
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の基地局と、 各基地局により形成されるセル間を移動する移動局とが符号分割
多元接続方式で接続され、上記基地局により送信電力制御がなされる移動通信システムに
おいて、
　 上記移動局と上
記各基地局とを同時に接続するソフトハンドオフ制御を行い、

ことを特徴とする移動通信システム。
【請求項２】
　上記各基地局は、同時に上記移動局が接続される接続数に関する閾値を監視する接続数
監視手段を備え、
　上記接続数監視手段は、上記移動局の接続数が上記閾値以上であるときには上記下りリ
ンク制御信号のみについてソフトハンドオフ制御を行わせ、上記移動局の接続数が上記閾
値以下であるときには上記下りリンク制御信号及び についてソフトハ
ンドオフ制御を行わせることを特徴とする請求項１記載の移動通信システム。
【請求項３】
　上記各基地局は、上記移動局間における信号品質に関する閾値を監視する品質監視手段
を備え、
　上記品質監視手段は 記閾値以上であるときには 上記
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上記

上記移動局の送信電力制御信号を含む下りリンク制御信号については、
下りリンク情報信号につい

ては、ハンドオフ先の上記基地局の通信容量の利用状況に応じてハードハンドオフ制御又
はソフトハンドオフ制御を行う

下りリンク情報信号

、上 上記信号品質が悪いと判断して



下りリンク制御信号のみについてソフトハンドオフ制御を行わせ 記閾値以下であると
きには 上記下りリンク制御信号及び

についてソフトハンドオフ制御を行わせることを特徴とする請求項１記載の移動通信シ
ステム。
【請求項４】
　上記基地局は、上記 についてハードハンドオフ制御を行うとき、上
記下りリンク制御信号についての制御信号レベルを、上記 についても
ソフトハンドオフ制御を行うときの下りリンク制御信号の制御信号レベルよりも高くする
ことを特徴とする請求項１記載の移動通信システム。
【請求項５】
　複数の基地局と、 各基地局により形成されるセル間を移動する移動局と 続され
、上記基地局により送信電力制御がなされる移動通信システムにおける移動局であって、
　 上記各基地局と
同時に接続するソフトハンドオフ状態とされ、上記

ことを特徴とする移動局。
【請求項６】
　上記各基地局と符号分割多元接続方式で接続されることを特徴とする の移
動局。
【請求項７】
　上記複数の基地局から、複数の制御信号を受信したとき、上記複数の制御信号の内容を
それぞれ比較し、比較した結果に基づいて動作を決定することを特徴とする
の移動局。
【請求項８】
　複数の基地局と、 各基地局により形成されるセル間を移動する移動局とが接続され
る移動通信システムにおける基地局であって、
　 ソフト
ハンドオフ制御を行い、

ことを特徴とする基地局。
【請求項９】
　上記各移動局と符号分割多元接続方式で接続されることを特徴とする

。
【請求項１０】
　同時に接続されている 接続数監視手段を備
え、
　上記接続数監視手段は、上記移動局の接続数が上記閾値以上であるときには上記制御信
号のみについてソフトハンドオフ制御を行わせ、上記移動局の接続数が上記閾値以下であ
るときには上記制御信号及び についてもソフトハンドオフ制御を行わせるこ
とを特徴とする の基地局。
【請求項１１】
　上記移動局間における信号品質に関する閾値を監視する品質監視手段を備え、
　上記品質監視手段は 記閾値以上であるときには 上記
制御信号のみについてソフトハンドオフ制御を行わせ 記閾値以下であるときには

上記制御信号及び についてソフトハンドオフ
制御を行わせることを特徴とする の基地局。
【請求項１２】
　 についてハードハンドオフ制御を行うとき、上記制御信号についての制御
信号レベルを、 についてもソフトハンドオフ制御を行うときの制御信号の制
御信号レベルよりも高くすることを特徴とする の基地局。
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、上
上記信号品質が悪くないと判断して 下りリンク情報信

号

下りリンク情報信号
下りリンク情報信号

上記 が接

当該移動局の送信電力制御信号を含む下りリンク制御信号については、
下りリンク情報信号については、ハン

ドオフ先の上記基地局の通信容量の利用状況に応じてハードハンドオフ状態又はソフトハ
ンドオフ状態とされる

請求項５記載

請求項５記載

上記

上記移動局へ送信する当該移動局の送信電力制御信号を含む制御信号については
上記移動局へ送信する情報信号については、ハンドオフ先となっ

たときに当該基地局の通信容量の利用状況に応じてハードハンドオフ制御又はソフトハン
ドオフ制御を行う

請求項８記載の基
地局

上記移動局の接続数に関する閾値を監視する

上記情報信号
請求項８記載

、上 上記信号品質が悪いと判断して
、上 上記

信号品質が悪くないと判断して 上記情報信号
請求項８記載

上記情報信号
上記情報信号

請求項８記載



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、ＣＤＭＡ（ Code Division Multiple Access）方式で基地局と移動局とが接
続されてなるセルラー方式の移動通信システムに関し、詳しくは、移動局がセル間を移動
するときに下りリンク伝送信号についてソフトハンドオフを行う移動通信システム

に関する。
【０００２】
【従来の技術】
直接拡散ＣＤＭＡ方式のセルラーシステムにおいては、上りリンク伝送信号の通信容量を
最大化するために、遠近問題を避けるべく移動局の送信電力制御を行うのが一般的である
。そのために、下りチャンネルにおいて基地局は、各移動局に対して送信電力制御信号を
送信する。一方、直接拡散ＣＤＭＡ方式のセルラーシステムにおいて、通常、基地局及び
移動局は、複数の復調器を有し、マルチパス成分の分離や、ソフトハンドオフ処理を行う
ようになされている。
【０００３】
このソフトハンドオフ処理は、図５に示すように、各セル１０１，１０２間を移動局１０
３が移動して一方のセル１０１及び他方のセル１０２の重複部分１０４に移動局１０３が
位置すると、移動局１０３が基地局１０５ａから受信する信号品質の劣化が生ずる。この
とき、移動局１０３に対し複数の基地局１０５ａと基地局１０５ｂからほぼ同じ信号が送
信され、移動局１０３はこの信号をそれぞれ復調して合成することにより、信号品質の改
善を図っている。また、上りリンクに関しても、移動局１０３から送信された信号は複数
の基地局１０５ａ及び基地局１０５ｂによって復調されるとともに合成され、信号品質の
改善が図られている。
【０００４】
このとき、各基地局１０５ａと基地局１０５ｂからの送信電力制御信号は、各基地局１０
５ａ，１０５ｂにおいて独立して生成される。このことは、移動局１０３に一方の基地局
１０５ａからのみ送信電力制御信号が送信されているとき、移動局１０３で上述の処理を
行い基地局１０５ａにおいて最適なレベルで受信できるように送信電力を制御して移動局
１０３が送信を行うと、他方の基地局１０５ｂにとっては予期しない信号となり大きな妨
害となる虞があることによる。そして、移動局１０３は、複数の基地局１０５ａ，１０５
ｂからの送信電力制御信号を独立して復調し、これらの信号を合成している。具体的には
、移動局１０３は、例えば双方の基地局１０５ａ，１０５ｂから送信電力制御信号が「ｕ
ｐ」を示すときにのみ送信電力を大きくし、基地局１０５ａ又は基地局１０５ｂのうち少
なくとも一の基地局からの送信電力制御信号が「ｄｏｗｎ」を示すときには送信電力を減
少させる。このように、移動局１０３は、各基地局１０５ａ，１０５ｂからの送信電力信
号を独立して受信・復調することで、各基地局１０５ａ，１０５ｂに適切な送信電力で上
りリンク信号を送信する。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上述のように、直接拡散ＣＤＭＡ方式を採用したセルラーシステムにおいては、移動局の
送信電力制御が必須の技術となる。また、このセルラーシステムにおいては、システム全
体での通信容量を最大とするために、干渉を最小限に抑制する必要がある。このため、セ
ルラーシステムにおいて、ソフトハンドオフ処理を行っている。このソフトハンドオフ時
、移動局１０３は、複数の基地局１０５ａ，１０５ｂからの異なる送信電力制御信号を復
調して合成することで送信電力制御を行わなければならない。
【０００６】
このとき、ソフトハンドオフを開始する通信品質についての閾値を低く設定すると、複数
チャンネル分の通信資源を使用するソフトハンドオフを行わなければならない移動局数が
増加し、システム全体の通信容量が減少してしまうという問題があった。
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【０００７】
逆に、ソフトハンドオフを開始する通信品質の閾値を高く設定すると、ハンドオフがなさ
れる領域に移動局１０３が存在する確率が減るためにソフトハンドオフの頻度が少なくな
りシステムの通信容量は大きくできそうではあるが、隣接する基地局１０５ｂへの通信信
号を妨害する可能性が大きくなってしまい、干渉のためそのシステム全体の容量が少なく
なるばかりかシステム全体の安定性が損なわれるという問題を有している。
【０００８】
また、ハンドオフがなされる領域に移動局１０３が位置するときにおいてハンドオフ先の
基地局１０５ｂの通信容量が許容値に達しているときには、ソフトハンドオフは行われず
、周波数チャンネルを変更するハードハンドオフを行うことになる。このとき、移動局１
０３からハードハンドオフを行う前の周波数チャンネルで通信信号が上りリンクで送信さ
れると、基地局１０５ｂが扱っている通信信号に対して予期しない大きな妨害を与え、他
局の通信を妨害してしまう問題があった。
【０００９】
　そこで、本発明は、上述したような実情に鑑みて提案されたものであり、ソフトハンド
オフを行いながら、システム全体の容量を大きくするとともに移動局送信電力の制御を正
しく行ってシステム全体の安全性を保持する移動通信システム を提供
することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上述の課題を解決する本発明は、複数の基地局と、 各基地局により形成されるセル
間を移動する移動局とが符号分割多元接続方式で接続され、上記基地局による送信電力制
御命令に従って移動局の送信電力制御がなされる移動通信システムにおいて、

上記移動局と上記各基地局と
を同時に接続するソフトハンドオフ制御を行い、

ことを特徴とするものである。
　また、本発明は、複数の基地局と、 各基地局により形成されるセル間を移動する移
動局と 続され、上記基地局により送信電力制御がなされる移動通信システムにおける
移動局であって、
上記各基地局と同時に接続するソフトハンドオフ状態とされ、上記

ことを特徴とする。
　さらに、本発明は、複数の基地局と、 各基地局により形成されるセル間を移動する
移動局とが接続される移動通信システムにおける基地局であって、

についてはソフトハンドオフ制御を行い、

ことを
特徴とする。
【００１１】
このような移動通信システムによれば、少なくとも下りリンク制御信号についてソフトハ
ンドオフ制御を行うので、システムの通信容量を増加させ、システムの安定性を保持する
。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１３】
図１は、本実施の形態に係る移動体通信システム１を示す図である。この移動体通信シス
テム１は複数の基地局２（２ａ，２ｂ）と、複数の移動局３とからなり、直接拡散ＣＤＭ
Ａ（ Code Division Multiple Access）方式で基地局２と移動局３とが接続されてなるセ
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上記

上記移動局
の送信電力制御信号を含む下りリンク制御信号については、

下りリンク情報信号については、ハンド
オフ先の上記基地局の通信容量の利用状況に応じてハードハンドオフ制御又はソフトハン
ドオフ制御を行う

上記
が接

当該移動局の送信電力制御信号を含む下りリンク制御信号については、
下りリンク情報信号に

ついては、ハンドオフ先の上記基地局の通信容量の利用状況に応じてハードハンドオフ状
態又はソフトハンドオフ状態とされる

上記
上記移動局へ送信する

当該移動局の送信電力制御信号を含む制御信号
上記移動局へ送信する情報信号については、ハンドオフ先となったときに当該基地局の通
信容量の利用状況に応じてハードハンドオフ制御又はソフトハンドオフ制御を行う



ルラーシステムであるが、本実施の形態では、説明の便宜のため、第１の基地局２ａと、
移動局３と、第２の基地局２ｂとの関係のみについて説明する。
【００１４】
第１の基地局２ａは、図１に示すように第１の領域４内に移動局３が位置するとき、当該
移動局３と上りリンク信号及び下りリンク信号の送受信を行う。第１の基地局２ａは、移
動局３の送信電力制御信号等の制御信号と音声データ等の情報信号とからなる下りリンク
信号を移動局３に送信する。
【００１５】
第２の基地局２ｂは、上述の第１の基地局２ａと同様に、移動局３が第２の領域５内に位
置するとき、当該移動局３と上りリンク信号及び下りリンク信号の送受信を行う。
【００１６】
送信電力制御信号は、移動局３が適切なレベルで上りリンク信号を第１の基地局２ａ或い
は第２の基地局２ｂに送信するように、上りリンク信号の送信電力レベルを適応的に変化
させる信号である。
【００１７】
移動局３は、図１（ａ）に示すように、第１の領域４内に位置するときには、第１の基地
局２ａからの下りリンク信号を受信するとともに第１の基地局２ａに上りリンク信号を送
信する。このとき、移動局３の受信電力は、図２中の領域Ａに示すように、第１の基地局
２ａからの下りリンク信号の受信電力が閾値ａ以上であり、第２の基地局２ｂからの下り
リンク信号が閾値ｂ以下である。したがって、移動局３は、第１の基地局２ａからの下り
リンク信号のみを受信するとともに復調することとなる。
【００１８】
また、移動局３は、図１（ｂ）に示すように、第１の領域４から第２の領域５に向かって
移動し、第１の領域４と第２の領域５との重複領域６に位置するときには、ハンドオフ状
態となされ、第１の基地局２ａ及び第２の基地局２ｂから下りリンク信号が送信されるソ
フトハンドオフ状態となされる。このとき、移動局３の受信電力は、図２中の領域Ｂに示
すように、時刻ｔ１において第２の基地局２ｂからの受信電力が閾値ｂに達する。そして
、移動局３は、第１の基地局２ａ及び第２の基地局２ｂの双方から下りリンク信号を受信
する。さらに移動局３が第１の基地局２ａから第２の基地局２ｂの方向に移動すると、第
１の基地局２ａからの下りリンク信号の受信電力よりも第２の基地局２ｂからの下りリン
ク信号の受信電力が大きくなり、時刻ｔ２において第１の基地局２ａからの受信電力が閾
値ａに達する。そして、移動局３は、第１の基地局２ａからの下りリンク信号を受信せず
、第２の基地局２ｂからの下りリンク信号を受信する。すなわち、この時刻ｔ１から時刻
ｔ２に達する領域Ｂでは、移動局３が第１の基地局２ａ及び第２の基地局２ｂの双方の下
りリンク信号を受信するとともに復調するソフトハンドオフ状態とされる。
【００１９】
さらに、移動局３は、図１（ｃ）に示すように、重複領域６から移動して第２の領域５内
に位置するときには、第２の基地局２ｂからの下りリンク信号を受信するとともに第２の
基地局２ｂに上りリンク信号を送信する。このとき、上述したように、移動局３の受信電
力は、移動局３が第１の基地局２ａから第２の基地局２ｂに向かって移動することで、図
２中の領域Ｃに示すように、第２の基地局２ｂからの下りリンク信号の受信電力が閾値ｂ
以上となり、第１の基地局２ａからの下りリンク信号の受信電力が閾値ａ以下となってい
る。したがって、移動局３は、第２の基地局２ｂからの下りリンク信号のみを受信すると
ともに復調することとなる。
【００２０】
なお、この移動体通信システム１においては、移動局３が第１の領域４から重複領域６に
移動したとき、移動局３側からハンドオフ処理に入る指示を出す方式（ Mobile Assisted 
Hand Off:MAHO）を採用しても良く、さらには基地局２側からハンドオフ状態に入る指示
を出す方式を採用しても良く、第１の基地局２ａ及び第２の基地局２ｂと接続されている
通常の状態からハンドオフ状態への移行の過程は任意の方式でよい。また、この移動体通
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信システム１においては、ハンドオフ状態から通常の状態に移行する過程も任意の方式で
よい。
【００２１】
つぎに、上述した図１に示したように、移動局が第１の領域４、重複領域６、第２の領域
５に移動するときにおいて、信号の種類に応じて異なるハンドオフ処理を行うときの一例
について説明する。なお、以下の説明においては、情報信号及び制御信号として特に送信
電力制御信号についてのハンドオフ処理について説明する。
【００２２】
移動局３は、図１（ａ）に示すように、第１の領域４に位置するとき、第１の基地局２ａ
からの下りリンク制御信号として送信電力制御信号を受信する。移動局３は、この送信電
力制御信号及び情報信号を復調する。移動局３は、復調して得られた送信電力制御信号に
基づいて第１の基地局２ａに上りリンク信号を送信するときの送信電力を制御する。
【００２３】
また、この移動局３は、図１（ｂ）に示すように、重複領域６に位置するときにおいて、
ハンドオフ状態とされ、第１の基地局２ａと第２の基地局２ｂとの双方からほぼ同じ内容
の下りリンク信号が送信される。このとき、移動局３には、第１の基地局２ａから送信電
力制御信号及び情報信号の双方が送信されるとともに第２の基地局２ｂから送信電力制御
信号のみが送信される。すなわち、移動局は、重複領域においては、送信電力制御信号に
ついて第１の基地局２ａ及び第２の基地局２ｂと接続されたソフトハンドオフ状態とされ
る。そして、移動局３は、第１の基地局２ａから送信された送信電力制御信号及び情報信
号と、第２の基地局２ｂから送信された制御信号とをそれぞれ別個に受信するとともに復
調する。また、この移動局３は、第１の基地局２ａから送信される送信電力制御信号と第
２の基地局２ｂから送信される送信電力制御信号とを受信したとき、第１の基地局２ａか
らの送信電力制御信号と第２の基地局２ｂからの送信電力制御信号との内容を比較し、比
較した結果に基づいて動作を決定する。この移動局３は、送信電力制御信号に関しては、
第１の基地局２ａからの制御信号と第２の基地局２ｂからの送信電力制御信号とを組み合
わせた結果に応じて動作を決定する。
【００２４】
具体的には、移動局３は、通常、第１の基地局２ａと第２の基地局２ｂとの双方から送信
された送信電力制御信号が「ｕｐ」を示す信号であった場合にのみ上りリンク信号の送信
電力を増加させ、それ以外の組み合わせの場合には送信電力を無変更若しくは減少させて
第１の基地局２ａ又は第２の基地局２ｂへの上りリンク信号の送信電力を制御する。なお
、この他の組み合わせや複数の基地局及び移動局３が存在するときの組み合わせ等で移動
局３に送信電力制御信号が送信されたときには、 Qualcomm社の IS-95に準拠した方式で送
信電力を制御しても良い。
【００２５】
なお、移動局３は、送信電力制御信号以外を示す制御信号に関しては、第１の基地局２ａ
と第２の基地局２ｂとから送信された制御信号を復調した結果、受信電力の大きい方を採
用する。また、移動局３は、送信された下りリンク信号が誤り訂正符号化されているとき
には、当該下りリンク信号の振幅値を単純に加算して軟判定の複合器に入力すればよい。
このように動作することで、移動局３は、制御信号の誤り率を低減させることができ、第
１の基地局２ａ又は第２の基地局２ｂからの命令に対する追従性を向上させることができ
る。
【００２６】
移動局３は、図１（ｃ）に示すように、重複領域６から第２の領域５に移動したときには
、重複領域６でのハンドオフ状態から通常状態に戻る。このとき、移動局３には、第２の
基地局２ｂから送信電力制御信号及び情報信号を含む下りリンク信号が送信される。そし
て、移動局３は、上述した第１の領域４に位置するときと同様に、下りリンク信号を受信
及び復調することにより、送信電力制御信号に基づいて第２の基地局２ｂに上りリンク信
号を送信するときの送信電力を制御する。
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【００２７】
上述したように、この移動体通信システム１は、重複領域６に移動局３が位置し、当該移
動局３をハンドオフ状態とするとき、送信電力制御信号を第１の基地局２ａ及び第２の基
地局２ｂの双方から移動局３に送信する。そして、移動局３は、双方の基地局２からの制
御信号を組み合わせて制御するソフトハンドオフ状態とされる。一方、移動局３は、音声
情報等の情報信号については、いずれか一方の基地局からの情報信号しか受信しないハー
ドハンドオフ状態とされる。
【００２８】
このように、移動体通信システム１によれば、移動局３をハンドオフ状態としているとき
に、いずれか一方の基地局２からの情報信号を移動局３に送信し、かつ送信電力制御命令
を両方の基地局２から送信するようなソフトハンドオフ状態とするので、双方の基地局２
から情報信号と送信電力制御命令とを別個に移動局３に送信することでソフトハンドオフ
状態とする方式と比較して、移動局３に向けて複数の基地局２から情報信号を送信するこ
とにより、システムに含まれる他の移動局３に与える干渉を低減することができる。また
、この移動体通信システム１によれば、ハンドオフ状態としているときに、複数の基地局
から移動局３に制御信号を送信するので、重複領域６についてはハードハンドオフを行う
方式と比較して、制御信号についての信頼度を向上させることができる。特に、送信電力
制御信号については、移動局３をソフトハンドオフ状態としているので、上述の第２の基
地局２ｂから移動局３の送信電力を制御することも可能であり、移動局３から第２の基地
局２ｂが予期できない送信電力で上りリンク信号を送信することを回避できる。
【００２９】
さらに、移動体通信システム１によれば、重複領域６に移動局３が位置したとき、制御信
号についてはソフトハンドオフ状態とし、情報信号についてはハードハンドオフ状態とす
るので、システム全体での通信容量を向上させることができる。例えば、移動体通信シス
テム１において第２の基地局２ｂの通信容量がいっぱいであった場合にも、第２の基地局
２ｂからは移動局３に送信電力制御信号のみを送信すれば良いので、他の移動局３に情報
信号又は制御信号を送信することに対しての影響を小さくすることができる。したがって
、この移動体通信システム１によれば、第２の基地局２ｂから送受信する信号の干渉を抑
制するとともに、第１の領域４から第２の領域５に移動局３が移動したときに、最終的に
第１の領域４で使用していた周波数チャンネルとは異なる周波数チャンネルを使用して第
２の基地局２ｂと移動局３との間で情報信号を送受信するようにハードハンドオフするこ
とができる。
【００３０】
つぎに、上述の第１の基地局２ａ及び第２の基地局２ｂが下記表１に示す閾値を保有して
いるときの一例について説明する。
【００３１】
【表１】
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【００３２】
この表１は、例えば第１の基地局２ａ及び第２の基地局２ｂに内蔵されているメモリに格
納されており、例えばＣＰＵによって読み込まれることで閾値に応じた処理を行う。この
表１は、移動局３の接続数を閾値Ｎ thとして保有しているとき、上述の重複領域６に位置
している移動局３に対する第１の基地局２ａ又は第２の基地局２ｂのハンドオフ処理の一
例を示している。
【００３３】
この表１によれば、第２の基地局２ｂの接続数がピーク値Ｎ fullに達しているときには、
第１の基地局２ａとの重複領域６に位置する移動局３を送信電力制御信号についてのみソ
フトハンドオフ状態とする。一方、情報信号については、第１の基地局２ａとは異なる周
波数チャンネルを用いてハードハンドオフを行う。
【００３４】
第２の基地局２ｂの接続数がピーク値Ｎ full～閾値Ｎ thであるときには、第１の基地局２
ａとの重複領域６に位置する移動局３を送信電力制御信号についてのみソフトハンドオフ
状態とする。一方、第２の基地局２ｂは、情報信号を移動局３には送信しない。
【００３５】
第２の基地局２ｂの接続数が閾値Ｎ th以下であって、第２の基地局２ｂの通信容量に空き
があるときには、重複領域６に位置する移動局３を送信電力制御信号及び情報信号の双方
についてソフトハンドオフ状態とする。
【００３６】
このような閾値Ｎ thを上述の第１の基地局２ａと第２の基地局２ｂとが保有している場合
であって、ある移動局３が第１の領域４から第２の領域５に移動するときの第１の基地局
２ａ及び第２の基地局２ｂの動作について説明する。
【００３７】
先ず、移動局３が第１の領域４に位置するときには、図３（ａ）に示すように、第１の移
動局３からのみ制御信号及び情報信号が移動局３に対して送信される。
【００３８】
そして、移動局３が第２の基地局２ｂに向かって移動し、重複領域６に位置しているとき
、第２の基地局２ｂは、上述の表１に示した閾値Ｎ thに応じたハンドオフ処理を行う。す
なわち、この第２の基地局２ｂは、第２の領域５における移動局３の接続数が閾値Ｎ th以
上であった場合には、図３（ｂ）に示すように、制御信号についてソフトハンドオフ状態
とし、情報信号については片方の基地局２からのみ信号が送信されるハードハンドオフ状
態とする。特に、制御信号については、送信電力制御信号についてソフトハンドオフ状態
することが望ましい。
【００３９】
また、この第２の基地局２ｂは、第２の領域５における移動局３の接続数が閾値Ｎ th以下
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であった場合には、図３（ｃ）に示すように、制御信号及び情報信号を移動局３に送信し
、制御信号及び情報信号についてソフトハンドオフ状態とする。ここで、第２の基地局２
ｂの移動局３の接続数が閾値Ｎ th以上となったときには、上述の閾値Ｎ th以上となった場
合に戻る。一方、第２の基地局２ｂの移動局３の接続数が閾値Ｎ th以下のまま移動局３が
重複領域６から第２の領域５に移動したときには、第２の基地局２ｂから制御信号及び情
報信号が送信される。
【００４０】
そして、移動局３が重複領域６から第２の領域５に移動したときには、図３（ｄ）に示す
ように、第２の基地局２ｂから移動局３に制御信号及び情報信号が送信されることとなる
。
【００４１】
このように、この移動体通信システム１によれば、各基地局の通信容量に空きがあるとき
には、制御信号のみならず情報信号についてもソフトハンドオフ処理を行うことができる
ので、通信品質を向上させることができる。
【００４２】
なお、この移動体通信システム１は、閾値Ｎ thが一種類の場合に、情報信号についてソフ
トハンドオフ処理とハードハンドオフ処理とを繰り返すこととなる場合が生ずるが、例え
ばヒステリシスを設けて急激にソフトハンドオフ処理とハードハンドオフ処理とを繰り返
さないように制御すればよい。
【００４３】
つぎに、上述の第１の基地局２ａ及び第２の基地局２ｂが下記表２に示す閾値を保有して
いるときの一例について説明する。
【００４４】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４５】
この表２は、上述と同様に、例えば第１の基地局２ａ及び第２の基地局２ｂに内蔵されて
いるメモリに格納されており、例えばＣＰＵによって読み込まれることで閾値に応じた処
理を行う。この表２は、通信品質ついての閾値Ｑ thとして保有しているとき、上述の重複
領域６に位置している移動局３に対する基地局のハンドオフ処理の一例を示している。こ
こで、通信品質は、ある移動局３に対してハンドオフ処理を行っている基地局２が行って
いる通信全体での通信品質である。
【００４６】
この表２によれば、ある基地局２ｂが通信品質を最悪Ｑ worstと判断したときには、他の
基地局との重複領域６に位置する移動局３を送信電力制御信号についてのみソフトハンド
オフ状態とする。情報信号について元いた基地局２ａで使用されていた周波数とは異なる
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周波数チャンネルを用いてハードハンドオフを行う。
【００４７】
基地局２ｂが通信品質を最悪Ｑ worst～閾値Ｑ thと判断したときには、他の基地局２ａと
の重複領域６に位置する移動局３を送信電力制御信号についてのみソフトハンドオフ状態
とする。一方、基地局２ｂは、情報信号を移動局３には送信しない。
【００４８】
基地局２ｂが通信品質を閾値Ｎ th以下と判断したときには、重複領域６に位置する移動局
３を送信電力制御信号及び情報信号の双方についてソフトハンドオフ状態とする。
【００４９】
このように、移動体通信システム１は、通信品質について閾値Ｑ thを保有することにより
、システム全体としての特性、すなわち、システムの安定度及び通信品質を向上させるこ
とができる。なお、この移動体通信システム１は、ハンドオフ処理行う基地局２全体の通
信品質について閾値Ｑ thを有するともに、各基地局２で送受信する信号のＳ／Ｎ等の通信
品質についての閾値を有していても良い。
【００５０】
さらに、この移動体通信システム１は、移動局３の接続数又は通信品質について閾値を基
地局２に保有し、システムの通信容量がいっぱいであったときも、各移動局３に少なくと
も送信電力制御信号を送信することができるので、ハンドオフ先の基地局２ｂが送信電力
制御信号を送信することができ、移動局３からの予期しない送信電力の信号を基地局２ｂ
が受信するようなことがない。すなわち、この移動体通信システム１によれば、例えば移
動局３が第１の領域４から第２の領域５に移動したとき、第２の基地局２ｂは、通信容量
がいっぱいであっても、移動局３が重複領域６に位置するときに移動局３に対して送信電
力制御信号を送信することができ、移動局３からの送信電力のレベルが大きすぎて基地局
２ｂの行っている通信信号に対して大きな干渉を与えることなく移動局３の通信を最適化
することができるとともに、移動局３が重複領域６から第２の領域５に移動したときでも
、適当な送信電力で移動局３からの情報信号を受信することができる。
【００５１】
また、上述の移動体通信システム１では、重複領域６に位置する移動局３に対して図４（
ａ）に示すように制御信号のみを送信することで、ハンドオフ処理を行っていたが、図４
（ｂ）に示すように制御信号及び情報信号の双方を移動局３に送信する場合と比較して、
図４（ｃ）に示すように移動局３に送信する制御信号の送信電力を大きくしてもよい。特
に、この移動体通信システム１は、制御信号のうち、送信電力制御信号の送信電力を大き
くすることが望ましい。
【００５２】
このように、移動体通信システム１は、制御信号についてのみ移動局３をソフトハンドオ
フ状態とするとき、送信電力制御信号等の制御信号の送信波電力を増加させることにより
、移動局３における送信電力制御信号の受信誤り率を低減することができる。したがって
、この移動体通信システム１によれば、送信電力制御信号の送信波電力を増加させること
により若干通信容量が減少するものの、システム全体での安定性を向上させることができ
る。なお、この移動体通信システム１は、送信電力制御信号の送信波電力を増加させても
、制御信号についてのみソフトハンドオフ処理をしており、情報信号についてはハードハ
ンドオフ処理をしているので、送信波電力を増加させても全体として考えれば他の信号へ
の干渉が抑制される。
【００５３】
【発明の効果】
　以上詳細に説明したように、本発明に係る移動通信システムは、ハンドオフ処理を行う
ときに、 複数の移動局を同時に接続するソフトハンドオ
フ制御を行い、

基地局を備えているので
、下りリンク制御信号及びそれ以外の音声等を示す情報信号の双方についてソフトハンド
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下りリンク制御信号については、
情報信号については、ハンドオフ先となった基地局の通信容量の利用状況

に応じてハードハンドオフ制御又はソフトハンドオフ制御を行う



オフ制御を行う基地局を備えるシステムと比較してシステム全体での通信容量を増加させ
る。また、この移動通信システムによれば、

この移動通信システムによれば、例えば
基地局の通信容量がいっぱいで ハンドオフ先の基地局が他の通信に対し
て与える干渉を最低限とすべく、下りリンク制御信号のみを移動局に対して送信してソフ
トハンドオフ処理を行うので、ハンドオフ先の基地局が予期しない送信電力の上りリンク
信号を受信するようなことがなく、システムの安全性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】（ａ）が第１の領域に移動局が位置するときに第１の基地局から移動局に送信す
る下りリンク信号を説明する図であり、（ｂ）が重複領域に移動局が位置するときに第１
の基地局及び第２の基地局から移動局に送信する下りリンク信号を説明する図であり、（
ｃ）が第２の領域に移動局が位置するときに第２の基地局から移動局に送信する下りリン
ク信号を説明する図である。
【図２】移動局が第１の領域から重複領域、第２の領域を移動するときの第１の基地局及
び第２の基地局の受信電力を示す図である。
【図３】（ａ）が第１の領域に移動局が位置するときに第１の基地局から移動局に送信す
る下りリンク信号を説明する図であり、（ｂ）が重複領域に移動局が位置するときに第２
の基地局の移動局との接続数が閾値Ｎ th以上であるときの第１の基地局及び第２の基地局
から移動局に送信する下りリンク信号を説明する図であり、（ｃ）が重複領域に移動局が
位置するときに第２の基地局の移動局との接続数が閾値Ｎ th以下であるときの第１の基地
局及び第２の基地局から移動局に送信する下りリンク信号を説明する図であり、（ｄ）が
第２の領域に移動局が位置するときに第２の基地局から移動局に送信する下りリンク信号
を説明する図である。
【図４】（ａ）が制御信号についてのみソフトハンドオフを行うときの第２の基地局から
移動局に送信する下りリンク信号を示す図であり、（ｂ）が従来の IS-95における第２の
基地局から移動局に送信する下りリンク信号を示す図であり、（ｃ）が制御信号について
のみソフトハンドオフを行うときの第２の基地局から移動局に送信する下りリンク信号の
送信電力を増加させることを説明するための図である。
【図５】従来のセルラーシステムにおいてハンドオフ処理を説明するための図である。
【符号の説明】
１　移動体通信システム、２　基地局、２ａ　第１の基地局、２ｂ　第２の基地局、３　
移動局、４　第１の領域、５　第２の領域、６　重複領域
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例えば各基地局の通信容量に空きがあるとき
には、制御信号と情報信号との両方についてソフトハンドオフ処理を行うことができるの
で、通信品質を向上させることができる。一方、

あったときには、



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

(12) JP 3956479 B2 2007.8.8



フロントページの続き

(72)発明者  鈴木　三博
            東京都品川区北品川６丁目７番３５号　ソニー株式会社内

    審査官  倉本　敦史

(56)参考文献  欧州特許第００６７１８１９（ＥＰ，Ｂ１）
              特表２００１－５１６９９７（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－０１３９０７（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04B 7/24～7/26
              H04Q 7/00～7/38

(13) JP 3956479 B2 2007.8.8


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

