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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特定サービスを提供するセル及び該特定サービスを提供しないセルが異なる周波数帯域
でオーバーレイする構成を有する移動通信システムにおける移動通信方法であって、
　第１セルにて待ち受け状態にある移動局が、通信開始要求信号を送信する工程Ａと、
　各セルにおいて該特定サービスを提供しているか否か、及び、異なる周波数帯域で該第
１セルにオーバーレイされている第２セルにおける通信品質が前記通信開始要求信号に含
まれているか否に基づいて、該第２セルにおける通信品質を測定するか否かについて判定
する工程Ｂと、
　測定された前記第２セルにおける通信品質に基づいて、前記第１セル又は該第２セルの
いずれかにおいて前記移動局の通信を開始する工程Ｃとを有することを特徴とする移動通
信方法。
【請求項２】
　前記工程Ｂにおいて、更に、前記移動局の通信能力、或いは、該移動局に対して前記特
定サービスを提供する必要があるか否かの少なくとも１つに基づいて、前記第２セルにお
ける通信品質を測定するか否かについて判定することを特徴とする請求項１に記載の移動
通信方法。
【請求項３】
　前記工程Ｂにおいて、前記通信開始要求信号に含まれている前記第２セルにおける通信
品質に基づいて、前記第１セル又は該第２セルのいずれかにおいて前記移動局の通信を開
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始することを特徴とする請求項１に記載の移動通信方法。
【請求項４】
　特定サービスを提供するセル及び該特定サービスを提供しないセルが異なる周波数帯域
でオーバーレイする構成を有する移動通信システムで用いられる無線制御局であって、
　第１セルにて待ち受け状態にある移動局が、通信開始要求信号を送信した場合に、各セ
ルにおける前記特定サービスの提供有無、及び、異なる周波数帯域で該第１セルにオーバ
ーレイされている第２セルにおける通信品質が前記通信開始要求信号に含まれているか否
かの少なくとも１つに基づいて、該第２セルにおける通信品質を測定するか否かについて
判定するように構成されている判定部と、
　測定された前記第２セルにおける通信品質に基づいて、前記第１セル又は該第２セルの
いずれかにおいて前記移動局の通信を開始するように構成されている通信部とを具備する
ことを特徴とする無線制御局。
【請求項５】
　前記判定部は、更に、前記移動局の通信能力、或いは、該移動局に対して前記特定サー
ビスを提供する必要があるか否かの少なくとも１つに基づいて、前記第２セルにおける通
信品質を測定するか否かについて判定するように構成されていることを特徴とする請求項
４に記載の無線制御局。
【請求項６】
　前記通信部は、前記通信開始要求信号に含まれている前記第２セルにおける通信品質に
基づいて、前記第１セル又は該第２セルのいずれかにおいて前記移動局の通信を開始する
ことを特徴とする請求項４に記載の無線制御局。
【請求項７】
　特定サービスを提供するセル及び該特定サービスを提供しないセルが異なる周波数帯域
でオーバーレイする構成を有する移動通信システムで用いられる無線基地局であって、
　第１セルにて待ち受け状態にある移動局が、通信開始要求信号を送信した場合に、各セ
ルにおいて該特定サービスを提供しているか否か、及び、異なる周波数帯域で該第１セル
にオーバーレイされている第２セルにおける通信品質が前記通信開始要求信号に含まれて
いるか否かの少なくとも１つに基づいて、該第２セルにおける通信品質を測定するか否か
について判定するように構成されている判定部と、
　測定された前記第２セルにおける通信品質に基づいて、前記第１セル又は該第２セルの
いずれかにおいて前記移動局の通信を開始するように構成されている通信部とを具備する
ことを特徴とする無線基地局。
【請求項８】
　前記判定部は、更に、前記移動局の通信能力、或いは、該移動局に対して前記特定サー
ビスを提供する必要があるか否かの少なくとも１つに基づいて、前記第２セルにおける通
信品質を測定するか否かについて判定するように構成されていることを特徴とする請求項
７に記載の無線基地局。
【請求項９】
　前記通信部は、前記通信開始要求信号に含まれている前記第２セルにおける通信品質に
基づいて、前記第１セル又は該第２セルのいずれかにおいて前記移動局の通信を開始する
ことを特徴とする請求項７に記載の無線基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特定サービスを提供するセル及び該特定サービスを提供しないセルが異なる
周波数帯域でオーバーレイする構成を有する移動通信システムにおける移動通信方法、無
線制御局及び無線基地局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊ
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ｅｃｔｓ）により、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ：Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）技術に基づいた「Ｗ-ＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ-Ｃｏｄｅ
　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）システム（又は、ＵＭＴＳ：Ｕ
ｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ）」と呼ばれる移動通信システムが仕様化されている（非特許文献１参照）。
【０００３】
　図１に、かかるＷ-ＣＤＭＡシステムの構成例を示す。図１に示すように、Ｗ-ＣＤＭＡ
システムには、移動局ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）や、無線基地局ＮｏｄｅＢ
や、無線制御局ＲＮＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｅｒ）や、交換局
ＭＳＣ/ＳＧＳＮ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ/Ｓｅｒｖｉｎｇ　
ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ）が含まれており、セルラ方式の移動通信システム
が構成されている。
【０００４】
　無線基地局ＮｏｄｅＢにより送出される電波によって「セル（Ｃｅｌｌ）」と呼ばれる
セルラ方式の制御単位となるエリアが形成される。
【０００５】
　Ｗ-ＣＤＭＡシステムにおいて、セルは、パイロットチャネルの周波数帯域及び「Ｐｒ
ｉｍａｒｙ　Ｓｃｒａｍｂｌｉｎｇ　Ｃｏｄｅ」と呼ばれる拡散コードとの組み合わせに
よって特定される。通常、パイロットチャネルとセルとは、一対一に対応付けられている
。
【０００６】
　ここで、Ｗ-ＣＤＭＡシステムでは、地理的に同一のエリアをカバーするが、パイロッ
トチャネルの送信に使用する周波数帯域が異なるセルがオーバーレイ（重畳）する構成を
採用することができる。
【０００７】
　図１の例では、セル０１とセル０２とが地理的に同一のエリアをカバーしており、セル
０３とセル０４とが地理的に同一のエリアをカバーしている。また、セル０１及びセル０
３には周波数帯域０１が割り当てられており、セル０２及びセル０４には周波数帯域０２
が割り当てられている。
【０００８】
　ここで、各周波数帯域の幅が規定されているため、単一の周波数帯域では通信容量の限
界が生じるが、このように、異なる周波数帯域を割り当てたセルをオーバーレイさせるこ
とにより、同一地点における通信容量を拡大させることができる。
【０００９】
　異なる周波数帯域の複数のセルがオーバーレイされている構成における通信設定方法と
しては、移動局ＵＥが、いずれかのセルにて待ち受けを行っている状態で、通信開始時に
、待ち受けを行っているセルのみにおいて通信を設定する方法や、柔軟な負荷分散を図る
ために、移動局ＵＥが、待ち受けを行っているセルとは異なる周波数帯域のセルにおいて
通信を設定する方法も考案されている。
【００１０】
　後者の場合、オーバーレイされているセル同士の通信品質は、必ずしも同一でないため
、何らかの手段で、異なる周波数帯域のセルにおける通信品質を測定し、異なる周波数帯
域のセルへの通信設定可否を事前に判定することが普通である。
【００１１】
　ここで、「通信品質」とは、パイロットチャネルの電界強度や、希望波の電界強度と干
渉波の電界強度との比（ＳＩＲ：Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｒａ
ｔｉｏ）や、電界損失等である。
【００１２】
　移動局ＵＥは、これらの通信品質を用いた閾値判定により、通信品質が十分と判断され
れば、待ち受けを行っているセルとは異なる周波数帯域のセルであっても通信設定を行い
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、そうでなければ、待ち受けを行っているセルとは異なる周波数帯域のセルへの通信設定
を行わない。
【００１３】
　また、待ち受けを行っているセル（待ち受け中セル）とは異なる周波数帯域セルにおけ
る通信品質を取得する手段としては、移動局ＵＥが、予め待ち受け中に、当該異なる周波
数帯域のセルにおける通信品質を測定し、かかる測定結果を通信開始要求信号に含めて無
線制御局ＲＮＣに通知する方法が知られている。
【００１４】
　また、特許文献１には、待ち受け状態にある移動局ＵＥが、当該異なる周波数帯域のセ
ルにおける通信品質の測定を行わず、通信設定手順中に、無線制御局ＲＮＣが、移動局Ｅ
Ｕが待ち受けを行っているセルにおける通信品質に基づいて、セル選択処理を実施し、当
該待ち受け中セルを選択できない場合に、別の周波数帯域のセルにおける通信品質を測定
するように移動局ＵＥに要求して、当該別の周波数帯域のセルにおける通信品質を取得す
る手順が記載されている。
【００１５】
　かかる手順では、移動局ＵＥが、待ち受け状態では、別の周波数帯域のセルにおける通
信品質の測定を行わず、待ち受け中セルを選択することができない場合のみ、別の周波数
帯域のセルにおける通信品質の測定を実施するため、待ち受け状態にある移動局ＵＥの消
費電力を抑制することが可能になっている。
【００１６】
　ところで、コストや機器設置等の事業部の設備構築上の都合により、オーバーレイする
セル間で、提供する通信サービスが異なる場合がある。
【００１７】
　かかる通信サービスの例としては、近年導入が進んでいる「ＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ-Ｓ
ｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）サービス」や「ＨＳＵＰＡ
（Ｈｉｇｈ-Ｓｐｅｅｄ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）又はＥＵＬ（Ｅ
ｎｈａｎｃｅｄ　Ｕｐｌｉｎｋ）サービス」等が挙げられる。
【００１８】
　これらは、それぞれ、「Ｒｅｌｅａｓｅ　５」や「Ｒｅｌｅａｓｅ　６」といった新し
いバージョンの３ＧＰＰ標準規格にて盛り込まれた上りリンクや下りリンク用の通信サー
ビスであり、従来の「Ｒｅｌｅａｓｅ　９９（上りリンク用及び下りリンク用）サービス
」と比較して、高スループットで高効率な通信を行うことが可能になっている。
【００１９】
　図１の例では、ＥＵＬサービスが、セル０１では提供されておらず、セル０２のみで提
供されている。
【００２０】
　かかる場合、ＥＵＬサービス用の通信能力を備える「ＥＵＬ対応移動局」であっても、
セル０１において通信を設定する場合には、ＥＵＬサービス用通信ではなく、低速なＲｅ
ｌｅａｓｅ　９９（上りリンク）サービス用通信が設定され、セル０２において通信を設
定する場合のみ、ＥＵＬサービス用通信を設定することができる。
【００２１】
　このようなＥＵＬサービスの提供形態を採用する場合、「特許文献１」に記載の方法で
は、通信品質に基づいて、セル選択を実施して、待ち受け中セルを選択することができな
い場合のみ、別の周波数帯域のセルにおける通信品質を測定したり、別の周波数帯域のセ
ルを選択したりするため、セル０１にて待ち受けを行っているＥＵＬ対応移動局は、通信
開始時に、セル０１における通信品質が十分であれば、セル０２における通信品質の測定
やセル０２に対するセル選択を行わず、セル０１にて、Ｒｅｌｅａｓｅ　９９（上りリン
ク）サービス用通信を設定する。
【００２２】
　或いは、「特許文献１」に記載の方法ではなく、ＥＵＬサービス用通信を設定するため
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に、セル０２において一律に通信を設定する方法も考えられるが、かかる場合、セル０２
における通信品質の測定が行われないため、劣悪な通信品質で通信が行われる可能性があ
る。
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ２１.１０１
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ２５.３３１
【特許文献１】特開２００３-２１９４４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２３】
　前述したように、従来技術では、特定サービス（特定の通信サービス）を提供するセル
Ａ及び当該特定サービスを提供しないセルＢが、異なる周波数帯域でオーバーレイする構
成において、当該特定サービス用通信を設定することができないケースが発生して当該特
定サービスの提供頻度が低減したり、かかる状況を回避するために、一律に、セルＡにお
いて当該特定サービス用通信を設定しようとすると、劣悪な通信品質で通信が行われる可
能性が生じたりするため、サービス性の劣化が懸念されるという問題点があった。
【００２４】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、特定サービスを提供する
セル及び特定サービスを提供しないセルが異なる周波数帯域でオーバーレイする構成にお
いて、当該特定サービスの提供頻度の低減を回避しつつ、劣悪な通信品質で通信が実施さ
れる可能性を排除することによって、サービス性の劣化を回避することができる移動通信
方法、無線制御局及び無線基地局を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　本発明の第１の特徴は、特定サービスを提供するセル及び該特定サービスを提供しない
セルが異なる周波数帯域でオーバーレイする構成を有する移動通信システムにおける移動
通信方法であって、第１セルにて待ち受け状態にある移動局が、通信開始要求信号を送信
する工程Ａと、各セルにおいて該特定サービスを提供しているか否か、及び、異なる周波
数帯域で該第１セルにオーバーレイされている第２セルにおける通信品質が前記通信開始
要求信号に含まれているか否かの少なくとも１つに基づいて、該第２セルにおける通信品
質を測定するか否かについて判定する工程Ｂと、測定された前記第２セルにおける通信品
質に基づいて、前記第１セル又は該第２セルのいずれかにおいて前記移動局の通信を開始
する工程Ｃとを有することを要旨とする。
【００２６】
　本発明の第１の特徴において、前記工程Ｂにおいて、更に、前記移動局の通信能力、或
いは、該移動局に対して前記特定サービスを提供する必要があるか否かの少なくとも１つ
に基づいて、前記第２セルにおける通信品質を測定するか否かについて判定してもよい。
【００２７】
　本発明の第１の特徴において、前記工程Ｂにおいて、前記通信開始要求信号に含まれて
いる前記第２セルにおける通信品質に基づいて、前記第１セル又は該第２セルのいずれか
において前記移動局の通信を開始してもよい。
【００２８】
　本発明の第２の特徴は、特定サービスを提供するセル及び該特定サービスを提供しない
セルが異なる周波数帯域でオーバーレイする構成を有する移動通信システムで用いられる
無線制御局であって、第１セルにて待ち受け状態にある移動局が、通信開始要求信号を送
信した場合に、各セルにおいて該特定サービスを提供しているか否か、及び、異なる周波
数帯域で該第１セルにオーバーレイされている第２セルにおける通信品質が前記通信開始
要求信号に含まれているか否かの少なくとも１つに基づいて、該第２セルにおける通信品
質を測定するか否かについて判定するように構成されている判定部と、測定された前記第
２セルにおける通信品質に基づいて、前記第１セル又は該第２セルのいずれかにおいて前
記移動局の通信を開始するように構成されている通信部とを具備することを要旨とする。
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【００２９】
　本発明の第２の特徴において、前記判定部は、更に、前記移動局の通信能力、或いは、
該移動局に対して前記特定サービスを提供する必要があるか否かの少なくとも１つに基づ
いて、前記第２セルにおける通信品質を測定するか否かについて判定するように構成され
ていてもよい。
【００３０】
　本発明の第２の特徴において、前記通信部は、前記通信開始要求信号に含まれている前
記第２セルにおける通信品質に基づいて、前記第１セル又は該第２セルのいずれかにおい
て前記移動局の通信を開始してもよい。
【００３１】
　本発明の第３の特徴は、特定サービスを提供するセル及び該特定サービスを提供しない
セルが異なる周波数帯域でオーバーレイする構成を有する移動通信システムで用いられる
無線基地局であって、第１セルにて待ち受け状態にある移動局が、通信開始要求信号を送
信した場合に、各セルにおいて該特定サービスを提供しているか否か、及び、異なる周波
数帯域で該第１セルにオーバーレイされている第２セルにおける通信品質が前記通信開始
要求信号に含まれているか否かの少なくとも１つに基づいて、該第２セルにおける通信品
質を測定するか否かについて判定するように構成されている判定部と、測定された前記第
２セルにおける通信品質に基づいて、前記第１セル又は該第２セルのいずれかにおいて前
記移動局の通信を開始するように構成されている通信部とを具備することを要旨とする。
【００３２】
　本発明の第２の特徴において、前記判定部は、更に、前記移動局の通信能力、或いは、
該移動局に対して前記特定サービスを提供する必要があるか否かの少なくとも１つに基づ
いて、前記第２セルにおける通信品質を測定するか否かについて判定するように構成され
ていてもよい。
【００３３】
　本発明の第３の特徴において、前記通信部は、前記通信開始要求信号に含まれている前
記第２セルにおける通信品質に基づいて、前記第１セル又は該第２セルのいずれかにおい
て前記移動局の通信を開始してもよい。
【発明の効果】
【００３４】
　以上説明したように、本発明によれば、特定サービスを提供するセル及び特定サービス
を提供しないセルが異なる周波数帯域でオーバーレイする構成において、当該特定サービ
スの提供頻度の低減を回避しつつ、劣悪な通信品質で通信が実施される可能性を排除する
ことによって、サービス性の劣化を回避することができる移動通信方法、無線制御局及び
無線基地局を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成）
　図１乃至図３を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成につ
いて説明する。
【００３６】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムの構成は、上述のＷ-ＣＤＭＡ
システムの構成と同様である。
【００３７】
　本実施形態に係る移動通信システムには、更に、加入者情報を蓄積するホームメモリや
課金システム等の装置が含まれることが一般的であるが、本実施形態では、それらの記載
及び説明については省略する。なお、図１の例では、無線基地局ＮｏｄｅＢ及び無線制御
局ＲＮＣが分けて記載されているが、これらが同一の装置であってもよい。
【００３８】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムでは、セル０１とセル０２とが
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地理的に同一のエリアをカバーしており、セル０３とセル０４とが地理的に同一のエリア
をカバーしており、セル０１及びセル０３には周波数帯域０１が割り当てられており、セ
ル０２及びセル０４には周波数帯域０２が割り当てられているというオーバーレイ構成が
採用されている。
【００３９】
　また、本実施形態に係る移動通信システムは、ＥＵＬサービス（特定サービス）を提供
しないセル０１及びＥＵＬサービスを提供するセル０２が異なる周波数帯域でオーバーレ
イする構成を有する。
【００４０】
　図２に、本実施形態に係る無線制御局ＲＮＣの装置構成の一例について示す。図２に示
すように、無線制御局ＲＮＣは、大きく分けて、信号送受信部１１と、呼制御部１２と、
メモリ内に設けられた局データ保持部１３とを具備している。
【００４１】
　また、無線制御局ＲＮＣは、呼制御部１２内に、「特許文献１」に記載の無線制御局が
備えていると考えられる別周波数帯域品質測定/セル選択部１２Ａに加えて、通信サービ
ス判定部１２Ｂを備えている。
【００４２】
　通信サービス判定部１２Ｂは、各セルにおいてＥＵＬサービス（特定サービス）を提供
しているか否か（各セルにおけるＥＵＬサービスの提供有無）、及び、異なる周波数帯域
で第１セル（当該移動局ＵＥの待ち受け中セル）にオーバーレイされている第２セル（別
の周波数帯域のセル）における通信品質が通信開始要求信号に含まれているか否かの少な
くとも１つに基づいて、別の周波数帯域のセルにおける通信品質を測定するか否かについ
て判定するように構成されている。
【００４３】
　また、通信サービス判定部１２Ｂは、更に、移動局ＵＥの通信能力、或いは、移動局Ｕ
Ｅに対してＥＵＬサービス（特定サービス）を提供する必要があるか否か（ＥＵＬサービ
スの必要性）の少なくとも１つに基づいて、別の周波数帯域のセルにおける通信品質を測
定するか否かについて判定するように構成されていてもよい。
【００４４】
　また、別周波数帯域品質測定/セル選択部１２Ａは、待ち受け中セル（第１セル）の周
波数帯域と別の周波数帯域のセル（第２セル）における通信品質を測定し、測定した別の
周波数帯域のセルにおける通信品質に基づいて、待ち受け中セル又は別の周波数帯域のセ
ルのいずれかにおいて移動局の通信を開始するべきかについて決定する（セル選択を行う
）ように構成されている。
【００４５】
　具体的には、別周波数帯域品質測定/セル選択部１２Ａは、移動局ＵＥから受信した通
信開始要求信号に含まれている第２セルにおける通信品質に基づいて、第１セル又は第２
セルのいずれかにおいて移動局の通信を開始すべきであると決定してもよい。
【００４６】
　なお、信号送受信部１１は、別周波数帯域品質測定/セル選択部１２Ａによって決定さ
れたセルにおいて、ＥＵＬサービス（特定サービス）用通信又はＲｅｌｅａｓｅ　９９サ
ービス（通常サービス）用通信を設定するように構成されている。
【００４７】
　また、局データ保持部１３は、図３に示すオーバーレイ・セル情報を管理するテーブル
を保持するように構成されている。
【００４８】
　図３に示すように、かかるテーブルは、オーバーレイされている各セルを識別するため
の「セルＩＤ」と、各セルにおいてパイロットチャネルの送信に使用する「周波数帯域」
と、各セルにおいてパイロットチャネルの拡散に使用する「拡散コード」と、各セルにお
いてＥＵＬサービスを提供しているか否かについて示す「ＥＵＬサービス提供有無」とを
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関連付けるオーバーレイ・セル情報を記憶する。
【００４９】
　例えば、「ＥＵＬサービス提供有無」として「０ｘ００」が設定されている場合、当該
セルにおいてＥＵＬサービスを提供していないことを示し、ＥＵＬサービス提供有無」と
して「０ｘ０１」が設定されている場合、当該セルにおいてＥＵＬサービスを提供してい
ることを示す。
【００５０】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作）
　図４を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作について説明
する。
【００５１】
　図４に示すように、ステップＳ１０１において、無線制御局ＲＮＣが、待ち受け状態に
ある移動局ＵＥからの通信開始要求信号を受け付ける。
【００５２】
　ステップＳ１０２において、無線制御局ＲＮＣが、移動局ＵＥにＥＵＬサービス用通信
能力が実装されているか、及び、ＥＵＬサービスが行われる必要性があるかについて判定
する。
【００５３】
　ここで、無線制御局ＲＮＣは、ＥＵＬサービス用通信能力の有無については、移動局Ｕ
Ｅから通知される通信開始要求信号に含まれる情報等により判定することができる。
【００５４】
　例えば、無線制御局ＲＮＣは、「非特許文献２」に規定される「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃ
ｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」内の「ＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ
」を用いて、かかる判定を行うことができる。
【００５５】
　また、無線制御局ＲＮＣは、ＥＵＬサービスの必要性については、例えば、移動局ＵＥ
によって通知された「送信すべき上りリンク用データが閾値を超えているか否かについて
の情報（例えば、「非特許文献２」に規定される「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒ
ｔ　ｅｖｅｎｔ　４ａ」）」等に基づいて、かかる判定を行うことができる。
【００５６】
　ここで、移動局ＵＥにＥＵＬサービス用通信能力が備わっており、かつ、ＥＵＬサービ
スの必要性があると判定されると、本動作は、ステップＳ１０４に進む。
【００５７】
　一方、移動局ＵＥにＥＵＬサービス用通信能力が備わっていない、或いは、ＥＵＬサー
ビスの必要性がないと判定されると、ステップＳ１０３において、移動局ＵＥが、待ち受
けを行っていたセルにおいて、ＥＵＬサービス用通信ではなく、Ｒｅｌｅａｓｅ　９９サ
ービス（上りリンク）用通信を設定する。
【００５８】
　なお、下りリンク用の通信は、ＨＳＤＰＡサービスによって行われてもよいし、Ｒｅｌ
ｅａｓｅ　９９サービス（下りリンク）によって行われてもよい。
【００５９】
　ステップＳ１０４において、無線制御局ＲＮＣは、移動局ＵＥが待ち受けを行っている
セルにおいて、ＥＵＬサービス用通信を設定可能であるか否かについて判定する。
【００６０】
　当該セルにおいて、ＥＵＬサービス用通信を設定可能であると判定された場合、ステッ
プＳ１０５において、移動局ＵＥは、待ち受けを行っているセルにおいて、ＥＵＬサービ
ス用通信を設定する。
【００６１】
　一方、当該セルにおいて、ＥＵＬサービス用通信を設定できないと判定された場合、本
動作は、ステップＳ１０６に進む。
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【００６２】
　ステップＳ１０６において、無線制御局ＲＮＣは、移動局ＵＥによって待ち受けが行わ
れていたセルとは別の周波数帯域のセルにおいて、ＥＵＬサービスが提供されているか否
かについて判定する。
【００６３】
　かかる判定は、例えば、無線制御局ＲＮＣのプログラム等が、無線制御局ＲＮＣの局デ
ータ保持部１３に予め設定されているオーバーレイ・セル情報を参照する等の手段を用い
ることによって実施可能である。
【００６４】
　別の周波数帯域のセルにおいてＥＵＬサービスが提供されていないと判定された場合、
ステップＳ１０３において、移動局ＵＥが、待ち受けを行っていたセルにおいて、ＥＵＬ
サービス用通信ではなく、Ｒｅｌｅａｓｅ　９９サービス（上りリンク）用通信を設定す
る。
【００６５】
　一方、別の周波数帯域のセルにおいてＥＵＬサービスが提供されていると判定された場
合、本動作は、ステップＳ１０７に進む。
【００６６】
　ステップＳ１０７において、無線制御局ＲＮＣが、移動局ＵＥから送信された通信開始
要求信号に、別の周波数帯域のセルにおける通信品質が含まれているか否かについて判定
する。
【００６７】
　例えば、無線制御局ＲＮＣは、通信品質として、「非特許文献２」に規定される「ＲＲ
Ｃ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」の「Ｍｅａｓｕｒｅｄ　Ｒｅｓｕｌｔｓ　
ｏｎ　ＲＡＣＨ」を用いることができる。
【００６８】
　ここで、通信開始要求信号に、別の周波数帯域のセルにおける通信品質が含まれていな
いと判定された場合、ステップＳ１０９において、無線制御局ＲＮＣは、移動局ＵＥに対
して、かかる別の周波数帯域のセルにおける通信品質を測定するように指示して、当該移
動局ＵＥから、かかる別の周波数帯域のセルにおける通信品質を取得する。
【００６９】
　例えば、無線制御局ＲＮＣは、「非特許文献２」に規定されている「Ｍｅａｓｕｒｅｍ
ｅｎｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ/Ｒｅｐｏｒｔ」を用いて、当該通信品質を取得することができ
る。
【００７０】
　かかる通信品質としては、前述したように、パイロットチャネルの電界強度や、ＳＩＲ
や、電界損失等が想定される。
【００７１】
　Ｗ-ＣＤＭＡシステムにおいては、上述した別の周波数帯域のセルにおいて送信されて
いるパイロットチャネルを測定するためには、移動局ＵＥが、通信チャネルにおいて時間
的なギャップを空けてギャップ区間にて測定する周波数帯域を切り替える「Ｃｏｍｐｒｅ
ｓｓｅｄモード」方式や、移動局ＵＥに複数の無線受信機を備えて別の周波数帯域におけ
る電波を受信する「Ｄｕａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｒ」方式等を、移動局ＵＥに付随させる必
要がある。
【００７２】
　なお、「Ｃｏｍｐｒｅｓｓｅｄモード」方式は、ギャップ区間の前後で、受信電力を倍
増させて、ギャップによるデータ送受信機会消失を補填するため、一般に、瞬間的な無線
リソース消費量や移動局ＵＥへの処理負荷が大きいという特性を持つ。
【００７３】
　一方、通信開始要求信号に、別の周波数帯域のセルにおける通信品質が含まれていると
判定された場合、かかるセルにおける通信品質の測定が不要であるため、本動作は、ステ



(10) JP 5156345 B2 2013.3.6

10

20

30

40

50

ップＳ１０８をスキップして、ステップＳ１０９に進む。
【００７４】
　ステップＳ１０９において、無線制御局ＲＮＣは、前述したいずれかの手段により取得
した当該通信品質に基づいて、別の周波数帯域のセルにおける通信品質が十分に良好であ
るか否かについて判定する。
【００７５】
　例えば、無線制御局ＲＮＣは、通信品質が十分に良好であるか否かについて、パイロッ
トチャネルの電界強度やＳＩＲが所定の閾値を超えているか、或いは、パイロットチャネ
ル電界損失が所定の閾値を下回っているか等の基準により判定することができる。
【００７６】
　ここで、所定の閾値は、予め保持されている固定値であってもよいし、待ち受けを行っ
ていたセルとの相対値であってもよい。
【００７７】
　別の周波数帯域のセルにおける通信品質が十分に良好であると判定された場合、ステッ
プＳ１１０において、移動局ＵＥは、別の周波数帯域のセルにおいて、ＥＵＬサービス用
通信の設定を行う。
【００７８】
　一方、別別の周波数帯域のセルにおける通信品質が不十分であると判定された場合には
、ステップＳ１０３において、移動局ＵＥが、待ち受けを行っていたセルにおいて、ＥＵ
Ｌサービス用通信ではなく、Ｒｅｌｅａｓｅ　９９サービス（上りリンク）用通信を設定
する。
【００７９】
　本実施形態に係る動作によって、図１のセル０１において待ち受けを行っていたＥＵＬ
対応移動局ＵＥは、セル０２における通信品質を確認した上で、セル０２において、ＥＵ
Ｌサービス用通信を行うことができる（ただし、セル０２における通信品質が不十分であ
れば、セル０１において、Ｒｅｌｅａｓｅ　９９サービス（上りリンク）用通信を行う）
。
【００８０】
　従来技術では、前述のとおり、移動局ＵＥが、セル０１において待ち受けを行っている
場合、通信品質を測定する前に、移動局ＵＥのＥＵＬ通信能力やデータ量等の観点に基づ
いて、ＥＵＬサービス用通信の要否を判定する術がなかったため、移動局ＵＥは、セル０
１においてＲｅｌｅａｓｅ　９９サービス（上りリンク）用通信を行うか、或いは、通信
品質の測定を行わずに、セル０２においてＥＵＬサービス用通信を行うことしかできなか
った。
【００８１】
　なお、本実施形態に係る動作に従うと、移動局ＵＥは、セル０２において待ち受けを行
っていれば、そのまま、セル０２においてＥＵＬサービス用通信を行い、また、セル０３
/０４において待ち受けを行っていれば、オーバーレイされている別の周波数帯域のセル
においてＥＵＬサービスが提供されていないため、待ち受け中セルにおいてＲｅｌｅａｓ
ｅ　９９サービス（上りリンク）用通信を行う。
【００８２】
　ここで、待ち受け状態にある移動局ＵＥは、通信品質が所定の閾値（３ＧＰＰの規定で
は「Ｓｉｎｔｅｒｓｅａｒｃｈ」と呼ばれる）を下回った契機で、別の周波数帯域のセル
への移行に備えて、別の周波数帯域のセルにおける通信品質の測定を開始することが普通
であるが、通信開始要求信号に、別の周波数帯域のセルにおける通信品質を含めるのは、
この場合に限ることも考えられる。
【００８３】
　このことを逆に捉えれば、通信開始要求信号に、かかる通信品質が含まれていなければ
、待ち受け中セルの通信品質が十分に良好であったと判断することも可能であり、オーバ
ーレイするセル同士で、セル形状が極端に相違しないという前提条件を置けば、かかる通
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信品質の測定や引き続く通信品質の判定をスキップして、別の周波数帯域のセルにおいて
通信を設定することもできる。
【００８４】
　待ち受け中セルにおける通信品質が十分に良好であり、オーバーレイするセル同士で、
セル形状がほぼ同一であれば、別の周波数帯域のセルにおける通信品質も同じく十分に良
好であると判断できるためである。
【００８５】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの作用・効果）
　本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、特定サービスを提供するセ
ルＡ及び当該特定サービスを提供しないセルＢが、異なる周波数帯域でオーバーレイする
構成において、当該特定サービスに係る移動局ＵＥの通信能力や、移動局ＵＥに対して当
該特定サービスを提供する必要があるか否か（特定サービスの必要性）や、各セルにおい
て当該特定サービスを提供しているか否か（各セルの特定サービスの提供有無）等に基づ
いて、異なる周波数帯域のセルにおける通信品質の測定を実施するか否かについて判定す
る工程を含み、かかる通信品質の測定を実施した上で、別の周波数帯域のセルにおいて当
該特定サービス用通信を設定することができるため、当該特定サービスの提供頻度の低減
を回避しつつ、劣悪な通信品質で通信が実施される可能性を排除することによって、サー
ビス性の劣化を回避することができる。
【００８６】
　本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、通信開始要求信号に、別の
周波数帯域のセルにおける通信品質が含まれていれば、かかる通信品質の測定をスキップ
することが可能になっているため、移動局ＵＥは、待ち受けを行っているセルにおける通
信品質が悪いにも関らず、「Ｃｏｍｐｒｅｓｓｅｄモード」を起動して、更なる通信品質
の劣化や無線リソースの消費を招く懸念を回避することができる。
【００８７】
　さらに、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、通信開始要求信号
に、別の周波数帯域のセルにおける通信品質が含まれていなければ、別の周波数帯域のセ
ルにおける通信品質は十分に良好であると判断して、かかる通信品質の測定及び判定をス
キップすることが可能になり、通信品質の測定に伴う接続遅延や処理負荷や無線リソース
消費を回避することができる。
【００８８】
（本発明の第２の実施形態に係る移動通信システム）
　なお、本発明は、上述の第１の実施形態に示すように、Ｗ-ＣＤＭＡシステムへの適用
に限定されることは無く、特定サービスを提供するセル及び該特定サービスを提供しない
セルが異なる周波数帯域でオーバーレイする構成を有する任意の方式の移動通信システム
に適用可能である。
【００８９】
　例えば、本発明は、図５に示す本発明の第２の実施形態に係る移動通信システムのよう
な「ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）」方式の移動通信システムにも
適用可能である。
【００９０】
　図５に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、移動局ＵＥや、ＭＡＣ（Ｍ
ｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）機能やＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ）機能やＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）機能等を
具備する無線基地局ｅＮＢや、パケット交換局ＳＧＳＮ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＧＰＲＳ　Ｓ
ｕｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ）を具備する。
【００９１】
　ここで、図２に示すように、本実施形態に係る無線基地局ｅＮＢが、上述の第１の実施
形態に係る無線制御局ＲＮＣの構成を具備し、上述の第１の実施形態において説明した無
線制御局ＲＮＣの機能を実現するように構成されている。
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　なお、上述の無線制御局ＲＮＣ、移動局ＵＥ、無線基地局ＮｏｄｅＢ、ｅＮＢ、及び、
交換局ＭＳＣ/ＳＧＳＮ、ＳＧＳＮの動作は、ハードウェアによって実施されてもよいし
、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施されてもよいし、
両者の組み合わせによって実施されてもよい。
【００９３】
　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ-ＲＯＭといった任
意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
【００９４】
　かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プ
ロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ＡＳＩＣ内に設けられていてもよい。かか
るＡＳＩＣは、移動局ＵＥ及び無線基地局ｅＮＢ内に設けられていてもよい。また、かか
る記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして移動局ＵＥ及び無線
基地局ｅＮＢ内に設けられていてもよい。
【００９５】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る無線制御局又は無線基地局の機能ブロック図であ
る。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る無線制御局又は無線基地局の局データ保持部によ
って保持されているオーバーレイ・セル情報の一例を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る無線制御局又は無線基地局の動作を示すフローチ
ャートである。
【図５】本発明の第２の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【符号の説明】
【００９７】
ＭＳＣ/ＳＧＳＮ、ＳＧＳＮ…交換局
ＲＮＣ…無線制御局
ＮｏｄｅＢ、ｅＮＢ…無線基地局
ＵＥ…移動局
１１…信号送受信部
１２…呼制御部
１２Ａ…別周波数帯域品質測定/セル選択部
１２Ｂ…通信サービス判定部
１３…局データ保持部（メモリ）
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