動体通信システムに関す

る。

背景技術

０００2 移動体通信にぉいては、例えば特許文献 に開示されるょぅに、移動局 (モバイル

ノード) が接続する墓地局を切り替えるハンドオーバ時に、移動局のハンドオーバ前

後のリンク帯域幅を比較することで、上位レイヤーで C P ( T a n sm s s on C o n o o

oco ) P ( R e a me T a n sp o o o c o ) などのパケットを破棄したりレートを絞っ
たりする方式がある。これにょり、上位レイヤーに応じたパケットハンドリングが可能と

なり、ハンドオーバ時の通信性能を改苦することができる。

０００3 また、例えば特許文献2 に開示されるょぅに、端末の位置情報を管理しているホー

ムメモり局を使用して、監視対象端末と共に移動している特定端末を絞り込れ方式が

ある。これにょり、監視対象端末と共に移動している特定端末の絞り込みが可能とな

る。

０００4 また、例えば特許文献3 に開示されるょぅに、位置情報取得機能や、周辺情報収集

機能を有する緊急センターを使用して、事件 事故に巻き込まれた人の端末からの

緊急メールを周辺の端末へ通知する方式がある。これにょり、速やかに周辺の端末

に、緊急情報を通知することができる。

０００5 特許文献 1 : 特開2 ００5 6 6 号公報

特許文献2 : 特開2 ００5 号公報

特許文献 3 : 特開2 ００5 号公報

発明の開示

０００6 特許文献 に開示の方式では、移動局ではなく、ネットワーク側が、ハンドオーバ前

後のリンク帯域幅を比較しているだけであり、移動局の視点で判定された情報が無い

ので、パケットを破棄したりレートを絞ったりするための情報呈は、精度が落ちるれぢ



問題がある。

０００7 また、特許文献2に開示の方式では、移動局の位置特定の方法として、墓地局が

移動局から送られて来る信号を管理しているに過ぎず、ハンドオーバの失敗の減少

や、不感地を無くすよぅな効果は有していない。

０００8 また、特許文献3に開示の方式では、位置情報取得機能や、周辺情報収集機能を

有する緊急センターを用いても、緊急センターはある特定の箇所に置かれているだ

けに過ぎず、墓地局の不感地帯の詳細な特定はできず、不感地帯を減らしたり、ハ

ンドオーバを効率良く行ぅと吉ぅ効果は得られない。

０００9 本発明は、上記のよぅな問題点を解決するためになされたものであり、不感地帯を

無くして、移動局が、墓地局と安定的に通信できる移動体通信システムを提供すると

ともに、ハンドオーバの失敗率を減らし、ハンドオーバの回数を低減した移動体通信

システムを提供することを目的とする。

００1０ 本発明に係る移動体通信システムの第 の態様は、移動局と墓地局と墓地局上位

装置とを備える移動体通信システムであって、前記移動局は、前記移動局と前記墓

地局との間の通信品質の情報、前記移動局の行動情報、前記移動局と前記墓地局

との間の通信状態の情報および前記移動局のハンドオーバの情報の何れかを、履

歴情報として前記墓地局に通知し、前記墓地局または前記墓地局を介して前記履

歴情報を受けた前記墓地局上位装置は、前記履歴情報に某づいて、前記移動局に

対するハンドオーバ先の指定あるいは前記墓地局に対するビーム制御を指示する。

００11 本発明に係る移動体通信システムの第2の態様は、移動局と墓地局と墓地局上位

装置とを備える移動体通信システムであって、前記移動局は、前記移動局の置かれ

ているフェージング環境の情報を履歴情報として前記墓地局に通知し、前記墓地局

または前記墓地局を介して前記履歴情報を受けた前記墓地局上位装置は、前記履

歴情報に某づいて、前記移動局に対するハンドオーバ先の指定あるいは前記墓地

局に対するビーム制御を指示する。

００12 本発明に係る移動体通信システムの第3の態様は、移動局と複数の墓地局とを備

え、前記移動局が、前記複数の墓地局と同時に通信可飴な移動体通信システムで

あって、前記移動局は、前記複数の墓地局との間で典なったザブキャリアを用いてデ



一タの送受信を行ぅ。

発明の効果」

００13 本発明によれば、移動局からの履歴情報に某づいて、墓地局または墓地局上位装

置が、移動局に対するハンドオーバ先の指定あるいは墓地局に対するビーム制御を

指示するので、ハンドオーバの失敗率を減らし、ハンドオーバの回数を低減できると

ともに、不感地帯を低減し、移動局が、墓地局と安定的に通信できる移動体通信シス

テムを確立できる。

００14 本発明によれば、移動局が、複数の墓地局との間で典なったザブキャリアを用いて

典なるデータの送受信を行ぅので、同じデータを送る場合に比べて多くのデータ呈を

伝送することが可能となる。

００15 この発明の目的、特徴、局面、および利点は、以下の詳細な説明と添付図面とによ

って、より明白となる。

図面の簡単な説明

００16 図 本発明に係る実施の形態 の移動体通信システムの実施例 の構成を示す図

である。

図2 本発明に係る実施の形態 の移動体通信システムの実施例2の構成を示す図

である。

図3 本発明に係る実施の形態 の移動体通信システムの実施例3の構成を示す図

である。

図4 本発明に係る実施の形態 の移動体通信システムの実施例4の構成を示す図

である。

図5 本発明に係る実施の形態 の移動体通信システムの実施例5の構成を示す図

である。

図6 本発明に係る実施の形態 の移動体通信システムの実施例6の構成を示す図

である。

図7 本発明に係る実施の形態 の移動体通信システムの実施例7の構成を示す図

である。

図8 本発明に係る実施の形態 の移動体通信システムの実施例8の構成を示す図



である。

図9 本発明に係る実施の形態 の移動体通信システムの実施例9の構成を示す図

である。

図1０本発明に係る実施の形態 の移動体通信システムの実施例 ０の構成を示す

図である。

図11 本発明に係る実施の形態 の墓地局の構成を示すブロック図である。

図12 本発明に係る実施の形態 の移動局の構成を示すブロック図である。

図13 本発明に係る実施の形態 の物理チャネルの制御チャネルのデータフォーマ

ットの構成を示した図である。

図14 本発明に係る実施の形態 の墓地局上位装置(ネットワー列の構成を示したブ

ロック図である。

図15 履歴情報に某づいて、移動局の移動方向を推定する方法を説明する図であ

る。

図16 ハンドオーバ失敗履歴を説明する図である。

図17 履歴情報のログ取得方法を説明する図である。

図18 履歴情報のログ取得方法を説明する図である。

図19 移動速度と受信電力の低下に某づいて、受信電力の急激な低下を算出する

方法を説明する図である。

図2０墓地局のアンテナブランチ数の増減を説明する図である。

図2 1 移動局の履歴情報に某づいて、アンテナブランチ数を増減する墓地局の構成

を示すブロック図である。

図22 アンテナブランチ数判定部での判定動作を実現するプログラムの一例を示す

図である。

図23 移動局の履歴情報に某づいて、アンテナブランチ数を増減するよぅに墓地局

に指示を出す墓地局上位装置の構成を示す図である。

図24 受信レベルと、墓地局で選択するアンテナブランチ数の対応関係を示す図で

ある。

図2 伝送速度に某づいて、最も伝送速度の大きい墓地局のハンドオーバ先を選択



する状態を説明する図である。

図26 空きリソース数に某づいて、ハンドオーバ先の墓地局を選択する状態を説明

する図である。

図27 通信容呈の増減で、ハンドオーバをするかビーム制御をするかを説明する図

である。

図28 伝送速度の算出方法を説明する図である。

図29 伝送速度の算出方法の他の例を説明する図である。

図3０ュ一ザが、移動局の置かれている環境を入力するための移動局の画面を示し

た図である。

図3 1 移動局が川にいる場合の墓地局の通信エリアを示した図である。

図32 状況通知ザーバが移動局に履歴情報を入力する移動体通信システムの構成

を示した図である。

図33 状況通知ザーバの構成を示すブロック図である。

図34 状況通知ザーバからの情報を受けて、履歴情報として扱ぅ移動局の構成を示

したブロック図である。

図35 墓地局側に通知する履歴情報が、移動局の高速移動速度である場合の移動

体通信システムを示す図である。

図36 フェージングの人ソチを検出して移動速度を推定する方法を説明する図である

図37 フェージングの人ソチを検出する方法を説明する図である。

図38 算出した移動速度が高速であるかないかの判定に使用するテーブルの一例

を示す図である。

図39 本発明に係る実施の形態2の移動体通信システムを説明する図である。

図4０本発明に係る実施の形態2の移動体通信システムにおいて、移動局が、墓地

局から受信したデータを接合して つのデータフォーマットとするチャネルコーディン

グを説明する図である。

図4 1 本発明に係る実施の形態3の移動体通信システムを説明する図である。

図4 本発明に係る実施の形態3の移動体通信システムにおける墓地局の動作を説



明する図である。

図4 3 本発明に係る実施の形態 3の移動体通信システムにおける墓地局の構成を示

す図である。

図4 4 本発明に係る実施の形態 3の移動体通信システムにおける移動局の構成を示

す図である。

発明を実施するための最良の形態

００17 ( ・実施の形態 )

本発明係る実施の形態 の移動体通信システムは、移動局が、墓地局との通信に

よって得られた受信レベルなどの履歴情報を、墓地局に通知することで、墓地局、あ

るレソま、墓地局上位装置(ネットワー列側で、より精度の高いハンドオーバ先の選定

や、ビーム制御を行ぅことを特徴とするものであり、種々の実施例が考えられる。以下

、各実施例について説明する。

００18 ( 一 ・実施例 )

図 に実施例 に係る移動体通信システム C の構成を示す。

図 に示すよぅに移動体通信システム C は、墓地局制御装置やコアネットワーク

などを含む墓地局上位装置 4 に、墓地局 2 、墓地局 3などの複数の墓地局が接

続されたネットワーク構成を持つシステムである。

００19 また、図 においては、墓地局 (以下墓地局 と呼称 ) の通信エリアと、墓地局 3

(以下墓地局 と呼称 ) の通信エリアの間に移動局(二端末) が存在している。

００2０ ここで、墓地局 は、移動局 と無線伝送を了 、刊 、墓地局上位装置 4 とも有線、あ

るいは無線でデータを伝送することができ、墓地局 も墓地局 と同様な機能を有し

ている。

００2 1 移動局 は、墓地局 の通信エリアと、墓地局 の通信エリアのどちらのエリアにも

含まれる場所にあり、移動局 が 2つの墓地局との間でハンドオーバしよぅとしている

場合、例えば W C (W deband Code D v s on Mu p e Access) 方式であれ

ば、ソフトハンドオーバが行われて、 つの移動局が同時に2つの墓地局と接続して

いるよぅな状態にある。また、ハードハンドオーバを行ぅ方式であれば、墓地局 、墓

地局 のどちらかと接続しているか、あるレ ま、墓地局 と接続し墓地局 とは接続を



断ち、墓地局 と接続を断って墓地局 と接続する動作が繰り返し行われているよぅ

な状態にあることが考えられる。

００2 2 次に、移動体通信システム C の動作を説明する。

移動局 は、墓地局 、墓地局 との無線送受信を、同時に、あるいは、交互に行

っている。その際、移動局 は、2つの基地局からの下りデータを受信し、復調およ

び復号などを行ぅことで、それぞれの基地局から送信されたデータの受信レベルやC

(推定伝送路特性 ) 、S ( gna o n e止 e ce Ra o)などの品質に関する特性

を測定し、品質情報として取得するよぅに構成されている。

００2 3 そして、移動局 は、取得したデータの品質情報が、墓地局 からのデータに対

する品質情報であれば、墓地局 に対して通知し、墓地局 からのデータに対する

品質情報であれば、墓地局 に対して通知するよぅに構成されている。

００24 一方、墓地局 、墓地局 は、それぞれ、移動局 から送られてきた品質情報を、

移動局 の履歴情報として、墓地局上位装置 4 に通知するよぅに構成されている。

そして、墓地局上位装置 4は、2つの基地局から送られて来る品質情報を比較し、

品質が良かった方の基地局を選定し、移動局 との通信を行ぅよぅに指示し(ハンド

オーバ指示) 、品質が悪かった方の基地局に対しては、移動局 との通信を行わな

いよぅに指示するよぅに構成されている。

００2 5 また、移動局 が、墓地局 に対して、墓地局 からのデータに対する品質情報と

、墓地局 からのデータに対する品質情報との両方を、移動局 の履歴情報として

、墓地局 に対して通知するよぅに構成しても良い。その逆に、墓地局 に対して、墓

地局 からのデータに対する品質情報と、墓地局 からのデータに対する品質情報と

の両方を、履歴として通知するよぅに構成しても良い。

００26 以上説明した構成を採ることで、移動体通信システム C においては、従来は、

墓地局側が、移動局から受信したデータの電力値などを参考に、ハンドオーバ先を

切り替えていたのに対し、移動局側での履歴 (受信情報 )も考慮に入れて、ハンドオ

ーバ先や、ハンドオーバタイミングを決めることができるので、ハンドオーバの精度が

向上し、効率的なハンドオーバを実現することができる。

００2 7 ( 一2・実施例 )



図2に実施例2に係る移動体通信システム C2の構成を示す。図 と同様に、移動

局 は、墓地局 の通信エリアと、墓地局 の通信エリアのどちらのェリアにも含まれ

る場所にあり、移動局 が2つの墓地局との間でハンドオーバしようとしている状況

にある。

００28 図2に示す移動体通信システム C2においては、移動局 からの履歴情報によ

って、墓地局あるいは墓地局上位装置 4がハンドオーバ先を指示するのではなく、

墓地局上位装置 4ほ、移動局 からの履歴情報に墓づいて、所定の墓地局に対し

ては移動局 に対して通信ビームを向けて、移動局 を通信エリア内に含めるとい
う制御情報を与え、他の墓地局に対しては移動局 に対して通信ビームを向けず、

移動局 を通信エリア内に含めないとレづ制御情報を与えるように構成されている。

００29 図2では、墓地局 に対しては、移動局 に対して通信ビームを向けて、移動局

を通信エリア内に含めるとレづ制御 吉報 を与え、墓地局 に対しては、移動局

に対して通信ビームを向けず、移動局 を通信エリア内に含めないとレづ制御 吉

報 2を与える例を示している。

００3０ 制御 吉報 を与えられた墓地局 は、通信ビームを移動局 に向ける制御をして

、墓地局 の通信エリア 内に移動局 が含まれるようにする。一方、制御情報 2

を与えられた墓地局 は、通信ビームを移動局 に向けることはしないので、墓地局

の通信エリア 内から移動局 が外れることになる。

００3 1 このように、移動局 からの履歴情報によって、移動局 が何れの墓地局の通信

ェリアに含まれるようになるかが決まることにより、通信電波の不感地の除去を精度良

く行うことができる。

００32 ここで、ビームを向ける等のビーム制御とは、アダプテイブアレーなどの、信号処理

の技術を用いて、墓地局が、対象移動局に対して、送信電力を集中的に高めたり、

逆に、対象移動局からの受信電力が高くなるように、重み付けを行う処理のことを指

す。

００33 なお、移動局 からの履歴情報と共に、それぞれの墓地局で移動局 からの送

信データを受信し、品質を測定した結果を墓地局上位装置 4に与えて、何れの墓

地局の通信エリアに含まれるようにするかの決定に使用しても良い。



００34 ( 一3・実施例3)

図3に実施例3に係る移動体通信システム C3の構成を示す。

図3に示す移動体通信システム C3においては、墓地局 2、墓地局 3の他に墓

地局 (以下墓地局Cと呼称 ) が墓地局上位装置 4に接続されている。そして、移

動局 は墓地局に対して移動局 の行動情報である移動方向を履歴情報として通

知するよぅに構成されている。ここで、移動局 は墓地局 の方向に向かっており、

現状は、墓地局 の通信エリア内にあって、墓地局 と通信を行っている。しかしなが

ら、移動局 は、墓地局 の通信エリアにも、墓地局Cの通信エリアにも入りかけて

おり、両墓地局とは少しだけ通信を行ったといぅ履歴がある。

００35 移動局 は、その履歴を保持しており、その履歴情報を墓地局 に対して通知す

る。墓地局 は、当該履歴情報を墓地局上位装置 4に与える。墓地局上位装置 4

は、履歴情報を処理して移動局 の移動方向を求め、移動方向に合わせて墓地局

から墓地局 にハンドオーバする指示を与えるよぅに構成されている。

００36 すなわち、墓地局上位装置 4は、墓地局 をハンドオーバ先墓地局として指定し、

墓地局 に対して墓地局指定情報 3を与えるとともに、墓地局 に対しては移動局

との通信を解除する墓地局解除情報 4を与える。墓地局指定情報 3を受けた

墓地局 は、通信ビームを移動局 に向けるよぅに動作し、墓地局解除情報 4を受

けた墓地局 は、通信ビームを移動局 に向けることを止めるよぅに動作する。また

、通信ビームを向ける制御を行わなくても、墓地局指定情報 3を受けた墓地局 は

、アプリケーションからのマクロ通知などにより、移動局 と通信を行ぅためのリソース

設定を了 、刊 、墓地局解除情報 4を受けた墓地局 は、アプリケーションからのマクロ

通知などにより、移動局 との通信を行ぅためのリソースを解放する動作を強制的に

行っても良い。

００37 なお、履歴情報を受けた墓地局 が、当該履歴情報を処理して移動方向を求め、

墓地局 にハンドオーバする動作を行ぅよぅに構成しても良い。

００38 すなわち、墓地局 は、墓地局 をハンドオーバ先墓地局として指定し、墓地局

に対して墓地局指定情報 3を与える。墓地局指定情報 3を受けた墓地局 は、通

信ビームを移動局 に向けるよぅに動作する。また、通信ビームを向ける制御を行わ



なくても、墓地局指定情報 3を受けた墓地局 は、アプリケーションからのマクロ通

知などにより、移動局 と通信を行ぅためのリソース設定を強制的に行っても良い。

００39 このよぅに、移動局 の通信履歴から移動方向を求めてハンドオーバの指示を行ぅ

場合、墓地局 に対して 度のハンドオーバを行えば済むので、ハンドオーバーを繰

り返す従来の手法に比べて、効率的にハンドオーバを実行できるといぅ効果がある。

００4０ すなわち、移動局 の移動方向を考慮に入れない場合、移動局 が、墓地局C

にハンドオーバする可能性もあり、一且、墓地局 から墓地局Cにハンドオーバした

後に、墓地局Cから墓地局 にハンドオーバするなど、ハンドオーバを2回行ぅ可能

性もあるが、移動方向を考慮することで、ハンドオーバを 回で済むことになる。

００4 1 なお、以上の説明では、履歴情報に某づいて、墓地局側(墓地局または墓地局上

位装置) が、ハンドオーバ先の墓地局を指定するものとしたが、ハンドオーバ先を指

定する代わりに、図2に示した移動体通信システム C2のよぅに、墓地局上位装置

4が墓地局 および のビーム制御を行ぅことで、墓地局 の通信エリアに移動局

を含み、墓地局 の通信エリアには移動局 を含まないよぅに指定する構成としても

良い。

００42 ( 一4・実施例4)

図4に実施例4に係る移動体通信システム C4の構成を示す。

図4に示す移動体通信システム C4においては、移動局 は墓地局に対して移

動局 の行動情報である移動速度を履歴情報として通知するよぅに構成されている

。ここで、移動局 は、墓地局 から墓地局 に高速で向かっており、移動局 は、

墓地局 とだけ通信状態にある。

００43 移動局 は、移動速度の情報を墓地局 に対して通知する。

墓地局 は、当該履歴情報を墓地局上位装置 4に与える。墓地局上位装置 4は

、履歴情報を受け取ると、墓地局 に対して移動局 が、なるべく通信エリア から

外れないよぅにビーム制御を指示する制御信号 5を与えるよぅに構成されている。一

方で、墓地局 に対しては、移動局 が通信エリア 内に入るよぅにビーム制御を

指示する制御信号 6を与える。また、墓地局あるいは墓地局上位装置は 4、移動

局 が、墓地局 から墓地局 に早くハンドオーバするよぅに指示する。



００44 なお、移動局 からの履歴情報を基地局 において処理し、ビーム制御を行って

、移動局 が、なるべく通信エリア から外れないようにするとともに、墓地局 から

墓地局 に対しては、移動局 が通信エリア 内に入るようにビーム制御を指示す

るとレづ構成を採っても良い。

００45 墓地局 が移動局 に通信ビームを向けることにより、ェリア外に出ないようにする

とともに、墓地局 に対しては早くハンドオーバをするように指示することで、移動局

が高速移動をしていても、ハンドオーバに十分な時間を確保することができるように

なる。

００46 このように、移動局が、高速移動を行っている場合は、そのことを履歴情報として、

移動局 から基地局側に通知することで、ハンドオーバを効率良く行うことができる

ようになる。

００47 また、墓地局 と基地局 の双方からのビームを移動局 に向けることによって、ハ

ンドオーバだけでなく、不感地を少なくするとレづ効果もある。

００48 上記において、移動局 が、墓地局 から基地局 に高速で向かっていると説明

したが、複数の基地局が移動局と通信を行っているソフトハンドオーバ状態等のよう

な場合、移動局と通信状態にある墓地局は全て、移動局の存在する方向を、電波の

到来方向推定のアルゴリズムなどにより知ることができる。これにより、墓地局は、電

波の到来方向に対して、ビームを向ける制御を行うことができ、移動局から、移動方

向の情報を賀わなくても、移動局に対して、ビームを向けることができる。従って、移

動局 から、移動方向情報や位置情報を賀わなくてもビームを向ける制御を行うこと

ができる。

００49 ただし、移動方向の情報があれば、移動局が 自分 (墓地局) に向かっているかどう

かを基地局が知ることができ、移動局が 自分に向かっていない場合には、ビームを向

ける必要が無くなるので、ビーム制御が不要になるとレづ効果がある。従って、履歴 吉

報には、移動速度の他に移動方向の情報を細み合わせても良い。これにより、移動

局にビームを向ける墓地局を限定することができ、処理呈を低減できるとともに、省電

力化を図ることができ、ハンドオーバを行う回数を最小限に止めることができるとレぢ

効果がある。



００5０ また、位置情報についても移動方向の情報と同様に、移動局が 自分 (墓地局) に向

かっているかどぅかを墓地局が知るために使用することができ、移動局が 自分に向か

っていない場合には、ビームを向ける必要が無くなるので、ビーム制御が不要になる

れぢ効果がある。従って、履歴情報には、移動速度の他に位置情報を細み合わせ

ても良い。

００5 1 ( 一5・実施例5)

図5に実施例 5に係る移動体通信システム C5の構成を示す。

図5に示す移動体通信システム C5においては、墓地局 2、墓地局 の他に墓

地局 (墓地局C) が墓地局上位装置 4に接続されている。そして、移動局 は、

墓地局に対して移動局 が墓地局 ～Cから受信するデータの伝送速度を測定し

た通信状態の情報を履歴情報として通知するよぅに構成されている。ここで、移動局

は、墓地局 ～Cの3つと同時に通信を行っているか、あるレソま、墓地局 のみと

通信を行っており、墓地局 、墓地局Cの通信エリアにも近いので、遠くない過去 (例

えば、時間に関する閾値を設け、その閾値を下回る時間を、遠くない過去と定義 ) に

、墓地局 および墓地局Cとも通信を行った履歴がある。

００5 2 移動局 が墓地局 ～Cの3つと同時に通信を行っている場合は、それぞれの墓

地局から受信したデータの伝送速度の測定結果は、それぞれの墓地局に対して、移

動局 によって通知が行われるか、あるレソま、特定の つの墓地局に対して、3つの

墓地局からのデータの伝送速度の測定結果を全て通知される。また、墓地局 ～C

の全てに対して、3つの墓地局からのデータの伝送速度の測定結果を全て通知して

も良い。

００5 3 ( 一5一 ・ つの墓地局のみと通信を行っている場合 )

移動局 が墓地局 のみと通信を行っている場合は、墓地局 との現在の通信に

おけるデータの伝送速度の測定結果と、過去に行われた墓地局 あるレソまCとの通

信におけるデータの伝送速度の測定結果との全てを、移動局 から墓地局 に対し

て通知するか、あるいは墓地局 ～Cの全てに、伝送速度の測定結果に関する情報

を履歴情報として通知する。

００54 ここで、図5に示すよぅに、伝送速度は、墓地局 との間では 、さく、墓地局 との間



では大きく、墓地局Cとの間では墓地局 および との間に比べて、中間の大きさを

示す。

００5 5 上記伝送速度の測定結果に関する情報を履歴情報として得た墓地局 、または墓

地局 ～Cは、当該履歴情報を墓地局上位装置 4に与える。墓地局上位装置 4は

、墓地局 から墓地局 にハンドオーバする指示を与えるよぅに構成されている。

００56 すなわち、墓地局上位装置 4は、墓地局 をハンドオーバ先墓地局として指定し、

墓地局 に対して墓地局指定情報 3を与えるとともに、墓地局 に対しては移動局

との通信を解除する墓地局解除情報 4を与える。墓地局指定情報 3を受けた

墓地局 は、アプリケーションからのマクロ通知などにより、移動局 と通信を行ぅた

めのリソース設定 、新刊 、墓地局解除情報 4を受けた墓地局 は、アプリケーション

からのマクロ通知などにより、移動局 との通信を行ぅためのリソースを解放する動作

を強制的に行ぅ。

００5 7 これにより、移動局 は、より伝送速度が大きレ亡とが期待される墓地局に 回でハ

ンドオーバすることができるので、ハンドオーバの効率や、通信全体の効率を上げる

ことができる。

００58 なお、履歴情報を受けた墓地局 が、当該履歴情報に某づいて墓地局 にハンド

オーバする動作を行ぅよぅに構成しても良い。また、墓地局 以外の墓地局が、墓地

局 から墓地局 にハンドオーバする指示を与えるよぅに構成しても良い。

００59 また、墓地局上位装置 4がハンドオーバ先を指示するのではなく、墓地局のビー

ムを制御して、不感地帯を低減するよぅな動作をさせる場合にも有効である。

００6０ この場合、移動局 からの伝送速度に関する情報に某づいて、最も伝送速度の大

きい墓地局 と移動局 との通信がより安定するよぅに、墓地局 のビームを移動局

に対して向けるよぅに制御する。

００6 1 一方、墓地局 は、伝送速度が 、さいため、移動局 にビームを向けないよぅに制

御を行ぅか、ビームを向ける制御を行わないよぅにする。墓地局Cに関して同様である

００62 これにより、結果として、移動局 は、墓地局 から墓地局 ヘハンドオーバして、

最も伝送速度の大きくなる通信を行ぅ状態に早く移ることができる。



００63 このよぅなビーム制御の指示は、それぞれの墓地局 ～Cが行っても良いし、墓地

局上位装置 4が行っても良い。これにより、墓地局 と移動局との通信伝送は、より

一屑高品質となり、また伝送速度も大きくなる。

００64 ( 一5一2・全ての墓地局と通信を行っている場合 )

移動局 が、墓地局 ～Cの全てと同時に通信状態にある場合も上記と同様に、

墓地局 ～C、もしくは、墓地局上位装置 4は、移動局 から伝送速度に関する情

報を通知されると、ビーム制御やハンドオーバ先の指定をィ〒う。

００65 その際、なるべく移動局が墓地局 のみと通信でき、墓地局 およびCとは通信が

切断するよぅにビーム制御やハンドオーバ先の指定を行ぅことにより、墓地局 および

Cのリソースを解放することができ、リソースの効率的利用を図ることができる。ただし

、これは、墓地局 ～Cと移動局 との通信が、全て同じデータのやり取りをしている

場合に有効な手法である。

００66 墓地局 と移動局 との間、墓地局 と移動局 との間、墓地局Cと移動局 と

の間で、全て、典なる独立したデータ (あるいは、受信後に細み合わせて つのデー

タとなるよぅなデータ)を送受信している場合は、全ての墓地局が、移動局 にビー

ムを向けるよぅな制御を行ぅ。これは、なるべく多くの墓地局と通信接続している方が、

より多くのデータを送受することができるからである。

００67 ( 一6・実施例6)

図6に実施例6に係る移動体通信システム C6の構成を示す。

図6に示す移動体通信システム C6においては、墓地局 2、墓地局 3の他に墓

地局 (墓地局C) が墓地局上位装置 4に接続されている。そして、移動局 は、

墓地局に対して期待したハンドオーバ先ではないことを示すハンドオーバ失敗履歴

を履歴情報として通知するよぅに構成されている。ここで、移動局 は、墓地局 と通

信をしており、墓地局 の通信エリア内から、墓地局 の通信エリアの方向に移動し

ている状態にある。その途中、移動局 は、墓地局 の通信エリア内だけでなく、墓

地局Cの通信エリア内にも人っている。このとき、移動局 は墓地局Cにハンドオー

バしようとしているが、ハンドオーバに何度か失敗し、墓地局Cはハンドオーバ先とし

ては不適切であるれぢ判断をしている。



００68 このよぅな場合、移動局 は適信中の某地局 に対して、某地局Cは期待しないハ

ントオーハ先てあるとレぢ清報を履歴 清報として適知するよぅに構成されている。

００69 期待しないハントオーハ先てあるといぅ清報を履歴 情報として得た某地局 は、当

咳履歴 清報を某地局上位装置 4に与える。某地局上位装置 4は、期待しないハン

トオーハ先てある某地局Cてはなく、期待しないハントオーハ先といぅ清報を受けて

いない某地局 にハントオーハする指示を与えるよぅに構成されている。

００7０ すなわち、某地局上位装置 4は、某地局 をハントオーハ先某地局として指定し、

某地局 に対して某地局指定清報 3を与えるとともに、某地局 に対しては移動局

との適信を解除する某地局解除清報 4を与える。某地局指定清報 3を受けた

某地局 は、アプリケーションからのマクロ適知なとにより、移動局 と適信を行ぅた

めのリソース段定を了 、刊 、某地局解除清報 4を受けた某地局 は、アプリケーション

からのマクロ適知なとにより、移動局 との適信を行ぅためのリソースを解放する動作

を強制的に行ぅ。

００7 1 なお、履歴 清報を受けた某地局 か、当咳履歴 清報に某ついて某地局 にハント

オーハ動作を行ぅよぅに構成しても良い。

００72 このよぅな履歴 清報を用いることて、ハントオーハする回数を低減してハントオーハ

を効卒的に行ぅことかてきる。

００73 すなわち、移動局 か、期待しないハントオーハ先の清報を、某地局側に適知し

ない場合、移動局 は、某地局 から某地局Cにハントオーハしてしまい、さらに移

動局 か某地局 の方向に進んて行くと、吹に、某地局Cから某地局 ヘハントオ

ーハすることになり、2回のハントオーハか行われる可能性かあるか、本実施例の手

怯を採用することてハントオーハか 回て済むことになる。

００74 ここて、期待しないハントオーハ先てあるかとぅかは、その某地局に対してのハント

オーハを、予め定めた回数失敗したか否かて刊定するよぅに構成される。例えは、刊

定某準か失敗回数2回てあるとすると、図6にあるよぅな、移動局 か、某地局 の適

信工リア内から某地局 の適信工リア内に移動している場合、途中、某地局Cの適信

ェリア内にも差し掛かるか、某地局Cへのハントオーハを試みて、接続後、すくに切

断するなとの失敗を2回繰り返すと、移動局 は、某地局Cを、期待しないハントオ



一バ先と判定する。

００75 そして、期待しないハンドオーバ先であるといぅ情報として、移動局 内に一定期

間保存し、通信中の墓地局 に対して、履歴情報として通知する。ただし、ハンドオ

ーバ先の候補墓地局が墓地局Cしか無い場合は、墓地局Cにハンドオーバを行ぅ。

００76 このよぅに、少しでも、ハンドオーバに成功する可能性が高い墓地局を、ハンドオー

バ先に指定することで、ハンドオーバの失敗を低減できる。

００77 一7・実施例7)

図7に実施例7に係る移動体通信システム C7の構成を示す。

図7に示す移動体通信システム C7においては、墓地局 2、墓地局 3の他に墓

地局 (墓地局C) が墓地局上位装置 4に接続されている。そして、移動局 は、

墓地局に対して、ハンドオーバしよぅとして失敗したハンドオーバ失敗履歴を履歴情

報として通知するよぅに構成されている。なお、図7の例では、接続中であった墓地局

との通信も切断してしまったといぅ情報もハンドオーバ失敗履歴に含めている。ここで

、移動局 は、墓地局 と通信を行っており、墓地局 と墓地局Cとの中間付近に移

動している状態にある。従って、墓地局Cおよび墓地局 の両方の通信エリア内に差

し掛かっているが、墓地局Cからの送信電力の方が大きいなどの要因で、移動局

は、まず墓地局Cの方にハンドオーバを試みたが通信が切断され、ハンドオーバに

失敗した。さらに、ハンドオーバ元であった墓地局 との通信も切断されてしまったと

いぅ状況にある。

００78 このよぅな場合、移動局 はハンドオーバ先の墓地局Cとの通信に移れないとレづ

情報だけではなく、ハンドオーバ元の墓地局 との通信も切断されてハンドオーバ元

に戻れないといぅ情報を移動局 内に一定期間保存しておく。

００79 そして、何れかの墓地局と再接続した際に、再接続した墓地局 (図7の例では墓地

局 ) に対して、保存したハンドオーバ失敗履歴を履歴情報として墓地局 に対して

通知する。墓地局 は、当該履歴情報を墓地局上位装置 4に与える。墓地局上位

装置 4は、ハンドオーバ失敗履歴に某づいて、ハンドオーバに失敗した墓地局Cで

はなく墓地局 にハンドオーバする指示を与えるよぅに構成されている。

００8０ すなわち、墓地局上位装置 4は、墓地局 をハンドオーバ先墓地局として指定し、



墓地局 に対して墓地局指定情報 3を与えるとともに、墓地局 に対しては移動局

との通信を解除する墓地局解除情報 4を与える。墓地局指定情報 3を受けた

墓地局 は、アプリケーションからのマクロ通知などにより、移動局 と通信を行ぅた

めのリソース設定を了 、刊 、墓地局解除情報 4を受けた墓地局 は、アプリケーション

からのマクロ通知などにより、移動局 との通信を行ぅためのリソースを解放する動作

を強制的に行ぅ。

００8 1 なお、履歴情報を受けた墓地局 が、当該履歴情報に某づいて墓地局 にハンド

オーバ動作を行ぅよぅに構成しても良い。

００82 このよぅな履歴情報を用いることで、失敗履歴の無い墓地局 がハンドオーバ先に

指定されることになり、ハンドオーバの失敗を低減することができる。

００83 なお、墓地局上位装置 4がハンドオーバ先に墓地局 を指定する代わりに、墓地

局 がビームを移動局 に向け、墓地局Cがビームを移動局 に向けない(あるい

は移動局 にヌルを向ける) よぅに、墓地局 およびCが 自発的に(あるいは、墓地局

上位装置 4が墓地局 およびCに) ビーム制御を行ぅことで、移動局 が墓地局C

ではなく、墓地局 にハンドオーバされやすくなるよぅに構成しても良い。

００84 この場合、移動局 が、ハンドオーバの失敗しやすい墓地局Cより墓地局 にハン

ドオーバしやすくなり、ハンドオーバの失敗を低減することができるとともに、正常な通

信を継続させるよぅに通信エリアの変形がなされるので、実質的に、不感地帯の減少

に寄与する効果がある。

００85 なお、アンテナから送信される電波、あるいは、アンテナが受信する電波のビーム

パターンにおいて、ビームの電界強度が極端に落ち込んでいる箇所を「ヌル」と呼称

し、「ヌルを向ける」とは、この部分を移動局に向けることを指す。

００86 ( 一8・実施例8)

図8に実施例8に係る移動体通信システム C8の構成を示す。

移動体通信システム C8は、図7を用いて説明した移動体通信システム C7と同

様に、移動局 は、墓地局に対して、ハンドオーバしよぅとして失敗したハンドオーバ

失敗履歴を履歴情報として通知するよぅに構成されている。なお、図8の例では、墓

地局Cにハンドオーバしよぅとして、失敗し、接続中の墓地局 との通信に戻ってしま



った(墓地局 との通信が継続される)とレぢ情報もハンドオーバ失敗履歴に含めてい

る。ここで、移動局 は、墓地局 と通信を行っており、墓地局 と墓地局Cとの中間

付近に移動している状態にある。従って、墓地局Cおよび墓地局 の両方の通信エリ

ア内に差し掛かっているが、墓地局Cからの送信電力の方が大きいなどの要因で、

移動局 は過去(ある一定時間内)に墓地局Cの方にハンドオーバを試みたが通信

が切断され、ハンドオーバに失敗し、墓地局 と引き続き通信を行っている。

００87 このよぅな場合、移動局 は、墓地局Cとの間に、過去、ハンドオーバに失敗して、

墓地局Cにハンドオーバできず、墓地局 との通信に戻ったといぅハンドオーバ失敗

履歴を履歴情報として墓地局 に対して通知する。墓地局 は、当該履歴情報を墓

地局上位装置 4に与える。墓地局上位装置 4は、ハンドオーバ失敗履歴に某づい
て、ハンドオーバに失敗した墓地局Cではなく墓地局 にハンドオーバする指示を与

えるよぅに構成されている。

００88 なお、履歴情報を受けた墓地局 が、当該履歴情報に某づいて墓地局 にハンド

オーバ動作を行ぅよぅに構成しても良い。

００89 このよぅな履歴情報を用いることで、失敗履歴の無い墓地局 がハンドオーバ先に

指定されることになり、ハンドオーバの失敗を低減することができる。

００9０ なお、墓地局上位装置 4がハンドオーバ先に墓地局 を指定する代わりに、墓地

局 がビームを移動局 に向け、墓地局Cがビームを移動局 に向けない(あるい

は移動局 にヌルを向ける) よぅに、墓地局 およびCが 自発的に(あるいは、墓地局

上位装置 4が墓地局 およびCに) ビーム制御を行ぅことで、移動局 が墓地局C

ではなく、墓地局 にハンドオーバされやすくなるよぅに構成しても良い。

００9 1 この場合、移動局 が、ハンドオーバの失敗しやすい墓地局Cより墓地局 にハン

ドオーバしやすくなり、ハンドオーバの失敗を低減することができるとともに、正常な通

信を継続させるよぅに通信エリアの変形がなされるので、実質的に、不感地帯の減少

に寄与する効果がある。

００92 ( 一g・実施例9)

図9に実施例9に係る移動体通信システム Cgの構成を示す。

移動体通信システム Cgにおいては、墓地局 2 (墓地局C) が墓地局上位装置



4に接続されている。そして、移動局 は、墓地局 に対して受信したデータの受信

レベルを測定し、受信レベルの良否などの信号の品質に関する測定情報を履歴情

報として通知するよぅに構成されている。

００93 墓地局 は、当該履歴情報を墓地局上位装置 4に与える。墓地局上位装置 4は

、履歴情報に某づいて、墓地局 から移動局 に対してビームを向けて、移動局

を通信エリア内に含めるといぅ制御情報 を与える。

００94 墓地局 は、制御情報 に某づいて移動局 に対してビームを向けて、受信レ

ベルを上げるよぅにする。

００95 このよぅに、移動局 での受信レベル測定情報を履歴情報として用いることで、墓

地局 は、移動局 に対してより正確にビームを向けることができるので、移動局

は墓地局 の通信エリア内に安定的に入り続けることができる。

００96 ( ０ 実施例 ０)

図 ０に実施例 ０に係る移動体通信システム C ０の構成を示す。

移動体通信システム C ０は、図9を用いて説明した移動体通信システム Cgと

同様に、移動局 での受信レベルの測定情報を履歴情報として用いるが、移動体

通信システム Cgでは、墓地局上位装置 4が、墓地局 に対して、移動局 にビ

ームを向けるよぅに指示を出すのに対して、移動体通信システム C ０では、墓地局

が、履歴情報を自ら判断して、移動局 にビームを向けるよぅに構成されている。

００97 墓地局 が判断するので、墓地局 から墓地局上位装置 4への通信に要する時

間分の遅延が無くなり、墓地局上位装置 4が制御するよりも高速に、ビームを移動

局 に対して向けることができる。

００98 ( 一 ・墓地局の構成)

次に、図 ～図 ０を用いて説明した移動体通信システム C ～ C ０に使用さ

れる墓地局 ～Cの構成について、図 に示すブロック図を用いて説明する。

００99 図 に示すよぅに、墓地局は、アンテナ (アンテナブランチ) 、アナログ信号の

受信および送信を行ぅ無線部 X 、 変換部 ０ 、 変換部 ０8およびデ

ータ処理部 ００を主たる構成として備えている。

０1００ データ処理部 ００は、復調部 ０2、復号ィヒ部 ０3、履歴情報取得部 ０4、解析部



０5 、符号化部 ０6 、変調部 ０7およびビームフオーミング部 ０9を備えている。

０1０1 ここで、履歴情報取得部 ０4 および解析部 ０5 は、C P (Cen a ocess ng Un )

SP(D g a gn a ocesso ) PG ( e d og ammab e G a e A a )などで実

現され、復号化部 ０3 、符号化部 ０6 、ビームフオーミング部 ０9 は、 SPおよび

P G のどちらか、あるいは両方を用いて実現される。

０1０2 アンテナ で受信したアナログデータは、無線部 X において無線周波数の高

周波 (W 方式であれば2 G z程度 ) から、べ一スバンド帯域 (例えば 6

z)にダウンコンバージョンされてべ一スバンド信号となり、 変換部 ０ に与え

られてアナログデータからデイジタルデータに変換される。

０1０3 デイジタルデータは、復調部 ０2 (高速フーリエ変換を用いたO (O hogona

equenc D v s on Mu p ex ng)復調などもここで行う で復調され、物理チヤネル (

W 方式 ( 3 GPP S2 5 2 規格 ) であれば P C (Ded ca ed h s c

a Da a C hannel) PCC (Ded ca ed Ph s ca C o n o C hannel) が再生される。

０1０4 その際、物理チヤネルに、制御チヤネル (W 方式であれば P CC )のよ

うなものが多重されており、そのチヤネルの中に移動局からの履歴情報が人っている

。その履歴情報を履歴情報取得部 ０4 で取り出し、解析部 ０5 においてテーブルを

引用するなどして履歴情報を特定する。そして、ビームフオーミング部 ０9 において、

アンテナブランチごとにデータに乗算する重み係数を算出する。そして、算出された

重み係数を変調部 ０7 において乗算する。乗算後のデイジタルデータは、 変

換部 ０8 においてアナログデータ変換され、無線部 X においてアップコンバージ

ョンされて、無線周波数の高周波としてアンテナ より送信される。

０1０5 重み付け係数の計算方法に関しては、例えば、「アレーアンテナによる適応信号処

理 (菊間信良著、科学技術出版 ) 」に示されているように、 S( eas Mean qua e)

S(Recu s ve eas Mean) などのアルゴリズムを用いる。

０1０6 重み付け係数はビーム制御に使用され、例えば、移動局に対してビームを向ける

のであれば、算出された係数をそのまま使用し、ビームを向けないのであれば、重み

付け係数は無効 (全て )とすることで制御を行う。

０1０7 物理チヤネルの制御チヤネル (W 方式であれば、 P CC )ではなく、チ



ャネルデコーディング後のトランスポートチャネル (W 方式であれば、 C

(Ded ca ed T a mm C C hannel) C C (Ded ca ed C o n o C hannel)) に履歴情報が

含まれているのであれば、復号化部 ０3 において復号されたデータの中の履歴情報

を、履歴情報取得部 ０4 において取り出し、解析部 ０5 において特定する。

０1０8 履歴情報を取得した後、そのデータを、メッセージとして、データとは別に墓地局上

位装置に送信しても良いし、データに含めたまま上位装置に送り、上位装置が有す

る履歴情報取得部に相当する機能で、履歴情報を取り出すよぅにしても良い。その場

合は、墓地局上位装置において、移動局の履歴情報が処理されることになる。

０1０9 ここで、復号化部 ０3 は、いわゆる 2 処理やチャネルデコーディングを行ぅ機能部

であり、復調されたデータに上位レイヤー処理を行って墓地局上位装置や履歴情報

取得部 ０4 に与える。

０1 1０ ここで、 2 処理とは、レイヤー2 の処理であり。具体的には、 C(Med a Access C

。
o n o 、 C(Rad o nk C o n o ) CP (Packe D a a Conve gence o oco )なと

の処理が含まれている。

０1 1 1 なお、 2 処理やチャネルデコーディングについては従来的な処理であるので、詳

細な説明は省略する。

０1 1 2 また符号化部 ０6 は、 2処理やチャネルコーディングを行ぅ機能部であり、墓地局

上位装置から与えられる下りデータに対して 2処理やチャネルコーディングを施す。

０1 1 3 また、変調部 ０7 では、符号化部 ０6 で符号化されたデータに対して、QPS (Q

a d a e ha se h K 、 Q (Q a d a e A m p u d e Mo du a o n) 64Q

などの変調方式で変調を行ぅ。O 方式で伝送するのであれば、O の

逆高速フーリエ変換なども変調部 ０7 において行ぅ。

０1 14 なお、変調部 ０7 での処理に際しては、アンテナブランチごとに送信データが分岐

した際に、ビームフオーミング部 ０9 において計算されたブランチごとの重み付け係

数を、それぞれのブランチに対して乗算する処理もなされる。

０1 1 5 ( 2 ・移動局の構成 )

次に、図 ～図 ０を用いて説明した移動体通信システム C ～ C ０に使用さ

れる移動局 の構成について、図 2 に示すブロック図を用いて説明する。



０116 図 2に示すよぅに、移動局は、アンテナ 2、アナログ信号の受信および送信を

行ぅ無線部 X2、 変換部2０ 、 変換部2０8およびデータ処理部2００を

主たる構成として備えている。

０117 データ処理部2００は、復調部2０2、復号ィヒ部2０3 、履歴情報格納部2０4 、測定部

2０5 、符号化部2０6および変調部2０7を備えている。

０118 ここで、復号化部2０3 、符号化部2０6 は、 SPおよび PG のどちらか、あるいは

両方を用いて実現され、履歴情報格納部2０4 はメモりを用いて実現される。

０119 アンテナ 2で受信したアナログデータは、無線部 X2において無線周波数の高

周波から、べ一スバンド帯域にダウンコンバージョンされてべ一スバンド信号となり、

変換部2０ に与えられてアナログデータからディジタルデータに変換される。

０12０ ディジタルデータは、復調部2０2 (高速フーリエ変換を用いたO 復調などもこ

こで行ぅ) で復調され、復調されたデータは、復号ィヒ部2０3 において、チャネルデコ

ーディングや、 2処理などの上位レイヤー処理が施される。

０12 1 復調部2０2において、復調処理が施される際に、受信レベルや、S などが測定

される。

０122 また、復号化部2０3で、チャネルデコーディングが施されることにより、例えば、W

C 方式でいぅと (T anspo B ock)に付加されたC C(C c c Red undancy Ch

e c k ng)結果の (誤りなしデータ) 数 (あるいは (誤りデータ) 数 ) がカウントされる

。このよぅな測定結果は、測定部2０5 において、履歴情報のフォーマットとして変換 (

受信レベルや、S が、 2 7～ 2 7などの8 ビット幅を持った場合に、段階分け

して、2ビット程度に収めるなどの処理 ) して、履歴情報格納部2０4 に格納される。そ

の履歴情報は、変調部2０7 において、物理チャネルの制御用チャネル (W

方式であれば、 PCC に相当 ) に対して挿入される。

０123 履歴情報の挿入位置の一例を図 3 に示す。

図 3は、履歴情報を、物理チャネルの制御用チャネルに挿入した場合の、チャネ

ルフォーマットを示したものである。図 3 において、0オリジンの9ビット目～5ビット目

は、既知系列 (P o ビット) 4である。4ビット目～3ビット目は、データフォーマット種

別情報 (W 方式の C に相当 ) 3である。2ビット目～ビット目が履歴情



報 2てある。そして0ヒノト目か迭信電力制御用清報 (W 方式の PCヒノ

トに相当 ) てある。2ヒノトの履歴 清報の領城て、００受信レヘルか低い、０ 墓地

局 とのハントオーハ失敗 回なとの清報を、定義しておく。履歴 清報を少ないヒノト

数て定義すれは、墓地局や墓地局上位装置 (ネノトワーク) ての解析において負荷

か少なく、高速な処理か可能となる。

０124 なお、履歴 清報は符号化部2０6や上位レイヤー処理において、テータ (W

方式の CC C に相当 ) に挿入しても良い。

０125 履歴 清報か挿入されたテータは、変胴部2０7から 変換部2０8 に与えられ、ア

ナロク信号に変換され、無線部 X2においてアノプコンハーションされて、無線周波

数の高周波信号としてアンテナ 2より迭信される。

０126 なお、図 2てはアンテナ 2 つたけを示しているか、複数あっても良い。

(Mu p e npu Mu p e Ou pu )を行ぅ場合は、複数フランチか必要となる。

０127 ( 3 ・墓地局上位装置の構成)

吹に、図 ～図 ０を用いて脱明した移動体適信システム C ～ C ０に使用さ

れる墓地局上位装置の構成について、図 4 に示すフロノク図を用いて脱明する。

０128 図 4 に示すよぅに、墓地局上位装置は、履歴 清報蓄積部3０ と、解析部3０2と、

制御都 3０3とを備えている。

０129 墓地局から、履歴 清報㎝ 定清報)を、メノセーシとして、あるいはテータに含まれる

形て適知された墓地局上位装置は、履歴 清報蓄積部3０ において履歴 清報を取り

出して格納し、解析部3０2において、履歴 清報の内容を確甜する。そして、履歴 清

報の内容に某ついて、制御都 3０3において墓地局か取るへき動作の指示を作成す

る。

０13０ 例えは、移動局か墓地局 と適信中てあり、墓地局 と墓地局Cのとちらにもハント

オーハ可能な場合に、墓地局Cに対するハントオーハ失敗履歴か履歴 情報として与

えられた場合、当咳履歴 清報に某ついて、墓地局 とのハントオーハを行ぅよぅに、

墓地局 ～Cに対して指示を行ぅ。これにより、ハントオーハの失敗卒か減少する。

０13 1 また、例えは、墓地局 に対して移動局にヒ一ムを向けるよぅなヒ一ム制御を指示し

、墓地局Cに対しては、移動局にヒ一ムを向けないよぅなヒ一ム制御を指示する。こ



れにより、不感地を少なくすることができる。

０132 また、例えば、移動局が、墓地局 と通信中であり、墓地局 と基地局Cの通信エリ

ア内にも人っている場合、墓地局 との通信中の受信レベルが低い値で、墓地局 と

の過去の通信での受信レベルが高い値、墓地局Cとの過去の通信での受信レベル

が低い値であるとすると、移動局から送られてくる各基地局との履歴情報を受けた墓

地局上位装置は、墓地局 および に対して、墓地局 から基地局 へのハンドオー

バの指示を出すか、墓地局 に対して、移動局 にビームを向ける指示を出し、墓

地局Cに対して移動局にビームを向けない(ヌルを向ける) 指示を出して、墓地局

から基地局 へのハンドオーバを促す。

０133 これにより、移動局は、より安定した通信を行ぅことが可能な基地局 との通信に早く

切り替えることができるので、通信はより安定化される。また、ハンドオーバも効率的

に行ぅことができ、不感地を減らすことができる。

０134 ( 4 ・移動局測定部での判定動作 )

次に、図 2を用いて説明した移動局の測定部2０5での判定動作の一例について

、図 5を用いて説明する。

０135 図 5は、移動局からの履歴情報が移動局の移動方向である場合の測定部2０5で

の判定動作を説明する履歴表を示しており、図3を用いて説明した移動体通信シス

テム C3での判定動作を説明するものである。

０136 移動局 は、墓地局 、 、Cの履歴を保持しており、受信レベル、C (推定伝送

路特性 ) 、S といったパラメータが、大きくなったり、小さくなったりした変化呈に基づ

いて、墓地局に対して、近づいているのか、遠さかっているのかを判定する。

０137 図 5に示すテーブルより以下の情報を読み取ることができる。

墓地局 ( Sと表記 ) は、受信レベルが大きくなり、C が小さくなり、S が小さく

なった。

０138 墓地局 は、受信レベルが小さくなり、C が小さくなり、S が大きくなった。

０139 墓地局Cは、受信レベルが小さくなり、C が大きくなり、S が大きくなった。

０14０ これにより、移動局 は、墓地局 には近づいており、墓地局Cからは遠さかって

おり、墓地局 からはやや遠さかっていると判定される。移動局 は、この情報を、



履歴として通信中の墓地局に通知する。

０14 1 また、履歴表を短時間幅 ( s毎など) での履歴と長時間幅 ( 秒毎など) での履歴

とレぢよぅに、2屑化することで、短周期的な移動局の振る舞いと、長期的な振る舞い

を墓地局に通知することもできる。例えば、蛇行しながら、墓地局Cから墓地局 に近

づいている場合や、ビルの陰から出ることで、一時的に墓地局CのS が大きくなり、

短期的な履歴では墓地局Cに近づいているよぅに判断されるが、長期的な履歴では

、徐々にS は墓地局Cからのものは小さくなっており、墓地局Cから墓地局 に移

動していることが判る。

０142 このよぅに、表を階層化することで、移動体通信にありがちな、遮蔽物の影響をも吸

収した、より正確な移動局の振る舞いを墓地局が知ることができる。なお、履歴表は2

層化に限定されるものではなく、3屑化以上を適用することもでき、多層化することで

、より詳細な移動局の振る舞いを移動局は墓地局に通知することができる。

０143 多層の履歴を用いることで、墓地局は、長周期と短周期の電力制御を行ぅこともで

きる。すなわち、 s毎にｱ d を制御 (墓地局が移動局に送信する電力を変更す

る制御と、移動局が墓地局に送信する電力を墓地局が上げたり下げたりする制御 ) し

ながら、2０ s毎に、 していったりすることもできるよぅになる。これにより、無線

通信は、より精度の高い品質を保つことができるとレぢ効果がある。

０144 このよぅに、表を用いて履歴情報を作成することで、回路規模や、メモり呈、処理呈

を小さくできる。なお、図 5の表の最下段には、各パラメータに対する重み付けの例

を示しており、受信レベルには3を、C には4を、S には5を乗算する例を示して

いる。

０145 ここで、C は、無線伝送を行った際の信号の盃度合いを表したものである。算出

方法は、例えば、移動局と墓地局との間で送受される既知系列データに某づいて、

その歪みを算出することで得られる。

０146 例えば、既知系列が、 OX OX OX OX ( :複素数、1成分十

Q成分 の形で表現) であった場合、墓地局が下りデータを送出して、無線伝送路

を通って、移動局がそのデータを受信し、既知系列データを取り出した際に、 ・2

0・3 X ， ・ ０ 5 X ， ・9 ０ 3 X ， ・4 ０ 2 X となると、平均して ・ 5



0・325 X となり、これが、 OX からの歪み度合いとなる。

０147 また、S は、信号電力と干渉電力との比である。計算方法の例として、上述のよう

な既知系列データを用いて、そのばらつきを調べることで得られる。具体的には、受

信した既知系列データのデータの分散を求め、それを干渉レベルとし、同じく受信し

た既知系列データの 実数部 (1成分) の和の2乗 ビ虚数部 (Q成分) の和の2乗仕
の和を信号レベルとし、信号レベル十干渉レベルを計算することで求めることができ

る。

０148 移動局の測定部2０5での判定動作の他の例について、図 6を用いて説明する。

図 6は、移動局からの履歴情報が移動局のハンドオーバ失敗履歴である場合の

測定部2０5での判定動作を説明する表を示しており、図6～図8を用いて説明した移

動体通信システム C6～ C8での判定動作を説明するものである。

０149 移動局 は、墓地局 、墓地局 、墓地局Cの3つの墓地局ザ一ビスエリア内にあ

り、移動局 が現在通信中の墓地局は、墓地局 である。

０15０ 図 6に示す表においては、ハンドオーバを「 O」として略記し、墓地局ごとに、

の失敗回数、通信の切断回数、第三の Sへの O回数、 O元に戻った回数を

表示している。

０15 1 図 6おいて、切断に 回とあるのは、他の墓地局にハンドオーバしようとして 回失

敗しただけでなく、通信中の墓地局との通信が切断してしまったことを意味する。失

敗の列には、失敗した回数の合計値が格納され、この場合は、失敗履歴は 回となる

０152 また、第三 Sへ Oとあるのは、期待していない第三の墓地局に対して、ハンド

オーバしてしまった場合を表す。

０153 また、 O元に戻るとあるのは、ハンドオーバ先にハンドオーバできず、元々通信し

ていたハンドオーバ元の墓地局との通信に戻った場合を表す。

０154 図 6に示されるように、墓地局Cは、第三 Sへ Oの列に、 回と履歴があり、ま

た、 O元に戻るの列には2回と履歴がある。これは、移動局 は、期待しないハンド

オーバ先の墓地局Cに 回ハンドオーバしてしまったことを表しており、また、墓地局

Cに2回ハンドオーバしようとして失敗して、元の墓地局 との通信に戻ってしまったこ



とを表している。この場合、失敗履歴は3回となる。

０155 一方、墓地局 は、通信エリア内にあるにもかかわらず、ハンドオーバ失敗履歴が

無い。これは、移動局が墓地局 から、墓地局 およびCの方向に移動した場合、墓

地局Cではなく、墓地局 にハンドオーバするべきであるとの有力な材料となりぅる。

０156 この履歴を用いて、墓地局あるいは墓地局上位装置は、墓地局 に対して、ビーム

を移動局 に向ける指示を出す。これにより、移動局 は、ハンドオーバの失敗の

可能性が、他の墓地局より少ない墓地局 に、効率良くハンドオーバすることが可能

となる。

０157 なお、履歴として、表にある3つの要因を数値に対応させて墓地局に送信しても良

いし、要因分けせずに墓地局ごとの失敗の列の回数のみを数値に対応させて墓地

局に送信しても良い。

０158 ( 5・履歴情報の他の利用例)

これまでの説明においては、移動局からの履歴情報を用いてハンドオーバ先の選

定や、ビーム制御を行ぅ構成について説明したが、墓地局を設置する際に、移動局

からの履歴情報を用いて不感地帯を割り出し、そこに墓地局を設置する(あるいは設

置済み墓地局からの電波を届くよぅにする)れぢ利用方法もある。そのための構成に

ついて、図 7を用いて説明する。

０159 図 7に示すよぅに、墓地局 Sにはログ出力機能を設け、移動局 Sから送られる

履歴情報をログとして出力する。

０16０ 移動局 Sは、墓地局 Sから送られて来たデータの受信において、受信電力が低

いなどの履歴情報を墓地局に対して通知する。それを受けた墓地局 Sはログとして

出力する。

０16 1 墓地局 Sから出力されたログは、別途に設けたログ収集装置 Sを用いて収集さ

れ、既設の墓地局の送信電力を上げて移動局での受信電力を高めるれづことで不

感地帯を低減することができる。また、収集されたログを用いて不感地帯を割り出して

新たな墓地局を設置するれつ方法に利用することができる。

０162 また、図 8には、墓地局上位装置O Sにログ出力機能を設け、移動局 Sが送信

する履歴情報を墓地局 Sを介して墓地局上位装置O Sで受け、ログとして出力す



る構成を表している。

０16 3 この場合、墓地局上位装置O Sから出力されたロクは、別途に設けたロク収集装

置 Sを用いて収集され、既設の墓地局の迭信電力を上けて移動局ての受信電力を

高めるといぅことて不感地帯を低減することかてきる。また、収集されたロクを用いて

不感地帯を割り出して新たな墓地局を設置するといぅ方怯に利用することかてきる。

０164 ロク収集を行ぅ作業を、墓地局 Sことてはなく、墓地局 Sを束ねる墓地局上位装

置O Sことに行ぅことにより、解析するユーザは、ロク収集にかかる時間を節約するこ

とかてきる。

０16 5 墓地局 Sおよひ墓地局上位装置O Sに設けるロク出力機能は、例えは PG に

ロク出力回路を設け、履歴 清報を墓地局 Sおよひ墓地局上位装置O Sの所定の

コネクタに出カてきる構成とすることて実現てきる。この場合、ロクはコネクタからケー

フルを介してロク収集装置 Sに伝迭される。

０166 ロク収集装置 5は、パーソナルコンピュータに、記惜容呈の大きなハートティスク、

または記惜容呈かキヵハイト級の大きなメモりなとの格納領城を設けることて実現て

き、ティスプレイのG (G aph c a Use n e ぬce) てロク取得ホタンを押すと、コネ

クタから出力されるロク清報を格納領城に保存するよぅなシステムを有している。

０16 7 ( 6 ・受信レヘルの利用例 )

これまての脱明においては、移動局からの履歴 清報として、移動局か墓地局から受

信する受信電力(受信レヘル)を用いてハントオーハ先の選定や、ヒ一ム制御を行ぅ

構成について脱明したか、受信レヘルを卓独て使用するのてはなく、移動局の移動

速度の情報と細み合わせて用いても良い。

０168 図 9 には、移動局ての受信レヘルと、移動局の移動速度の清報とを細み合わせて

用いる例として、移動局の移動速度に対する受信レヘルの低下を算出する数式を示

す。

０169 図 9 においては、移動局の移動速度を とし、受信電力低下呈 (ある時間ての受信

レヘルと、現在の時間ての受信レヘルとの差)を とし、予め定めた定数を とし、受信

電力低下呈を移動速度て剖った値を，とし、定数 との大小関係て受信電力の低下

の状態を判断する方怯か示されている。



０17０ 図 9において、算出値zが定数 以上であった場合は、受信電力は急に低下したと

判断し、定数 より 、さい場合は、受信電力は急には低下していないと判断する。

０17 1 移動局が、墓地局から離れる方向に動いている場合、移動局が基地局から受信す

る電力は速度に応じて急激に 、さくなるが、これでは、不感地帯であるがゆえに急に

受信電力が低下したことと区別が付けかない。しかし、受信電力低下呈を移動速度

で剖ることにより、受信電力の急激な低下の判定結果 (図 9のz 三 、z )が、不感地

帯の特定と、より一致するといぅ効果が得られる。

０172 また、本判定結果を履歴情報とし、移動局から基地局に対して通知することによっ
て、墓地局が移動局にビームを向ける制御や、墓地局上位装置が基地局にハンドオ

ーバを行ぅ指示を与えるために使用することで、通信の安定化を実現できる。

０173 また、本判定結果を履歴情報とし、墓地局や基地局上位装置でログとして収集する

ことにより、不感地帯を特定し、墓地局の電力を上げることで対策したり、不感地帯の

超小型基地局などを新たに設置することで、不感地帯の低減に寄与するといぅ効果

が得られる。

０174 ( 7・履歴情報を用いたアンテナブランチ数制御 )

以下、履歴情報を用いてアンテナブランチ数を制御するシステムについて、図2０

～図24を用いて説明する。

０175 図2０は、墓地局 Sが移動局 Sからの履歴情報を受け取ることにより、墓地局 S

が移動局 Sにデータを送信する(あるいは、移動局 Sからデータを受信する)際に

使用するアンテナブランチ数を増減させることを模式的に表した図である。

０176 移動局 Sから、履歴情報を受け取った基地局 Sは、アンテナブランチ数を増減

させる制御を行ぅ。すなわち、移動局 Sが、例えば受信電力が 、さくなったといぅ履

歴情報を通知してきた場合には、墓地局 Sのアンテナブランチ数を増やして、移動

局 Sが受信する電力を大きくすることができる。逆に、移動局 Sが、受信電力が

大き過ぎるといぅ履歴を通知してきた場合には、墓地局 Sはアンテナブランチ数を減

らして、移動局 Sが受信する電力を適切な大きさまで下げることができる。これによ

り、墓地局の消費電力を低減するとレぢ効果がある。

０177 なお、図2０においては、墓地局 5が 自らアンテナブランチ数の増減を判断するも



のとして説明したが、墓地局上位装置が履歴情報に某づいて墓地局 Sのアンテナ

ブランチ数の増減を判断し、墓地局 S にアンテナブランチ数の増減を指示する構成

としても良い。

０178 ( 一 7 一 ・墓地局の構成)

図2 は、履歴情報に某づいてアンテナブランチ数を増減することが可能な墓地局

の構成を示すブロック図である。なお、図 に示した墓地局と同一の構成について

は同一の符号を付し、重複する説明は省略する。

０179 図2 に示すデータ処理部 においては、復調部 ０2 、復号ィヒ部 ０3 、履歴情

報取得部 ０4 、符号化部 ０6 、変調部 ０7およびアンテナブランチ数判定部 ０を

備えている。なお、図 に示した解析部 ０5およびビームフオーミング部 ０9 につい

ては記載を省略している。

０18０ 復調部 ０2 において、物理チヤネルの制御チヤネルに履歴情報が含まれている場

合は、その履歴情報を履歴情報取得部 ０4 において取り出し、アンテナブランチ数

判定部 ０に与える。アンテナブランチ数判定部 ０では、履歴情報に含まれる移

動局での受信電力の情報に某づいて、移動局との通信に必要なアンテナブランチ

数を判定する。

０18 1 なお、履歴情報が物理チヤネルのデータチヤネルに含まれており、チヤネルデコー

デイングや 2処理をしなければ取り出せない場合は、復号ィヒ部 ０3を介して履歴情

報取得部 ０4 に与えられる。

０18 2 例えば、 方式であれば、 T (T asm ss on T me n e Va )分のデータ

のうち、先頭のトランスポートブロックの先頭2ビットが履歴情報であるような場合は、

復号化部 ０3 において履歴情報を抽出することになる。

０18 3 アンテナブランチ数判定部 ０において判定された必要なアンテナ数は、変調部

０7 に与えられる場合、変調部 ０7 において、各アンテナブランチに対応した信号に

乗算する重み付け値を、使用しないアンテナは0 とし、使用するアンテナは を乗算

することで、使用するアンテナに対してのみ信号が有効となるようにする。

０18 4 アンテナブランチ数判定部 ０は、C P SP PG の何れでも構成することが

可能である。 SPであれば、履歴情報が電力値情報だとすると、ある電力値 以上



の場合にはアンテナ数2本、ある電力値 以上 より下であればアンテナ数4本、ある

電力値 より下であればアンテナ数8本などのように、分岐処理をプログラムで実装す

ることで実現できる。図2 2には当該プログラムをC言語で作成した例を示す。

０185 以上説明した構成を採ることで、移動局からの履歴情報に某づいて墓地局がアン

テナブランチ数を増減させることが可能となる。アンテナブランチ数が減少したことに

より、各アンテナに接続されたアンテナスイッチ、電力増幅アンプなどの高周波機器

の使用数が減少し、その分の機器の消費電力が低減する。一方で、アンテナブラン

チ数を増減させる処理が、 PG に回路として実装された場合、その分、 PG が

動作する時間が丘くなり、消費電力が若干増加し、 SPや P にプログラムとして

細み込まれた場合も、 SPや P の動作する時間がその分長くなるので、消費電

力が若干増加するが、このような消費電力の増加分は減少分に比べれば小さく、結

果的に消費電力を低減する効果がある。

０186 ( 7 ・墓地局上位装置の構成)

以上の説明においては、墓地局が履歴情報に某づいてアンテナブランチ数の増減

を判定する構成を示したが、アンテナブランチ数の増減の判定を墓地局上位装置が

行う構成を採っても良い。

０187 図2 3は、履歴情報に某づいてアンテナブランチ数を増減を判定することが可能な

墓地局上位装置の構成を示すブロック図である。

０188 図2 3に示すように、墓地局上位装置は、履歴情報蓄積部3０ と、解析部3０2と、ア

ンテナブランチ数判定部3０4 とを備えている。

０189 墓地局から、履歴情報(湖 定情報)を、メッセージとして、あるいはデータに含まれる

形で通知された墓地局上位装置は、履歴情報蓄積部3０ において履歴情報を取り

出して格納し、解析部3０2において、履歴情報の内容を確認する。

０19０ そして、アンテナブランチ数判定部3０4では、履歴情報に某づいてアンテナブラン

チ数を判定する。この場合、履歴情報が受信レベルであれば、受信レベルに対応さ

せたアンテナブランチ数を記載したテーブルを用いて判定を行う。

０19 1 そして、アンテナブランチ数判定部3０4での判定結果に某づいて、移動局と通信し

ている墓地局、あるいは、移動局と通信させたい墓地局に対して、使用するアンテナ



ブランチ数情報が伝送される。

０192 図24は、上述したアンテナブランチ数判定部3０4および図2 に示したアンテナブ

ランチ数判定部 ０において、移動局からの履歴情報が受信レベルであった場合の

、受信レベルとアンテナブランチ数との関係を示したテーブルである。

０193 ここで、受信レベルは、受信電力あるいは受信の振幅を、０～2 7の 28段階を 6

段階ずつ8つに区切り、アンテナブランチ数を から8まで振り当てている。

０194 なお、受信レベルほ数値が大きいほど大きく、受信レベルが大きいほど、使用する

アンテナブランチ数が少なくなるように設定されている。逆に、受信レベルが 、さいほ

ど、使用するアンテナブランチ数を多くなるように設定されている。

０195 このような対応関係を設定することで、受信レベルが大きい場合には、使用するア

ンテナブランチ数を少なくし、受信レベルが 、さい場合には、使用するアンテナブラ

ンチ数を多くすることができる。

０196 なお、図24のような対応関係ではなく、例えば、受信レベルが ～4 8までは、ア

ンテナブランチ数を4、受信レベルが 2 7～ 2までは、アンテナブランチ数を2、受

信レベルが4 7～０までは、アンテナブランチ数を6とするような大まかな対応関係でも

良い。このように設定することで、広いレベル範囲をアンテナブランチ数4でヵバ一し

、受信レベルが上限あるいは下限の場合にのみ、アンテナブランチ数を増減させるこ

とができ、受信レベルが上限あるいは下限となるような非常事態に対応した構成とな

る。

０197 以上説明したようなテーブルを用いた判定を行うことにより、判定処理を高速に行う

ことができ、墓地局上位装置に採用した場合は、移動局から履歴情報を取得した後

は、墓地局に対して速やかにアンテナブランチ数情報を通知することができる。

０198 ( 8 ・解析部での解析動作 )

次に、図 、図 4、図2 (図示せず) および図22を用いて説明した、墓地局ある

いは墓地局上位装置に設けられた解析部での解析動作について、幾つかの例を挙

げて説明する。

０199 8 ・伝送速度の情報を用いる場合 )

図2 5は、移動局が、ハンドオーバする時、あるいは、複数の基地局の通信エリアに



またがっているとき(ハンドオーバ時に限らず)、移動局が墓地局に送信した履歴情報

に伝送速度の情報が含まれている場合、当該伝送速度の情報を用いてハンドオー

バ先を決定する場合の、解析部で用いられるテーブルを示している。

０2００ 図2 5に示すテーブルにおいては、墓地局 、 、Cの3つのハンドオーバ先候補の

墓地局 ( S)が存在し、それぞれ、ある閾値以内の過去に通信した際の伝送速度

に関する情報が格納されている。すなわち、墓地局 については伝送速度が 2 5 b

s であって一番大きく、墓地局 については伝送速度が 7 8 b sであって一番 、さく

、墓地局Cについては伝送速度が b sであって中間の大きさとなっている。

０2０1 従って、解析部では、最も伝送速度の大きい墓地局 を、ハンドオーバ ( O)先に

決定する。あるいは、移動局にビームを向ける墓地局を墓地局 にするよぅにビーム

制御を決定する。

０2０2 このよぅに、墓地局および墓地局上位装置の解析部においては、履歴情報をテー

ブルに格納してハンドオーバ先の候補、あるいはビーム制御先を決定しているので、

簡易な構成でハンドオーバ先あるいはビーム制御先の候補を決定できる。

０2０3 ( 8 ・空きリソース数の情報を用いる場合 )

図2 6は、移動局が、墓地局との通信を行っている際、通信状態の情報である移動

局自身の空きリソース (無線リソース ) 数を履歴情報として墓地局に対して通知するよ

ぅに構成されている場合、その履歴情報を用いてハンドオーバ先を決定する場合の、

解析部で用いられるテーブルを示している。

０2０4 なお、移動局は、ある つの墓地局とだけ接続されていても良いし、複数の墓地局

に同時に接続されていても良いし、ある墓地局から、別な墓地局にハンドオーバする

際に、ハンドオーバ先に決めるための参考パラメータに使用される場合でも良い。

０2０5 移動局が、例えば墓地局Cとだけ接続されている場合、移動局は、墓地局Cと通信

しており、その墓地局C に対して、空きリソースが 5である履歴内容を通知する。墓地

局Cあるいは、墓地局上位装置は、その履歴情報に某づいて、送信伝送レートを上

げるよぅに制御する。なお、送信伝送レートを上げるよぅに制御する構成としては、例

えば図 を例に採れば、ビームフォーミング部 ０9の代わりに伝送レート制御部を設

け、変調部 ０7ではなく、符号化部 ０6を制御して、移動局で使用するリソース数を



大きくするよぅな制御を行ぅ。

０2０6 また、図 4 に示す墓地局上位装置を例に採れば、制御部3０3において、送信デ

ータ呈を大きくするなどの制御を行ぅ。この場合、W 方式であれば、 C (

T anspo o ma Comb na on nd ca o )の大きレ咋のを用いるなどの制御となる。

０2０7 一方、移動局が複数の墓地局に同時に接続されている場合は、移動局からの履歴

情報が各墓地局に通知されると、複数の墓地局にそれぞれ対応した空きリソース数

が、墓地局あるいは墓地局上位装置の解析部のテーブルに格納される。

０2０8 すなわち、図2 6のテーブルにおいては、墓地局 に接続した場合は空きリソース数

は つであり、墓地局 に接続した場合は空きリソース数は3つであり、墓地局Cに接

続した場合は空きリソース数は5つであるといぅ情報が格納されている。

０2０9 上記テーブルより、空きリソース数は、墓地局Cに接続した場合が一番大きいので、

墓地局Cの伝送レートを上げるよぅに、墓地局または墓地局上位装置は、下りデータ

呈を増加させる。W 方式であれば、 C を大きくする制御を行ぅ。

０2 1０ その際、空きリソース数を考慮して、墓地局 との通信に使用するリソース数は2つ

減らして空きリソース数を3つに増やし、墓地局 との通信に使用するリソース数は変

更せず、墓地局Cとの通信に使用するリソース数を2つ増やし、空きリソース数を3つ

に減らすといったよぅな、履歴情報に応じて、動的にリソース配分を再配置する制御

を行っても良い。これにより、使用リソース数の偏りを無くし、安定した通信を行ぅこと

ができるよぅになる。

０2 11 また、移動局が、ある墓地局から別な墓地局にハンドオーバする場合は、移動局か
らの履歴情報が墓地局に通知されると、他の墓地局の空きリソース数に関する履歴

情報が、墓地局あるいは墓地局上位装置の解析部のテーブルに格納される。図2 6

のテーブルを例に採ると、空きリソース数は、墓地局 に接続した場合が一番少ない

ので、墓地局または墓地局上位装置は、墓地局 との通信が最も安定しているとみ

なして、墓地局 にハンドオーバを行ぅよぅに制御する。

０2 12 また、逆に、システムによっては、通信品質と空きリソース数の考え方が典なる場合

があり、墓地局Cにハンドオーバした場合が最もリソース数を節約できるといぅ場合は

、墓地局Cにハンドオーバするよぅに、現在通信中の墓地局あるいは墓地局上位装



置が制御する。これは、移動局側では墓地局からの下りデータの品質が良いのに、

墓地局側では移動局からの上りデータの品質が悪い場合である。移動局は、受信し

た下りデータの品質が良いにもかかわらず、墓地局側 (墓地局あるいは墓地局上位

装置) が、移動局からの上りデータの品質が悪いからと、移動局に対して下りデータ

の伝送レートを下げ、結果として、移動局が使用するリソース数が減り、空きリソース

数が増加するよぅな場合に起こりぅる。

０213 このように、品質が良いのに、空きリソースが大きい場合にほ、移動局による履歴情

報の墓地局側への通知に某づく制御により、下り伝送速度が上がることで、スループ

ットが上がり、効率良くデータ通信ができるれづ効果ある。

０214 ( 8 ・通信容呈の増減の情報を用いる場合 )

図27は、移動局が、墓地局との通信を行っている際、履歴情報として通信容呈の

増減を墓地局に対して通知するよぅに構成されている場合、その履歴情報を用いて

ハンドオーバ先を決定する場合の、解析部で用いられるテーブルを示している。

０215 リソース数の増減および伝送速度によって規定される通信容呈を履歴情報として使

用する場合、墓地局あるいは墓地局上位装置がビームを制御する場合のテーブル

を図27の (a) 部に示す。

０216 (a) 部のテーブルに示されるよぅに、リソース数が減ったことが履歴情報で確認され

た場合、墓地局あるいは墓地局上位装置は、移動局と通信中の墓地局に対して、ビ

ームを向けるよぅな制御を行ぅ。また、伝送速度が 、さくなったことが確認された場合

も、墓地局あるいは墓地局上位装置は、移動局と通信中の墓地局に対して、ビーム

を向ける制御を行ぅ。

０217 また、リソース数の増減および伝送速度によって規定される通信容呈を履歴情報と

して使用する場合、墓地局あるいは墓地局上位装置がハンドオーバを制御する場合

のテーブルを図27の (b)部に示す。

０218 (b)部のテーブルに示されるよぅに、ある一定の時間以前、移動局が、ある墓地局と

通信をした際にリソース数が増えたことが履歴情報で確認された場合、墓地局あるい

ほ墓地局上位装置は、その墓地局に対して、ハンドオーバを行 ように指示する。ま

た、伝送速度が大きくなったことが確認された場合も、墓地局あるいは墓地局上位装



置は、その墓地局に対して、ハンドオーバを行うように指示する。

０2 19 このように、通信容呈の増減を履歴情報として使用した場合にも、不感地帯の減少

や、ハンドオーバの効率化に効果がある。

０22０ また、図27のテーブルを、短時間幅での履歴、長時間幅での履歴と吉うように、多

層化することで、より精度良くビーム制御やハンドオーバの指示ができるようになる。

例えば、図27の (a) 部のテーブルでは、短時間幅での状態が リソース減ってない
伝送速度Ⅱ、さくなってない と ぢ履歴で、長時間幅での状態が、 リソース減った

伝送速度小さくなっだ とレぢ履歴ならば、ビームは急激に向けずに徐々に向けるよう

に重み付け係数を 、さくする。

０22 1 また、短時間幅での状態が、 リソースが減った 伝送速度が小さくなった ならば、

重み付け係数を大きくして、すぐにビームが向くような制御を行う。

０222 図27の (b)部のテーブルでも同様に、短時間幅での状態が、リソース数の増減 :増

減なし、伝送速度 :変化無し、長時間幅での状態が、リソース数の増減 :増加した、伝

送速度 :大きくなったであるならば、ハンドオーバする。

０223 また、短時間幅での状態が、リソース数の増減 :減少した、伝送速度 、さくなった、

長時間幅での状態が、リソース数の増減 :増加した、伝送速度 :大きくなったであるな

らば、ハンドオーバする。

０224 また、短時間での幅状態が、リソース数の増減 :増加した、伝送速度 :大きくなった、

長時間での幅状態が、リソース数の増減 :減少した、伝送速度 、さくなったであるな

らば、ハンドオーバしないとレぢ制御を行う。

０225 このように、履歴情報を階層化することにより、より精度良く、ビーム制御たハンドオ

ーバの指示が可能となり、不感地帯の減少や、ハンドオーバの効率化により高い効

果が得られる。

０226 ( 9・ビーム制御のバリエーション)

これまでの説明においては、墓地局のビーム制御は、移動局とのハンドオーバの効

率化や、不感地帯の低減を目的として行われるものとして説明したが、以下のような

バリエーションが考えられる。

０227 ここで、隣接墓地局の障告の判定として、隣接墓地局に対する履歴情報が、リソー



ス数および伝送速度の魚な落ち込みを示し、主要な通信を行っている墓地局との間

で通信増大を検知した(急に干渉電力が無くなった)場合を例とする。

０228 ある移動局は、主要な通信を行う最も近い位置にある第 の墓地局と通信を行って

いて、さらに、同時にその墓地局に隣接した第2の墓地局とも同時に通信を行ってい
る。

０229 また、主要な通信を行う最も近い位置にある第 の墓地局と通信を行っていて、さら

に、隣接した第2の墓地局の通信エリア内にも人っており、ハンドオーバを行った経

験から、ある一定の時間以内には、第2の墓地局との通信の履歴が残っている。

０23０ 上記2つのケースにおいて、前者の場合 (2つの墓地局と同時通 ) は、移動局は、

2つの墓地局からの履歴情報を、第 の墓地局あるいは墓地局上位装置に対して通

知することで、第 の墓地局あるいは墓地局上位装置は、隣接墓地局の障告を判定

する。

０23 1 すなわち、第2の墓地局に対する履歴情報が、リソース数および伝送速度の魚な落

ち込みを示し、第 の墓地局との間で通信増大を検知した場合は、第2の墓地局す

なわち隣接墓地局に障告があるとレづ判定をすることになる。

０232 また、後者の場合 ( つの墓地局とのみ通 ) は、第2の墓地局に、ハンドオーバし

ようとしており、一且ハンドオーバしたが、すぐに第 の墓地局に戻ってきた場合に、

ある一定の時間以内での第2の隣接墓地局との通信の履歴が有効な履歴となり得て

、第 の墓地局あるいは墓地局上位装置は、隣接墓地局に障告があるものと判定す

る。

０233 そして、障告を判定した後、障告が発生していない第 の墓地局が、送信電力を大

きくし、ビームを第2の墓地局の通信エリアを覆うような形で向けるような制御を行う。

すなわち、障告をヵバ一するようなビーム制御を行う。

０234 このように、墓地局は、移動局からの情報により、障告のある墓地局を発見し、隣接

する墓地局から、障告をヵバ一するような制御を行うことができる。

０235 ( ０・伝送速度の算出方法)

図5を用いて説明した移動体通信システム C5においては、伝送速度を履歴情報

として使用したが、以下、図28を用いて伝送速度の算出方法の第 の例を示す。



０236 図2 8 には、W 方式を採用する場合の伝送速度の算出方法を示している

W 方式においては、 ( T a n sp o B o c k ) 数から、 に付加されていた

C C の (誤りデータ) の数 ( C C G数 ) を減算した数、すなわち、C C のO (

誤りなしデータ) の数 ( C C O 数 ) に、 T 当りの のビット数を乗算し、それを

秒あたりのビット数に換算することで伝送速度が求まる。なお、C C の G数ではなく

C C のO 数を直接カウントすることで、( 数 G数 ) を計算しない方法

を採っても良い。

０237 このよぅに、伝送速度は比較的容易に得ることができるので、処理呈が少なく、高速

処理が可能となる。

０238 また、移動局は、このC C G数 ( O 数でも良い) のみを履歴情報として墓地局

に通知することもできる。その場合、上記計算は、墓地局、もしくは、墓地局上位装置

が行ぅことになるが、計算に用いる ザイズなどの、C C G数以外のパラメータ

は、墓地局あるいは墓地局上位装置でも知ることができるので、伝送速度の計算の

墓地局、墓地局上位装置での算出は可能である。これにより、移動局で伝送速度を

計算する必要が無くなるので、移動局の処理呈は削減され、履歴情報として高速に

墓地局に折り返し通知することができるといぅ効果がある。

０239 図2 9 には、伝送速度の算出方法の第2 の例を示す。

W 方式においては、図2 9 に示すよぅに、 数から、 に付加されてい
たC C のO の数 ( C C O 数 ) を、 の数で割り、その結果に、そのザ一ビスで

取りぅる最大伝送速度を乗算することで伝送速度を求めることができる。

０2 4 ０ の総数と、C C がO な の数との比率を、最大伝送速度に乗算することで、

実際の伝送速度を算出するものである。

０2 4 1 上記計算方法を用いると、図2 8 を用いて説明した計算方法より乗算の数が少ない

分、処理は少なく、高速に伝送速度を算出することができる。

０242 また、移動局が、C C O 数のみ (あるレ ま、C C G数でも良い) を、履歴情

報として墓地局に通知する構成とし、墓地局、墓地局上位装置で計算しても良いこと

は、図2 8 を用いて説明した計算方法と同じであり、同様の効果を得ることができる。

０243 ( ・履歴情報のュ一ザによる通知 )



( ・ュ一ザによる通知の効果 )

これまでは、移動局が墓地局からデータを受信した際に、受信レベルなどを測定し

た結果を履歴情報として通知したり、ハンドオーバに失敗したことを履歴情報として通

知することを、移動局に設定された機能により自動的に実行する構成を説明した。

０244 以下、ュ一ザが、移動局において現在のフェージング環境をG やボタン操作な

どを通じて設定し、その設定内容を履歴情報として墓地局に通知する構成について

説明する。

０245 図3０は、ュ一ザが現在のフェージング環境を履歴情報として墓地局に通知する場

合の、移動局の画面を示す図である。

０246 図3０に示すよぅに、移動局である携帯電話等の携帯通信機器のディスプレイ Pに

は、室内、川ノ海、屋外都市部、屋外 (一般 ) 、列亜 亜、新幹線等の環境を選択す

る環境選択画面S が表示され、ュ一ザが任意に選択できるよぅになっている。

０247 例えば、ュ一ザが 「室内」を選択すると、移動局は、その情報を現在移動局が位置

するフェージング環境として墓地局に通知する。当該履歴情報を受けた墓地局もしく

は墓地局上位装置は、移動局に一番近くにある室内に、室内用セル半径を持つ超

小型墓地局がある場合には、その墓地局に対して、移動局と通信するよぅに指示を

出し、移動局は、当該超小型墓地局に優先的に接続するよぅになる。

０248 ここで、移動局が、セル半径の大きい(数 程度 )マクロセル墓地局のェリアと、セ

ル半径の 、 、刮 ( ０ 程度 )室内用 (家庭用) の超小型墓地局のェリアの両方の通

信エリア内に入って、W 方式でいぅソフトハンドオーバ状態のよぅに両方に

接続されている状態であったとすると、超小型墓地局にハンドオーバして、超小型墓

地局だけと通信するよぅに、墓地局上位装置が、墓地局に対して指示を行ぅ、あるい

は、通信中の墓地局が、対象となる墓地局に指示、例えば、マクロセル墓地局に対し

て、移動局にビームを向けないよぅな指示などを行ぅ。

０249 これにより、移動局は、安定的に超小型墓地局と通信を行ぅことができる。また、移

動局を、その家庭だけで用いることができる固定電話として使用することを可能とする

効果がある。

０25０ また、ュ一ザがⅢ 海」を選択すると、見通しが良いために、遠くの墓地局からの



干渉波を無くすよぅな動作を実現することができるが、詳細は、図 を用いて後述す

る。

０25 1 また、ュ一ザが 「屋外都市部」を選択すると、移動局は、その情報を現在移動局が

位置するフェージング環境として、墓地局に対して通知する。「屋外都市部」は、ビル

に囲まれているか、ビルの中のオフィス室内を想定している。不感地帯が多く、不感

地対策用に、不感地となるよぅな箇所に、セル半径数 ～数 ０ の超小型墓地局が

設置されている場合には、通信中の墓地局あるいは墓地局上位装置は、移動局が、

超小型墓地局と通信している場合に、他の墓地局が、その移動局に向けて、ビーム

を向けないよぅに、あるレソま、ハンドオーバを行わないよぅに、他の墓地局に対して指

示する。

０252 これにより、あるビルの陰に居るュ一ザが、少しだけ歩いてビルの陰から出た途端

に、マクロセル墓地局の干渉波を受けるようなことが無くなる。ただし、超小型墓地局

との通信品質そのものが劣化した場合には、他の墓地局や墓地局上位装置は、超

小型墓地局以外の墓地局が、その移動局に対してビームを向けない制御や、ハンド

オーバをしないよぅな制御を解除する。

０253 また、ュ一ザが 「屋外 (一般 ) 」を選択すると、移動局は、その情報を、現在移動局が

位置するフェージング環境として墓地局に対して通知する。「屋外 (一般 ) 」は、住宅

街や見通しの比較的良い一般的な野外を想定している。

０254 例えば、住宅街において、ある住宅に家庭用超小型墓地局が設置されている場合

に、その付近の道路を歩いているュ一ザにとって、超小型墓地局からの電波は、干

渉となる。これは、マクロセル墓地局の通信エリアと、家庭用超小型墓地局の通信エ

リアとが重複する中に移動局がいるためである。

０255 そこで、屋外にュ一ザが居る場合は、「屋外 (一般 ) 」の履歴情報を現在通信中のマ

クロセル墓地局に通知することにより、墓地局あるいは墓地局上位装置が、超小型墓

地局に対して、その移動局にビームを向けないよぅに制御するか、その移動局と通信

しないよぅにリソースを剖当てないなど、接続できないよぅにする。

０256 これにより、屋外の移動局は、屋内に設置された超小型墓地局からの干渉波を低

減することができる。ここで、干渉しないよぅに制御される超小型墓地局は、移動局と



一時的にハンドオーバ状態になるために、墓地局上位装置は、どの超小型墓地局な

のかを特定することができるので、上記制御が可能となる。

０257 なお、ュ一ザが 「屋外 (一般 ) 」を選択する前に、超小型墓地局と通信してマクロセ

ル墓地局との通信に戻れなくなってしまった場合でも、本設定を行ぅことにより、超 、

型墓地局からのビームを向けないよぅに、超小型墓地局が 自ら制御、あるいは墓地

局上位装置から超小型墓地局を制御することで、マクロセル墓地局との通信に戻るこ

とができるよぅになる。

０258 また、ュ一ザが 「列亜 亜」を選択すると、「亜」の場合は、移動局のディスプレイ

Pに、ヵ一ナビゲーションのよぅな目的地設定を行ぅ画面を表示し、ュ一ザが 目的地

を入力することで、移動に合わせて、その都度最適な墓地局に対してハンドオーバ

できるよぅに、あるいは、ビームを向けてもらぅよぅに、墓地局あるいは墓地局上位装置

は、移動局と通信すべき墓地局 (あるいは、通信すべきでない墓地局) に指示を行ぅ

。これにより、移動局は常に最適な墓地局のみとの通信を行ぅことができる。

０259 同様に、「列亜」の場合は、移動局のディスプレイ Pに目的駅の設定等を行ぅ画面

を表示し、ュ一ザが 目的駅の設定を行ぅことで、最適なハンドオーバおよびビーム制

御ができるよぅに、墓地局あるいは墓地局上位装置は、移動局と通信すべき墓地局 (

あるいは、通信すべきでない墓地局) に指示を行ぅ。

０26０ また、ュ一ザが 「新幹線」を選択すると、上述の列亜と同様、目的駅の設定、乗亜す

る新幹線の発着時刻などを設定すると、移動局はそれを墓地局に通知し、墓地局あ

るいは墓地局上位装置は、その情報に某づいて、移動局に対して最適なハンドオー

バおよびビーム制御ができるよぅに、移動局と通信すべき墓地局 (あるいは、通信す

べきでない墓地局) に指示を行ぅ。

０26 1 ここで、新幹線が、独立しているのは、新幹線は特に移動速度が速く、ハンドオー

バして移っていく墓地局の数が多いためである。例えば、トンネルに入っている間は

、トンネルに入る前の墓地局と接続状態にあったにもかかわらず、トンネルを抜けると

、途端、トンネルを抜けた先にある墓地局からの電波が強くなり、ハンドオーバするま

では干渉波となり、W 方式などで存在する送信電力制御が効かなくなり、

接続が切れてしまぅ可能性がある。



０262 これを防ぐために、トンネルから出てしばらくは、トンネルから抜けた先の基地局に

対し、移動局に対する送信電力を下げて、徐々に電力を上げるようにするなどの制

御を行う。

０263 トンネルの中に墓地局そのものか、墓地局のアンテナを設置している場合、新幹線

の速度で移動する移動局は、トンネルに入る前に、なるべく早くトンネル内の基地局 (

墓地局のアンテナ) に対してハンドオーバを行っておくように制御する。

０264 また、移動局がトンネル内にあり、トンネルの外に抜ける場合は、なるべく早く、トン

ネルの外の基地局にハンドオーバするように制御する。

０265 また、トンネルの外の基地局は、移動局がトンネルの中に居る間はビームをトンネル

内の移動局に向け、一方、トンネルから出た瞬間からしばらくは、移動局が受信する

電力が急激に上がるのを防ぐために、移動局に向けたビームの電力を弱めるような

制御を行う。

０266 これらの制御は、「新幹線」を選択することによって可能となり、移動局は、新幹線で

の移動中、最適なハンドオーバ制御、ビーム制御がなされることにより、安定した通信

を基地局と行うことができる。

０267 また、移動局が、新幹線乗車中であることを履歴情報として墓地局に通知すると、

墓地局または墓地局上位装置は、移動局の移動速度を知ることができる。それにより

、そのフェージング環境に合った基地局内の受信処理 (復調処理において、ループ

フイルタを用いて平均ィヒを行う際、時定数を、新幹線の高速移動速度に最適ィヒする

など)や、ハンドオーバ、ビームフォーミングなどを行うことができるので、通信の品質

が向上し、安定的に通信を行うことができるようになる。

０268 この他に、「新幹線」を選択した場合や「列亜」を選択した場合などの高速移動中は

、復調部において、受信電力の平均ィヒ数を少なくしてパス検出を早くするなどの動作

を行うことも有効である。

０269 このように、フェージング環境をユーザが入力することで、比較的簡単に移動局の

置かれた環境に適合した制御が可能となる。

０27０ 「・ 川 海」を選択した場合の動作)

次に、図3 を用いて、ユーザがⅢ 」を選択した場合の動作例について説明する。



図3 において、墓地局 と通信中であった移動局 が 旧 に移動すると、 旧
の見通しが良いために、これまで受信していなかった、墓地局Cからの電波を受信す

るよぅになる。墓地局Cの通信エリア は 旧 に沿って存在しており、移動局 は

旧 に居るときのみ、この通信エリア 内に入ることになり、 旧 から遠さかると墓

地局Cからの電波はすぐに届かなくなる。一方、墓地局 の通信エリア は も

含む広い領城をカバーし、墓地局 の通信エリア も 旧 の近傍をカバーし
「
ている

０27 1 このよぅな場合に、墓地局Cにハンドオーバしても、またすぐに墓地局 との通信に

戻るか、墓地局 との通信にハンドオーバするかのどちらかであるので、墓地局Cとの

通信は行ぅ必要が無い。よって、墓地局Cからの電波は、干渉波であるれぢことがで

きる。

０272 移動局 は、ュ一ザの画面操作により、現在川に居ることが設定されると、墓地局

およびCに対して、その環境情報を通知する。これにより、墓地局あるいは墓地局

上位装置は、墓地局Cが、移動局と通信しないよぅに、ビームを向けないよぅに指示

する。これにより、移動局 は、川に居ても墓地局Cからの干渉波の影響を受けにく

くなるれづ効果がある。なお、川のかわりに、道幅の広い大通りであっても、同様な

効果がある。

０273 ( 一2 一3・状況通知ザーバによる環境の自動取得)

次に、ュ一ザがⅢ 海」等の環境選択をしていない場合でも、移動局の置かれた

環境を自動的に取得できる構成について説明する。

０274 図32は図3 と同様に、移動局 が 旧 付近に居る場合を示した図である。図

32に示すよぅに、 旧 に沿って、移動局 が川に居ることを移動局に通知する状

況通知ザーバ (口一カルザーバ ) が配設されており、状況通知ザーバ 6の通信エ

リア内に入った移動局 に、 旧 に居ることを通知する。従って、ュ一ザが、環境

選択画面等から移動局に設定しなくても、自動的に、移動局 が 自分の居る環境

を知ることができる。

０275 移動局 、得られた環境情報を墓地局 およびCに通知することで、図3 を

用いて説明したよぅに、墓地局Cからの干渉を受けにくくすることができ、安定した通



信かてきるとレづ効果かある。

０276 また、川に限らす、室内ても、亜、列亜、新幹線ても、このよぅな状況適知ザ一ハ 6

を用いることて、移動局 か自分の環境なとの清報を自動的に入手し、墓地局に

迭信するよぅに構成することも可能てある。

０277 また、超小型墓地局(室内配置ても良いし、屋外配置ても良い)の中に、状況適知ザ

一ハの機能か含まれていても良いし、新幹線や、列亜、亜なとの乗り物の中に状況

通知サ一ハを配置すれは、移動局か乗り物に乗った場合に、移動局は、乗り物に設

置された状況適知ザ一ハから、乗り物に乗ったことを適知され、その清報を履歴 清報

として、墓地局に適知することかてきる。

０278 状況適知ザ一ハ 6 の構成について、図3 3 に示すフロノク図を用いて脱明する。

図3 3 に示すよぅに、状況適知ザ一ハ 6 は、履歴 清報に相当する清報 (環境 清報 )

か格納された (Read O n Memo ) 2 と、当咳 O 6 2から読み出されたテ

ィシタル信号を、アナロク信号に変換して出力する 変換 6 と、 変換部

6 から出力されるアナロク信号を外部に迭信するアンテナ 6０と、 O 6 2 と外部

機器との接続をするためのコネクタ 6 3 とを備えている。

０279 なお、 O 6 2 と 変換部 6 との間に変胴部を備えていても良い。この場

合、受け手てある移動局には復胴部か配置されることになる。

０2 8０ また、環境 清報の改さんを防止するため、環境 清報を暗号化しても良い。この場合

、図3 3の構成において、R O 6 2 と 変換部との間に暗号化部か配置される。

なお、受け手てある移動局には、暗号復号部か配置されることになる。

０2 8 1 以上のよぅに、状況適知ザ一ハ 6 は簡易な構成を採ることて、ティシタル信号某板

なとの費用を削減し、また、近距離 ( 2０～3０メートル程度 ) のみを対象とすることて、

高周波迭信機器等は廉価なものて済むことになる。また、至るところに設けることて、

大呈生産 (大呈発圧) 品となり、 O 6 2 、コネクタ 6 3 変換部 6 なとの各

テハイスは低価格となるのて、状況適知ザ一ハ 6全体は廉価て、配設コストは低くて

済む。

０2 8 2 また、状況通知サ一ハ 6 に、位置に関するポ細な情報を格納することて、移動局

かとのよぅに動いたかを、墓地局あるいは墓地局上位装置を適して知ることかてき



るといぅ効果もある。

０283 図34 は、図3 3に示した状況通知ザーバ 6からの環境情報を受信可能な移動局

の構成を示すブロック図である。

０284 図34 に示すデータ処理部2００ は、某本的には図 2を用いて説明した移動局

のデータ処理部2００と同様の構成を有し、墓地局との間で授受するデータの処理動

作は同じであるが、状況通知ザーバ 6からの通知を受信するアンテナ 3を有し、

アンテナ 3で受信した信号を、ダウンコンバージョンしてべ一スバンド信号とする

無線部 X3と、べ一スバンド信号を 変換する 変換部2 と、ディジタル

信号に変換された環境情報を解析する環境情報受信部2０9と、環境情報を格納す

る環境情報格納部2 ０とをさらに備えている。

０285 環境情報受信部2０9では、環境情報として与えられたデータが である場合は川に

居る、2である場合は屋内に居るなどの定義付けがされたテーブルを参照して、情報

を解析する。

０286 なお、環境情報の信号が変調されたものであるなら、環境情報受信部2０9と

変換部2 との間には、先に説明したよぅに、復調部を配設する場合もあり、環境情

報の信号が暗号ィヒされている場合には、環境情報受信部2０9と 変換部2 と

の間に暗号復号部を配設する場合もある。

０287 環境情報格納部2 ０に格納された環境情報は、上位レイヤーからデータに挿入す

るか、符号化部2０6において、そのフオーマットに挿入するか、変調部2０7において

、物理チャネルの制御チャネル(W 方式でいえば、 PCC に履歴情報を

格納するエリアを設けたもの) にビット挿入する。

０288 このよぅな構成を有する移動局 は、状況通知ザーバ 6から、現在移動局

がどこに居るか、どのよぅな環境に居るかの情報を自動で知ることができ、その情報を

、墓地局あるいは墓地局を経由して墓地局上位装置に通知することができる。

０289 ( 2・伝送速度の算出方法)

図4を用いて説明した移動体通信システム C4においては、移動局の移動速度を

履歴情報として使用したが、以下、図3 5～図3 7を用いて移動速度の算出方法につ

いて説明する。



０29０ 図3 5は、移動局 が墓地局側に通知する履歴情報が、移動局の 高速 移動速

度である場合の移動体通信システムを示す図である。

０29 1 図3 5に示すよぅに、移動局 は、墓地局 と通信中であり、墓地局 の方向に高

速で移動している。墓地局 と墓地局 との中間地点では、墓地局 の通信エリア

内に入るが、その際、移動局 は、墓地局 から墓地局 へのハンドオーバ状態に

入る。

０292 この場合、移動局 が墓地局 あるいは墓地局 に対して通知した、高速移動中

であることの履歴情報に某づいて、墓地局あるいは墓地局上位装置 (ネットワー列は

、墓地局 と墓地局 に対して、それぞれが移動局 にビームを向けるよぅに指示し

、通信エリアがなるべく重複するよぅにして、ハンドオーバに長い時間がかかっても良

いよぅに設定する。

０293 これにより、移動局 は、高速移動中においても、ハンドオーバを急ぐ必要が無く

なり、ハンドオーバの失敗確率を減少させることができる。

０294 図36は、移動局 内で移動速度を求める手順を示したフローチヤートであり、図

2示した移動局 の構成では、復調部2０2または測定部2０5において木計算が行

われる。

０295 まず、復調部2０2内の受信レベル測定部において、移動局 が墓地局から受信し

た信号電力の強弱の測定の測定を行ぅ(ステップ )。この場合、信号電力を段階分

けして受信レベルとして求めても良い。

０296 得られた受信レベルは、復調部2０2内の人ソチ検出部に与えられ、レベルが落ち込

んでいるか否かを判定する (ステップ52) 。この落ち込みが、フェージングの人ソチ(電

力の落ち込み)であると判定されると、次に、ノッチの周期を検出する。

０297 そして、復調部2０2内の移動速度推定部において、ノッチの周期と、無線周波数、

帯域などの情報と、移動速度 (最大ドップラー周波数でも良い)との対応付けを行って

いるテーブルを参照して移動速度を推定する。これにより、移動局は、移動速度を推

定することができる。

０298 ノッチ検出は、信号の盃具合と受信レベルの劣化から求めることができる。すなわち

、信号の盃具合は、受信信号の1の振幅と、Qの振幅が判れば図3 7に示す原理を用



いて算出することができる。

０299 受信レベルは、受信した信号の振幅の大きさを段階分けして、ある値からある値ま

ではレベル3 、ある値からある値まではレベル 7のよぅに求める。

０3００ 号の盃具合は、例えば、 1成分(実数部ド(既知信号が OX であるので、 を

引くと差分) ビQ成分 (虚数部 ) の2乗和にして、その値が0 ・7以上ならば、盃が大

きいと判断する。

０3０1 すなわち、信号は複素数で表現され、既知信号 (W 方式であればパイロ

ットシンボルの つ) が X とすると、図3 7において、1軸に重なる太線の先の点

の位置にプロットされる。

０3０2 これに対して、受信信号 (盃んだ信号) は、図3 7において、1軸とQ軸とで規定され

る象限内の細線の先の点Pの位置にプロットされる。両者の位相差および振幅差が

信号の歪みであり、図3 7の場合、点P位置は ・ X ・9であるので歪み度合い

は ・ X ・9となる。

０3０3 このよぅに、復調部2０2内の人ソチ検出部では、まず、信号の盃具合を求め、受信レ

ベルと合わせて、信号の歪具合が大きく、かつ受信レベルが低いよぅな場合に人ソチ

を検出したものと判断する。

０3０4 なお、受信レベルは、例えば、レベル０～2 7に段階分けした中で、レベル ０以下

であれば、受信レベルが低いと判断する。

０3０5 ここで、ノッチ検出部、移動速度推定部などは、共に SPまたは PG にて実現さ

れる。

０3０6 また、算出した移動速度が高速であるかないかの目安は、図3 8 に示すテーブルを

参照して条件分岐で求めることができる。

０3０7 すなわち、時速が4０ 未満であれば低速として扱い、時速が4０ 以上

8０ 未満であれば中速として扱い、時速が8０ 以上2００ 未満で

あれば中高速として扱い、時速が2００ 以上であれば高速として扱ぅ。

０3０8 ( 2 ・伝送速度の算出方法の他の例 )

また、移動速度ほ、図3 6 に示した方法で求める以外にも、受信電界強度の履歴、

移動局で計算された推定伝送路特性 (C )の大きさ、受信電力 (W 方式



であれば、墓地局からの電力一定の共通チャネル)、周波数偏差、遅延プロファイル

の移動などを総合して求めても良い。その場合は、ある墓地局からの受信電界強度

や、受信電力が徐々に大きくなったので近づいていく速度をゆっくりであると判断した

り、急に小さくなっていくことから、遠さかる速度が速いと判断したりする。

０3０9 C の大きさであれば、C が X からどれだけずれていくかの大きさで判断

でき、また、急速に位相が回転していくのならば移動速度が大きいと判断でき、徐々

に位相が回転していくのならば、移動速度が小 、刮 と判断できる。

０31０ 周波数偏差も、偏差が急に大きく(小さく)なるのであれば、移動速度は大きいと判

断し、偏差が徐々に大きく(小さく)なるのであれば、移動速度は 、さいと判断する。

０311 遅延プロファイルの位置の移動に関しては、最も大きい相関の位置が、動いていく

速度により、移動速度を判断することができる。これらを細み合わせて、移動速度を

判断しても良いし、フェージングの人ソチから求めるものに、細み合わせて、総合的に

移動速度を判断しても良い。

０312 また、図 5の履歴表を短時間幅 (666 は 5毎など)での履歴と、長時間幅 (2０ s毎

など)での履歴とに多層化することで、その移動速度を大まかに推定することもできる

。すなわち、666 は s幅の履歴では変化が小さくても、2０ s幅の履歴で変化が中程

度ならば、低速で動いていると推定することができる。また、666 は 5幅の履歴で変化

が大きい場合は、高速で動いていると推定することができる。このよぅな推定手法を採

ることで、複雑な演算を行ぅことなく、簡易に移動局の移動速度を推定できる。

０313 以上説明したよぅに、多くの測定結果に基づいて移動速度を求めることで、移動速

度の推定精度を高めることができる。

０314 ( ・実施の形態2)

本発明に係る実施の形態2の移動体通信システムは、移動局が複数の基地局と同

時に通信できる移動体通信システムにおいて、移動局が、墓地局ごとに典なるデー

タを送受することを特徴とするものである。

０315 図39に、実施の形態 こ係る移動体通信システムの構成を示す。

図39において、墓地局上位装置36 には複数の基地局362 363 364および3

65が接続されている。なお、墓地局との接続は、無線接続でも有線接続でも構わな



い。墓地局362 ～365 は、移動局366 と無線伝送により通信を行ぅ。

０3 16 次に、図3 9を参照して動作を説明する。

図3 9において、移動局366 は、墓地局363 および364 と同時に通信をしている。そ

の際、移動局366 は、墓地局363 および364 のそれぞれと、典なったデータを送受

０3 17 典なったデータを送受信する方法として、移動局から基地局へのデータ送信では、

移動局がO 方式を用いて、無線伝送する場合、あるザブキャリアをデータ の

伝送に用いて、墓地局363 に送信し、データ の伝送で用いないザプキャリアをデー

タ の伝送に用いて墓地局364 に送信すれば良い。

０3 18 一方、墓地局から移動局への送信には、墓地局がシングルキャリア伝送である場合

には、墓地局363 および364 が、それぞれのデータを移動局366 に送信し、移動局

366 は、O 方式などのマルチキャリア伝送により、墓地局363 からのデータは、

ザプキャリア 番で受信し、墓地局364 からのデータは、ザプキャリア2番で受信する

れぢよぅに典なるザプキャリアを使い分ければ良い。

０3 19 これにより、移動局366 が、同じデータを基地局363 および364 との間で送受信す

る場合に比べて、より多くのデータ呈を伝送することが可能となる。

０3 2０ また、ある つのデータ系列を、複数のデータに分割して、それぞれを典なる墓地

局に送信することも可能である。その場合の動作例を図4０に示す。

０3 2 1 図4０は、チャネルコーディングおよびチャネルデコーディングを行ぅ際に、それぞ

れデータを分割および結合する方法を示すフローチャートである。

０322 なお、図4０においては、移動局366 が、墓地局363 および364 からそれぞれ典な

るデータを受信した場合の、チャネルデコーディングの方法を示したものである。

０323 チャネルデコーディングは、例えば、3G S25 2 2に規定されているよぅに、

物理レイヤーに適したフレームフオーマットから、より上位レイヤーに適したフレームフ

オーマットに変換するといぅものである。

０324 図4０において、墓地局363 からのデータが入力されると(ステップ5 ０) 、無線チャ
ネルフオーマットに変換される (ステップ ) 。同様に、墓地局364 からのデータが

入力されると(ステップS 3 ) 、無線チャネルフオーマットに変換される (ステップS 4 )



０325 無線チヤネルフオーマットは、データフオーマットに変換される過程において、墓地

局固有の制御情報が格納された制御チヤネルフオーマットと、上位装置に通知される

データチヤネルフオーマットとに分かれる。

０326 そのぅち、墓地局363 から受信した制御チヤネルフオーマットは、墓地局363 の制

御情報として、信号の楠棒状態などを含んで分離され (ステップ5 2) 、墓地局364

から受信した制御チヤネルフオーマットは、墓地局364 の制御情報として、信号の補

榛状態などを含んで分離され (ステップS 5) される。

０327 一方、データチヤネルフオーマットは、墓地局363 から受信したデータフオーマットと

、墓地局364 から受信したデータチヤネルフオーマットとが結合され、 つのデータ系

列となるよぅにチヤネルデコーディングされる (ステップS 6)。これにより、典なる伝送

路を経たデータどぅしが結合されるので、片方の伝送路が盃んでいても、もぅ片方の

伝送路のひずみが 、さければ補正することができ、移動局は、より強い誤り訂正能力

を持ったデータを受信することが可能になる。

０328 ここで、図4０において、移動局366 から、墓地局363 および364 へのデータ送信

時は、図4０とは逆の過程を辿れば良い。

０329 すなわち、移動局366 が、ある つのデータ系列を典なる2つの墓地局363 および

364 に送信するにあたって、チヤネルコーディングを、図4０とは逆の過程を辿れば良

０33０ データフオーマットは、チヤネルコーディングの過程において、2つのデータフオー

マットに分割され、墓地局363 および364 へのリソース指定情報、墓地局363 および

364 から移動局366 への送信電力情報などの情報を持つ制御フオーマットとそれぞ

れ結合して、無線チヤネルフオーマットに変換され、墓地局363 および364 にそれぞ

れ送信される。

０33 1 墓地局が受信した移動局からのデータは、墓地局上位装置に伝送されてからチヤ

ネルデコーディングされ、 つのデータフオーマットに復号されるか、あるレ ま、墓地

局どぅしが接続されている場合は、墓地局363 および墓地局364 よりデータを受け取

り、例えば墓地局363 において、チヤネルデコーディングされて つのデータ系列を



復号しても良い。

０332 上記のよぅな方法を採る場合、移動局366 と墓地局363 との伝送路だけが悪く、ぅま

くデータ通信ができず、移動局366 が墓地局363 から再送要求を受けた場合には、

移動局366 は、墓地局363 にではなく、墓地局364 を経由して、墓地局363 に送る

べきデータを送信することもできる。墓地局364 に送信するべきデータは、すでに送

信に成功しているので、データ系列を全て再送する必要が無く、分割した半分のデ

ータ系列だけを再送するだけで良いことになるので、高速に無線上でのデータ再送

をすることができるといぅ効果がある。

０333 なお、制御チャネルフォーマットに含まれる制御情報の代わりに、実施の形態 に

おいて説明した履歴情報を含んでいても良い。

０334 (C・実施の形態3)

本発明に係る実施の形態 において説明した移動体通信システムでは、移動局が

墓地局に履歴情報を通知する構成を有するものであったが、逆に、墓地局から移動

局に履歴情報を通知巳 当該履歴情報に某づいて移動局が墓地局にビームを向け

たり、ハンドオーバを行ぅ構成を採ることもできる。

０335 図4 に実施の形態3の実施例に係る移動体通信システム C2０の構成を示す。

図4 に示す移動体通信システム C ０においては、墓地局 2、墓地局 3および

墓地局 5が墓地局上位装置 4に接続されている。

０336 ここで、移動局 は墓地局 の方向に向かっており、現状は、墓地局 ～Cのそれ

ぞれの通信エリア および 内に位置し、墓地局 ～Cとハンドオーバ状態

にあって同時に接続している。

０337 このよぅな場合、墓地局 ～Cが移動局 から受信した信号の電力やS (墓地局

が受信した上りS )を履歴情報 (湖 定情報 ) として移動局 へ通知し、それを受けた

移動局 は、S や電力が大きくなっていく、あるレ ま、 、さくなっていく情報に某づ

いて、移動局 の移動方向を知得する。例えば、移動局 は、墓地局 からのS

や電力に関する履歴情報が、ある値となったタイミングで、墓地局 にビームを向ける

。これにより、適切なタイミングでハンドオーバができるといぅ効果が得られる。

０338 移動局 が何れの墓地局にビームを向けるべきかについての決定を行ぅに際して



は、例えば、図4 2に示す表を作成することで、容易に決定することができる。

０339 すなわち、図4 2においては、墓地局 ～Cからの履歴情報が、所定の時間 (例えば

移動局 内に設けたカウンタのカウント)ごとに取り込まれて一覧表が作成される例

０34０ 図4 2によれば、カウント ～4でそれぞれ取り込まれる墓地局 からのS の情報は

d 」、7 d 」、3 d 」および一3 d 」である。また、カウント ～4でそれぞれ取

り込まれる墓地局 からのS の情報は、 d 」、6 d 」、 d 」および d 」で

ある。また、カウント ～4でそれぞれ取り込まれる墓地局CからのS の情報は、4 d

」、6 d 」、4 d 」および3 d 」である。

０34 1 移動局 は、作成した表より、墓地局 からのS の情報が時間と共に大きくなっ
ていることから、自らが、墓地局 から基地局 に移動していると判断し、進行方向の

墓地局 からの履歴情報が、 d を越えると基地局 にビームを向けるとレリ予め

定めた規定に基づいて動作し、ハンドオーバする。なお、ビームを向ける閾値を ０

d 」以外の値に設定すれば、より適切なハンドオーバタイミングにチューニングするこ

とも可能である。

０342 図4 3には、墓地局が履歴情報を生成し、移動局に通知するシステムを実現する場

合の基地局の構成を示す。図4 3において、図 に示した基地局と同一の構成につ

いては同一の符号を付し、重複する説明は省略する。

０343 図4 3に示すよぅに、墓地局は、データ処理部 ００ において履歴処理部 2０を有

し、履歴処理部 2０において処理した履歴情報を変調部 ０7あるいは符号化部 ０

6に与え、下り送信データと多重して送信する構成となっている。

０344 なお、履歴処理部 2０は、図 2を用いて説明した移動局での履歴情報格納部2０

4や測定部2０5と同様の構成を有し、移動局 からの信号のS を測定し、その測

定値を一且格納した後、履歴情報として変調部 ０7や符号化部 ０6に与える構成と

０345 また、図44には、墓地局が生成した履歴情報を受ける、移動局の構成を示す。図4

4において、図 2に示した移動局と同一の構成については同一の符号を付し、重複

する説明は省略する。



０346 図44に示すよぅに、移動局は、データ処理部2 ０ において、履歴情報取得部22

0、解析部23０およびビームフォーミング部24０を備え、解析部23０において墓地局

からの履歴情報の内容を解析し、ビーム制御を行ぅ場合は、ビームフォーミング部23

0において、重み付け制御などを行ぅ。

０347 なお、履歴情報取得部22０、解析部23０およびビームフォーミング部24０は、図

を用いて説明した墓地局での履歴情報取得部 ０4、解析部 ０5およびビームフォー

ミング部 ０9と同様の構成を有している。

０348 墓地局の履歴情報を移動局に通知するシステムでは、移動局の履歴情報を墓地

局に通知するシステムと同様に、ハンドオーバやビーム制御による通信品質向上、干

渉除去などに効果がある。

０349 なお、上記説明においては、墓地局で測定した移動局との間の通信品質の情報や

、通信状態の情報を履歴情報として移動局に通知する構成を説明したが、墓地局上

位装置 4で測定した移動局との間の通信品質の情報や、通信状態の情報を履歴情

報として移動局に通知する構成であっても良い。その場合の墓地局上位装置 4の

構成は、図4 3に示したよぅな構成を採ることになる。

０35０ この発明は詳細に説明されたが、上記した説明は、すべての局面において、例示

であって、この発明がそれに限定されるものではない。例示されていない無数の変形

例が、この発明の範囲から外れることなく想定され得るものと解される。



請求の範囲

移動局 ( ) と墓地局 ( 2 3 5) と墓地局上位装置 ( ) とを備える移動体通

前記移動局は、

前記移動局と前記墓地局との間の通信品質の情報、前記移動局の行動情報、前

記移動局と前記墓地局との間の通信状態の情報および前記移動局のハンドオーバ

の情報の何れかを、履歴情報として前記墓地局に通知し、

前記墓地局または前記墓地局を介して前記履歴情報を受けた前記墓地局上位装

置は、前記履歴情報に某づいて、前記移動局に対するハンドオーバ先の指定あるぃ
ほ前記墓地局に対するビーム制御を指示する、移動体通信システム。

2 前記履歴情報は、前記通信品質の情報であって、

前記通信品質の情報は、前記移動局での受信レベルの情報を含む、請求項 記

載の移動体通信システム。

3 前記履歴情報は、前記通信品質の情報であって、

前記通信品質の情報は、前記移動局で測定した受信信号の盃度合いを表す推定

伝送路特性 (c )の情報を含む、請求項 記載の移動体通信システム。

4 前記履歴情報は、前記通信品質の情報であって、

前記通信品質の情報は、前記移動局で測定した受信レベルと干渉電力との比

呵の情報を含む、請求項 記載の移動体通信システム。

5 前記履歴情報は、前記移動局の行動情報であって、

前記移動局の行動情報は、前記移動局の移動方向の情報を含む、請求項 記載

の移動体通信システム。

6 前記履歴情報は、前記移動局の行動情報であって、

前記移動局の行動情報は、前記移動局の移動速度の情報を含む、請求項 記載

の移動体通信システム。

7 前記履歴情報は、前記通信状態の情報であって、

前記通信状態の情報は、前記墓地局からの受信信号の伝送速度の情報を含む、

請求項 記載の移動体通信システム。



8 前記履歴情報は、前記移動局のハンドオーバの情報であって、

前記移動局のハンドオーバの情報は、前記移動局が期待したハンドオーバ先の墓

地局ではなく、他の墓地局にハンドオーバした情報を含む、請求項 記載の移動体

通信システム。

9 前記履歴情報は、前記移動局のハンドオーバの情報であって、

前記移動局のハンドオーバの情報は、前記移動局が、ハンドオーバ先の墓地局に

移れず、ハンドオーバ元の墓地局と通信が切断された情報を含む、請求項 記載の

移動体通信システム。

０ 前記履歴情報は、前記移動局のハンドオーバの情報であって、

前記移動局のハンドオーバの情報は、ハンドオーバ先墓地局に移れず、ハンドオ

ーバ元の墓地局との通信に戻った情報を含む、請求項 記載の移動体通信システム

前記墓地局は、

前記履歴情報をログとして外部に出力するログ出力機能を有する、請求項 記載の

移動体通信システム。

2 前記墓地局上位装置は、

前記履歴情報をログとして外部に出力するログ出力機能を有する、請求項 記載の

移動体通信システム。

3 前記履歴情報は、前記通信品質の情報であって、

前記通信品質の情報は

前記移動局での受信レベルの前記移動局の移動速度に対する低下の度合いの情

報を含む、請求項 記載の移動体通信システム。

4 前記墓地局または前記墓地局上位装置は、

前記履歴情報に某づいて前記移動局が通信中の墓地局が使用するアンテナブラ

ンチ数の増減を制御する、請求項2記載の移動体通信システム。

5 前記墓地局または前記墓地局上位装置は、

前記受信レベルが複数のレベルに段階分けされ、段階ごとに前記アンテナブラン

チ数を設定したテーブルを用いて前記アンテナブランチ数の増減を制御し、



前記テーブルは、前記受信レベルが 体い場合には前記アンテナブランチ数が多

く、前記受信レベルが大きくなるに従って前記アンテナブランチ数が少なくなるよぅに

設定される、請求項 4記載の移動体通信システム。

6 前記墓地局または前記墓地局上位装置は、

前記伝送速度が最大の墓地局をハンドオーバ先とするよぅに前記移動局に指示す

る、請求項7記載の移動体通信システム。

7 前記墓地局または前記墓地局上位装置は、

前記伝送速度が最大の墓地局が前記移動局にビームを向けるよぅにビーム制御を

指示する、請求項7記載の移動体通信システム。

8 前記移動局が複数の墓地局と通信している場合であって、

前記履歴情報は、前記通信状態の情報であって、

前記通信状態の情報は、前記複数の墓地局と前記移動局との間の通信でのそれ

ぞれの空きリソース数の情報を含み、

前記墓地局または前記墓地局上位装置は、前記空きリソース数の情報に某づいて

、前記空きリソース数の配分を動的に調整する、請求項 記載の移動体通信システム

9 前記履歴情報は、前記通信状態の情報であって、

前記通信状態の情報は、

前記墓地局の前記移動局との間の通信でのリソース数の情報と、前記墓地局から

の受信信号の伝送速度の情報とを含み、

前記リソース数および伝送速度が共に減少した場合に、前記移動局にビームを向

けるよぅにビーム制御を指示し、

前記リソース数および伝送速度が共に増加少した場合に、前記移動局と通信して

いる墓地局をハンドオーバ先に指定する、請求項 記載の移動体通信システム。

2０ 前記履歴情報は、前記通信状態の情報であって、

前記通信状態の情報は、移動局におけるチャネルデコーディング後の巡回冗長検

査 (C C)の誤りデータの数であり、

前記墓地局または前記墓地局上位装置は、



前記誤りデータの数から、受信信号の伝送速度を算出する、請求項 記載の移動

体通信システム。

2 移動局 ( )と墓地局 ( 2 3 5) と墓地局上位装置 ( 4)とを備える移動体通

信システムであって、

前記移動局は、

前記移動局の置かれているフェージング環境の情報を履歴情報として前記墓地局

に通知し、

前記墓地局または前記墓地局を介して前記履歴情報を受けた前記墓地局上位装

置は、前記履歴情報に某づいて、前記移動局に対するハンドオーバ先の指定あるい

は前記墓地局に対するビーム制御を指示する、移動体通信システム。

22 前記フェージング環境の情報は、ュ一ザが前記移動局を介して人力する、請求項2

記載の移動体通信システム。

23 前記移動局に対して、前記移動局の置かれている前記フェージング環境の情報を通

知する口一ヵルザーバ ( 6)をさらに備え、

前記移動局は、前記フェージング環境の情報を受けて前記墓地局に通知する、請

求項2 記載の移動体通信システム。

24 前記口一ヵルザーバは、自らが置かれた場所の前記フェージング環境の情報を格納

し、その通信エリアに入った前記移動局に対して前記フェージング環境の情報を通

知する、請求項23記載の移動体通信システム。

25 移動局 (366) と複数の墓地局 (36 2～365) とを備え、前記移動局が、前記複数の墓

地局と同時に通信可能な移動体通信システムであって、

前記移動局は、

前記複数の墓地局との間で典なったザブキャリアを用いてデータの送受信を行ぅ、

移動体通信システム。

26 前記移動局は、

前記複数の墓地局からのデータの受信に際して、前記複数の墓地局から複数に分

割されたデータを無線チャネルフォーマットで受け、その内部で、チャネルデコーディ

ングする際に、それぞれのデータ部分を結合して つのデータに復元し、



前記移動局は、

前記複数の墓地局に対するデータの送信に際して、 つのデータを複数のデータ

に分割して、それぞれ制御情報と結合してチャネルコーディングし、前記複数の墓地

局のそれぞれに送信する、請求項25記載の移動体通信システム。

27 請求項 記載の前記墓地局から出力される前記履歴情報のログを用いて、不感地

帯を特定し、新たな墓地局の設置を行ぅ、墓地局設置方法。

28 請求項 2F 載の前記墓地局上位装置から出力される前記履歴情報のログを用いて

、不感地帯を特定し、新たな墓地局の設置を行ぅ、墓地局設置方法。

29 移動局 ( ) と墓地局 ( 2 3 5) と墓地局上位装置 ( ) とを備える移動体通信

前記墓地局または前記墓地局上位装置は、

前記移動局と前記墓地局との間の通信品質の情報または前記移動局と前記墓地

局との間の通信状態の情報を、履歴情報として前記移動局に通知し、

前記移動局は、前記履歴情報に某づいて、前記墓地局に対するハンドオーバ先の

指定あるいは前記墓地局に対するビーム制御を指示する、移動体通信システム。

3０ 墓地局 ( 2 3 5) との通信に使用される移動局 ( )であって、

前記移動局と前記墓地局との間の通信品質の情報、前記移動局の行動情報、前

記移動局と前記墓地局との間の通信状態の情報および前記移動局のハンドオーバ

の情報の何れかを、履歴情報として前記墓地局に通知する機能を有する、移動局。

3 請求項3０記載の移動局 ( ) と通信を行ぅ墓地局 ( 2 3 5)であって、

前記履歴情報に某づいて、前記移動局に対するハンドオーバ先の指定あるいは前

記墓地局に対するビーム制御を指示する機能を有する、墓地局。

32 墓地局 ( 2 3 5) との通信に使用される移動局 ( )であって、

前記移動局の置かれているフェージング環境の情報を履歴情報として前記墓地局

に通知する機能を有する、移動局。

33 前記移動局は、

前記移動局の置かれている前記フェージング環境の情報をローカルザーバ ( 6)

から受ける、請求項32記載の移動局。



34 請求項32記載の移動局 ( )と通信を行ぅ墓地局 ( 2 3 5)であって、

前記履歴情報に某づいて、前記移動局に対するハンドオーバ先の指定あるいは前

記墓地局に対するビーム制御を指示する機能を有する、墓地局。

35 複数の墓地局 (36 2～365) との間で同時に通信を行ぅ移動局 (366) であって、

前記複数の墓地局との間で典なったザブキャリアを用いてデータの送受信を行ぅ機

能を有する、移動局。

36 移動局 ( )と通信を行ぅ墓地局 ( 2 3 5)であって、

前記移動局との間の通信品質の情報または前記移動局との間の通信状態の情報

を、履歴情報として前記移動局に通知する機能を有する、墓地局。

37 請求項36記載の墓地局 ( 2 3 5) と通信を行ぅ移動局 ( )であって、

前記履歴情報に某づいて、前記墓地局に対するハンドオーバ先の指定あるいは前

記墓地局に対するビーム制御を指示する機能を有する、移動局。
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