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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の移動局装置と、複数の通信部と、前記通信部を少なくとも１つ備える基地局装置
と、を含むとともに、
　前記通信部は、複数のセルのうちの当該通信部に対応付けられたセル内に位置する前記
移動局装置との間で無線通信可能に構成され、
　前記移動局装置は、前記通信部から所定の品質測定用信号を受信した場合に、当該受信
された品質測定用信号に基づいて、当該通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を
取得する通信品質情報取得手段を備え、
　前記複数のセルのうちの一部を構成する複数のセルを特定するセル特定情報を外部装置
から受信するセル特定情報受信手段と、
　前記移動局装置が、前記受信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対し
て、各セルと対応付けられた前記通信部との間の通信の品質を表す前記通信品質情報を取
得している場合に当該移動局装置により取得された当該通信品質情報を前記外部装置へ送
信する通信品質情報送信手段と、
　を備える通信品質情報収集システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の通信品質情報収集システムであって、
　前記セル特定情報は、互いに隣接するように配置された複数のセルを特定する情報であ
る通信品質情報収集システム。
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【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の通信品質情報収集システムであって、
　前記基地局装置は、前記セル特定情報受信手段を備え、
　前記通信品質情報送信手段は、
　前記移動局装置が、前記取得された通信品質情報を、当該移動局装置の位置を含むセル
である所属セルと対応付けられた前記通信部を介して前記基地局装置へ送信する移動局側
通信品質情報送信手段と、
　前記基地局装置が、前記移動局装置から前記通信品質情報を受信する基地局側通信品質
情報受信手段と、
　を含むとともに、
　前記基地局装置が、前記移動局装置から、前記受信されたセル特定情報により特定され
るセルのすべてに対して、各セルと対応付けられた前記通信部と当該移動局装置との間の
通信の品質を表す前記通信品質情報を受信した場合に、当該移動局装置から受信した当該
通信品質情報を前記外部装置へ送信するように構成された通信品質情報収集システム。
【請求項４】
　請求項３に記載の通信品質情報収集システムであって、
　前記移動局側通信品質情報送信手段は、複数のセルに対して前記通信品質情報を取得し
た場合であって、当該取得した複数の通信品質情報が類似している程度が、予め設定され
た類似度閾値よりも高い場合に、当該取得した通信品質情報を前記基地局装置へ送信する
ように構成された通信品質情報収集システム。
【請求項５】
　請求項１又は請求項２に記載の通信品質情報収集システムであって、
　前記基地局装置は、前記セル特定情報受信手段を備え、
　前記通信品質情報送信手段は、
　前記基地局装置が、前記受信されたセル特定情報を前記移動局装置へ送信する基地局側
セル特定情報送信手段と、
　前記移動局装置が、前記基地局装置から前記セル特定情報を受信する移動局側セル特定
情報受信手段と、
　前記移動局装置が、前記受信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対し
て、各セルと対応付けられた前記通信部との間の通信の品質を表す前記通信品質情報を取
得している場合に、当該取得された通信品質情報を前記基地局装置へ送信する移動局側通
信品質情報送信手段と、
　を含むとともに、
　前記基地局装置が、前記移動局装置から前記通信品質情報を受信し、当該受信された通
信品質情報を前記外部装置へ送信するように構成された通信品質情報収集システム。
【請求項６】
　請求項３乃至請求項５のいずれか一項に記載の通信品質情報収集システムであって、
　前記通信品質情報は、前記品質測定用信号の強度を表す情報、及び、当該品質測定用信
号の信号対干渉比を表す情報、の少なくとも１つを含む通信品質情報収集システム。
【請求項７】
　複数の移動局装置と、複数の通信部と、前記通信部を少なくとも１つ備える基地局装置
と、を含むとともに、
　前記通信部が、複数のセルのうちの当該通信部に対応付けられたセル内に位置する前記
移動局装置との間で無線通信可能に構成され、且つ、前記移動局装置が、前記通信部から
所定の品質測定用信号を受信した場合に、当該受信された品質測定用信号に基づいて、当
該通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を取得する通信品質情報取得手段を備え
る通信品質情報収集システムに適用され、
　前記複数のセルのうちの一部を構成する複数のセルを特定するセル特定情報を外部装置
から受信し、
　前記移動局装置が、前記受信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対し
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て、各セルと対応付けられた前記通信部との間の通信の品質を表す前記通信品質情報を取
得している場合に当該移動局装置により取得された当該通信品質情報を前記外部装置へ送
信する、通信品質情報収集方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の通信品質情報収集方法であって、
　前記セル特定情報は、互いに隣接するように配置された複数のセルを特定する情報であ
る通信品質情報収集方法。
【請求項９】
　請求項７又は請求項８に記載の通信品質情報収集方法であって、
　前記移動局装置が、前記取得された通信品質情報を、当該移動局装置の位置を含むセル
である所属セルと対応付けられた前記通信部を介して前記基地局装置へ送信し、
　前記基地局装置が、前記セル特定情報を前記外部装置から受信し、
　前記基地局装置が、前記移動局装置から前記通信品質情報を受信し、
　前記基地局装置が、前記移動局装置から、前記受信されたセル特定情報により特定され
るセルのすべてに対して、各セルと対応付けられた前記通信部と当該移動局装置との間の
通信の品質を表す前記通信品質情報を受信した場合に、当該移動局装置から受信した当該
通信品質情報を前記外部装置へ送信する、通信品質情報収集方法。
【請求項１０】
　請求項７又は請求項８に記載の通信品質情報収集方法であって、
　前記基地局装置が、前記セル特定情報を前記外部装置から受信し、
　前記基地局装置が、前記受信されたセル特定情報を前記移動局装置へ送信し、
　前記移動局装置が、前記基地局装置から前記セル特定情報を受信し、
　前記移動局装置が、前記受信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対し
て、各セルと対応付けられた前記通信部との間の通信の品質を表す前記通信品質情報を取
得している場合に、当該取得された通信品質情報を前記基地局装置へ送信し、
　前記基地局装置が、前記移動局装置から前記通信品質情報を受信し、当該受信された通
信品質情報を前記外部装置へ送信する、通信品質情報収集方法。
【請求項１１】
　複数の移動局装置と、複数の通信部と、前記通信部を少なくとも１つ備える基地局装置
と、を含むシステムであり、且つ、前記通信部が、複数のセルのうちの当該通信部に対応
付けられたセル内に位置する前記移動局装置との間で無線通信可能に構成されるとともに
、前記移動局装置が、前記通信部から所定の品質測定用信号を受信した場合に、当該受信
された品質測定用信号に基づいて、当該通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を
取得する通信品質情報取得手段を備えるシステムである通信品質情報収集システムと通信
可能に構成された通信品質監視システムであって、
　前記複数のセルのうちの一部を構成する複数のセルを特定するセル特定情報を前記通信
品質情報収集システムへ送信するセル特定情報送信手段と、
　前記移動局装置が、前記送信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対し
て、各セルと対応付けられた前記通信部との間の通信の品質を表す前記通信品質情報を取
得している場合に当該移動局装置により取得された当該通信品質情報を前記通信品質情報
収集システムから受信する通信品質情報受信手段と、
　を備える通信品質監視システム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の通信品質監視システムであって、
　前記セル特定情報は、互いに隣接するように配置された複数のセルを特定する情報であ
る通信品質監視システム。
【請求項１３】
　請求項１１又は請求項１２に記載の通信品質監視システムであって、
　ハンドオーバ制御の結果を統計した情報であるハンドオーバ統計情報を取得するハンド
オーバ統計情報取得手段と、
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　前記取得されたハンドオーバ統計情報に基づいて、通信品質が劣化したセルである劣化
セルを特定する劣化セル特定手段と、
　を備え、
　前記セル特定情報送信手段は、前記特定された劣化セルを特定する前記セル特定情報を
前記通信品質情報収集システムへ送信するように構成された通信品質監視システム。
【請求項１４】
　請求項１１乃至請求項１３のいずれか一項に記載の通信品質監視システムであって、
　前記受信された通信品質情報に基づいて、前記移動局装置と前記通信部との間の通信の
品質に影響を及ぼす無線パラメータを設定する無線パラメータ設定手段を備える通信品質
監視システム。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の通信品質監視システムであって、
　前記無線パラメータは、前記通信部が有するアンテナの傾斜角、前記通信部が有するア
ンテナの方位角、前記通信部から送信される電波の出力、及び、ハンドオーバの候補とな
るセルのリスト、の少なくとも１つを含む通信品質監視システム。
【請求項１６】
　複数の移動局装置と、複数の通信部と、前記通信部を少なくとも１つ備える基地局装置
と、を含み、且つ、前記通信部が、複数のセルのうちの当該通信部に対応付けられたセル
内に位置する前記移動局装置との間で無線通信可能に構成されるとともに、前記移動局装
置が、前記通信部から所定の品質測定用信号を受信した場合に、当該受信された品質測定
用信号に基づいて、当該通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を取得する通信品
質情報取得手段を備える通信品質情報収集システムと、
　前記通信品質情報収集システムと通信可能に構成された通信品質監視システムと、
　を含むとともに、
　前記通信品質監視システムは、
　前記複数のセルのうちの一部を構成する複数のセルを特定するセル特定情報を前記通信
品質情報収集システムへ送信するセル特定情報送信手段を備え、
　前記通信品質情報収集システムは、
　前記セル特定情報を前記通信品質監視システムから受信するセル特定情報受信手段と、
　前記移動局装置が、前記受信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対し
て、各セルと対応付けられた前記通信部との間の通信の品質を表す前記通信品質情報を取
得している場合に当該移動局装置により取得された当該通信品質情報を前記通信品質監視
システムへ送信する通信品質情報送信手段と、
　を備え、
　前記通信品質監視システムは、更に、
　前記通信品質情報を前記通信品質情報収集システムから受信する通信品質情報受信手段
を備える移動体通信システム。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の移動体通信システムであって、
　前記セル特定情報は、互いに隣接するように配置された複数のセルを特定する情報であ
る移動体通信システム。
【請求項１８】
　請求項１６又は請求項１７に記載の移動体通信システムであって、
　前記基地局装置は、前記セル特定情報受信手段を備え、
　前記通信品質情報送信手段は、
　前記移動局装置が、前記取得された通信品質情報を、当該移動局装置の位置を含むセル
である所属セルと対応付けられた前記通信部を介して前記基地局装置へ送信する移動局側
通信品質情報送信手段と、
　前記基地局装置が、前記移動局装置から前記通信品質情報を受信する基地局側通信品質
情報受信手段と、
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　を含むとともに、
　前記基地局装置が、前記移動局装置から、前記受信されたセル特定情報により特定され
るセルのすべてに対して、各セルと対応付けられた前記通信部と当該移動局装置との間の
通信の品質を表す前記通信品質情報を受信した場合に、当該移動局装置から受信した当該
通信品質情報を前記通信品質監視システムへ送信するように構成された移動体通信システ
ム。
【請求項１９】
　請求項１６又は請求項１７に記載の移動体通信システムであって、
　前記基地局装置は、前記セル特定情報受信手段を備え、
　前記通信品質情報送信手段は、
　前記基地局装置が、前記受信されたセル特定情報を前記移動局装置へ送信する基地局側
セル特定情報送信手段と、
　前記移動局装置が、前記基地局装置から前記セル特定情報を受信する移動局側セル特定
情報受信手段と、
　前記移動局装置が、前記受信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対し
て、各セルと対応付けられた前記通信部との間の通信の品質を表す前記通信品質情報を取
得している場合に、当該取得された通信品質情報を前記基地局装置へ送信する移動局側通
信品質情報送信手段と、
　を含むとともに、
　前記基地局装置が、前記移動局装置から前記通信品質情報を受信し、当該受信された通
信品質情報を前記通信品質監視システムへ送信するように構成された移動体通信システム
。
【請求項２０】
　通信部を少なくとも１つ備えるとともに、前記通信部が複数のセルのうちの当該通信部
に対応付けられたセル内に位置する移動局装置との間で無線通信可能に構成された基地局
装置であって、
　前記複数のセルのうちの一部を構成する複数のセルを特定するセル特定情報を外部装置
から受信するセル特定情報受信手段と、
　前記移動局装置が、前記受信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対し
て、各セルと対応付けられた前記通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を取得し
ている場合に当該移動局装置により取得された当該通信品質情報を前記外部装置へ送信す
る通信品質情報送信手段と、
　を備える基地局装置。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の基地局装置であって、
　前記セル特定情報は、互いに隣接するように配置された複数のセルを特定する情報であ
る基地局装置。
【請求項２２】
　請求項２０又は請求項２１に記載の基地局装置であって、
　前記移動局装置から前記通信品質情報を受信する基地局側通信品質情報受信手段を備え
、
　前記通信品質情報送信手段は、前記移動局装置から、前記受信されたセル特定情報によ
り特定されるセルのすべてに対して、各セルと対応付けられた前記通信部と当該移動局装
置との間の通信の品質を表す前記通信品質情報を受信した場合に、当該移動局装置から受
信した当該通信品質情報を前記外部装置へ送信するように構成された基地局装置。
【請求項２３】
　請求項２０又は請求項２１に記載の基地局装置であって、
　前記受信されたセル特定情報を前記移動局装置へ送信する基地局側セル特定情報送信手
段を備え、
　前記通信品質情報送信手段は、前記移動局装置が、前記送信されたセル特定情報により
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特定されるセルのすべてに対して、各セルと対応付けられた前記通信部との間の通信の品
質を表す前記通信品質情報を取得している場合に当該移動局装置から当該通信品質情報を
受信し、当該受信された通信品質情報を前記外部装置へ送信するように構成された基地局
装置。
【請求項２４】
　通信部を少なくとも１つ備えるとともに、前記通信部が複数のセルのうちの当該通信部
に対応付けられたセル内に位置する移動局装置との間で無線通信可能に構成された基地局
装置に、
　前記複数のセルのうちの一部を構成する複数のセルを特定するセル特定情報を外部装置
から受信するセル特定情報受信手段と、
　前記移動局装置が、前記受信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対し
て、各セルと対応付けられた前記通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を取得し
ている場合に当該移動局装置により取得された当該通信品質情報を前記外部装置へ送信す
る通信品質情報送信手段と、
　を実現させるためのプログラム。
【請求項２５】
　請求項２４に記載のプログラムであって、
　前記セル特定情報は、互いに隣接するように配置された複数のセルを特定する情報であ
るプログラム。
【請求項２６】
　請求項２４又は請求項２５に記載のプログラムであって、
　前記基地局装置に、更に、
　前記移動局装置から前記通信品質情報を受信する基地局側通信品質情報受信手段を実現
させるとともに、
　前記通信品質情報送信手段は、前記移動局装置から、前記受信されたセル特定情報によ
り特定されるセルのすべてに対して、各セルと対応付けられた前記通信部と当該移動局装
置との間の通信の品質を表す前記通信品質情報を受信した場合に、当該移動局装置から受
信した当該通信品質情報を前記外部装置へ送信するように構成されたプログラム。
【請求項２７】
　請求項２４又は請求項２５に記載のプログラムであって、
　前記基地局装置に、更に、
　前記受信されたセル特定情報を前記移動局装置へ送信する基地局側セル特定情報送信手
段を実現させるとともに、
　前記通信品質情報送信手段は、前記移動局装置が、前記送信されたセル特定情報により
特定されるセルのすべてに対して、各セルと対応付けられた前記通信部との間の通信の品
質を表す前記通信品質情報を取得している場合に当該移動局装置から当該通信品質情報を
受信し、当該受信された通信品質情報を前記外部装置へ送信するように構成されたプログ
ラム。
【請求項２８】
　複数のセルのうちの１つのセル内に位置している場合に、当該セルと対応付けられた通
信部との間で無線通信可能に構成された移動局装置であって、
　前記通信部を備える基地局装置から、前記複数のセルのうちの一部を構成する複数のセ
ルを特定するセル特定情報を受信する移動局側セル特定情報受信手段と、
　前記通信部から所定の品質測定用信号を受信した場合に、当該受信された品質測定用信
号に基づいて、当該通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を取得する通信品質情
報取得手段と、
　前記受信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対して、各セルと対応付
けられた前記通信部との間の通信の品質を表す前記通信品質情報を取得している場合に、
当該取得された通信品質情報を、当該移動局装置の位置を含むセルである所属セルと対応
付けられた前記通信部を介して前記基地局装置へ送信する移動局側通信品質情報送信手段
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と、
　を備える移動局装置。
【請求項２９】
　請求項２８に記載の移動局装置であって、
　前記セル特定情報は、互いに隣接するように配置された複数のセルを特定する情報であ
る移動局装置。
【請求項３０】
　複数のセルのうちの１つのセル内に位置している場合に、当該セルと対応付けられた通
信部との間で無線通信可能に構成された移動局装置に、
　前記通信部を備える基地局装置から、前記複数のセルのうちの一部を構成する複数のセ
ルを特定するセル特定情報を受信する移動局側セル特定情報受信手段と、
　前記通信部から所定の品質測定用信号を受信した場合に、当該受信された品質測定用信
号に基づいて、当該通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を取得する通信品質情
報取得手段と、
　前記受信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対して、各セルと対応付
けられた前記通信部との間の通信の品質を表す前記通信品質情報を取得している場合に、
当該取得された通信品質情報を、当該移動局装置の位置を含むセルである所属セルと対応
付けられた前記通信部を介して前記基地局装置へ送信する移動局側通信品質情報送信手段
と、
　を実現させるためのプログラム。
【請求項３１】
　請求項３０に記載のプログラムであって、
　前記セル特定情報は、互いに隣接するように配置された複数のセルを特定する情報であ
るプログラム。
【請求項３２】
　複数の移動局装置と、複数の通信部と、前記通信部を少なくとも１つ備える基地局装置
と、を含むシステムであり、且つ、前記通信部が、複数のセルのうちの当該通信部に対応
付けられたセル内に位置する前記移動局装置との間で無線通信可能に構成されるとともに
、前記移動局装置が、前記通信部から所定の品質測定用信号を受信した場合に、当該受信
された品質測定用信号に基づいて、当該通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を
取得する通信品質情報取得手段を備えるシステムである通信品質情報収集システムと通信
可能に構成された通信品質監視装置に、
　前記複数のセルのうちの一部を構成する複数のセルを特定するセル特定情報を前記通信
品質情報収集システムへ送信するセル特定情報送信手段と、
　前記移動局装置が、前記送信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対し
て、各セルと対応付けられた前記通信部との間の通信の品質を表す前記通信品質情報を取
得している場合に当該移動局装置により取得された当該通信品質情報を前記通信品質情報
収集システムから受信する通信品質情報受信手段と、
　を実現させるためのプログラム。
【請求項３３】
　請求項３２に記載のプログラムであって、
　前記セル特定情報は、互いに隣接するように配置された複数のセルを特定する情報であ
るプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動局装置と基地局装置との間の通信品質を表す情報を取得し、取得した情
報を外部装置へ送信する通信品質情報収集システムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　一般に、移動体通信システムにおいて、広域エリアは、セル（無線セル）と呼ばれる小
ゾーンに分割される。更に、１から１０個程度のセルに対して、１つの基地局装置が配置
される。基地局装置のアンテナは、可能な限り広い領域に対して電波を放射できるように
、鉄塔又は高層ビルの屋上等の比較的高い位置に設置される。また、セル内において通信
不能となる不感地帯を可能な限り狭くするように、アンテナのチルト角（傾斜角）、及び
、電波の送信出力等が設定される。
【０００３】
　一方、限られた周波数帯域を有効に利用するため、基地局装置のアンテナから放射され
る電波は、そのアンテナに対応付けられたセル以外のセル内の電波と過度に干渉しないこ
とが好適である。また、各セルに対してハンドオーバの候補となる周辺のセルは、予め電
波伝搬特性を良く把握した上で隣接セルとして登録される必要がある。
【０００４】
　ところで、基地局装置のアンテナのチルト角、電波の送信出力、及び、隣接セルのリス
ト（隣接セルリスト）等の無線パラメータを適切に設定するために、実際の無線品質（通
信品質）が測定される。
【０００５】
　従来、この通信品質の測定は、専用の測定器を搭載した電測車による走行試験によって
おこなわれていたが、測定とその結果の解析に多くの作業を要し、かつ、通信品質が劣化
しやすい屋内における測定が困難であるという課題があった。
【０００６】
　こうした課題を解決するため、特許文献１においては、ユーザが使用している携帯電話
端末等の移動体端末から報告される電波情報を用いて、サービスエリアの電波状況を測定
するシステムが開示されている。
【０００７】
　ところで、すべての移動体端末に、たとえば１分おきといった比較的高い頻度にて測定
を行わせると、移動体端末の消費電力が過大となる。また、移動体端末から報告される情
報量が過大となるため、その情報の処理が困難になる。そこで、特許文献１に開示された
電波状況測定システムは、移動体通信網に対して電波測定を行う測定エリア及び測定時刻
を指示し、その測定時刻において、その測定エリア内に位置する移動体端末から送信され
た通信品質情報を収集する。
【０００８】
　また、非特許文献１においては、無線端末の位置を含む所属セル及び隣接セルリストに
対する通信品質情報（通信品質を表す情報）に加えて、隣接セルリストに含まれるセル以
外のセルであって無線端末により検出された検出セルに対する通信品質情報を無線端末か
ら収集する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００３－２０４２９６号公報
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】D. Soldani and I. Ore, “Self-optimizing Neighbor Cell List for 
UTRA FDD Networks UsingDetected Set Reporting”, IEEE 65th Vehicular Technology 
Conference (VTC2007-Spring), IEEE(The Institute of Electrical and Electronics En
gineers, Inc.), 2007年4月, pp.694-698.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　ところで、通信品質の劣化は、セル間の境界の近傍の領域において生じることが多い。
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この場合、あるセル内の一部の領域においては、通信品質が劣化しているが、残余の領域
においては、通信品質は劣化していない。
【００１２】
　また、上述した文献に開示された技術においては、移動局装置及び基地局装置を含む通
信品質情報収集システムは、通信品質が劣化している領域を含むセル内に位置している移
動局装置のすべてから、通信品質情報を収集する。
【００１３】
　従って、通信品質情報収集システムが通信品質情報を外部装置へ送信するように構成さ
れている場合には、通信品質情報収集システムは、通信品質が劣化している領域に対する
通信品質情報に加えて、通信品質が劣化していない領域に対する通信品質情報も外部装置
へ送信してしまう。
【００１４】
　この結果、通信品質情報収集システムと外部装置との間の通信負荷が無駄に大きくなる
虞があった。また、外部装置が通信品質情報に基づく処理を行う際の処理負荷が無駄に大
きくなる虞があった。
【００１５】
　このため、本発明の目的は、上述した課題である「通信負荷及び処理負荷が無駄に大き
くなる場合が生じること」を解決することが可能な通信品質情報収集システムを提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　かかる目的を達成するため本発明の一形態である通信品質情報収集システムは、
　複数の移動局装置と、複数の通信部と、上記通信部を少なくとも１つ備える基地局装置
と、を含むとともに、
　上記通信部は、複数のセルのうちの当該通信部に対応付けられたセル内に位置する上記
移動局装置との間で無線通信可能に構成され、
　上記移動局装置は、上記通信部から所定の品質測定用信号を受信した場合に、当該受信
された品質測定用信号に基づいて、当該通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を
取得する通信品質情報取得手段を備え、
　上記複数のセルのうちの一部を構成する複数のセルを特定するセル特定情報を外部装置
から受信するセル特定情報受信手段と、
　上記移動局装置が、上記受信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対し
て、各セルと対応付けられた上記通信部との間の通信の品質を表す上記通信品質情報を取
得している場合に当該移動局装置により取得された当該通信品質情報を上記外部装置へ送
信する通信品質情報送信手段と、
　を備える。
【００１７】
　また、本発明の他の形態である通信品質情報収集方法は、
　複数の移動局装置と、複数の通信部と、上記通信部を少なくとも１つ備える基地局装置
と、を含むとともに、
　上記通信部が、複数のセルのうちの当該通信部に対応付けられたセル内に位置する上記
移動局装置との間で無線通信可能に構成され、且つ、上記移動局装置が、上記通信部から
所定の品質測定用信号を受信した場合に、当該受信された品質測定用信号に基づいて、当
該通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を取得する通信品質情報取得手段を備え
る通信品質情報収集システムに適用され、
　上記複数のセルのうちの一部を構成する複数のセルを特定するセル特定情報を外部装置
から受信し、
　上記移動局装置が、上記受信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対し
て、各セルと対応付けられた上記通信部との間の通信の品質を表す上記通信品質情報を取
得している場合に当該移動局装置により取得された当該通信品質情報を上記外部装置へ送
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信する、方法である。
【００１８】
　また、本発明の他の形態である通信品質監視システムは、
　複数の移動局装置と、複数の通信部と、上記通信部を少なくとも１つ備える基地局装置
と、を含むシステムであり、且つ、上記通信部が、複数のセルのうちの当該通信部に対応
付けられたセル内に位置する上記移動局装置との間で無線通信可能に構成されるとともに
、上記移動局装置が、上記通信部から所定の品質測定用信号を受信した場合に、当該受信
された品質測定用信号に基づいて、当該通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を
取得する通信品質情報取得手段を備えるシステムである通信品質情報収集システムと通信
可能に構成されたシステムである。
【００１９】
　更に、この通信品質監視システムは、
　上記複数のセルのうちの一部を構成する複数のセルを特定するセル特定情報を上記通信
品質情報収集システムへ送信するセル特定情報送信手段と、
　上記移動局装置が、上記送信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対し
て、各セルと対応付けられた上記通信部との間の通信の品質を表す上記通信品質情報を取
得している場合に当該移動局装置により取得された当該通信品質情報を上記通信品質情報
収集システムから受信する通信品質情報受信手段と、
　を備える。
【００２０】
　また、本発明の他の形態である移動体通信システムは、
　複数の移動局装置と、複数の通信部と、上記通信部を少なくとも１つ備える基地局装置
と、を含み、且つ、上記通信部が、複数のセルのうちの当該通信部に対応付けられたセル
内に位置する上記移動局装置との間で無線通信可能に構成されるとともに、上記移動局装
置が、上記通信部から所定の品質測定用信号を受信した場合に、当該受信された品質測定
用信号に基づいて、当該通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を取得する通信品
質情報取得手段を備える通信品質情報収集システムと、
　上記通信品質情報収集システムと通信可能に構成された通信品質監視システムと、
　を含むとともに、
　上記通信品質監視システムは、
　上記複数のセルのうちの一部を構成する複数のセルを特定するセル特定情報を上記通信
品質情報収集システムへ送信するセル特定情報送信手段を備え、
　上記通信品質情報収集システムは、
　上記セル特定情報を上記通信品質監視システムから受信するセル特定情報受信手段と、
　上記移動局装置が、上記受信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対し
て、各セルと対応付けられた上記通信部との間の通信の品質を表す上記通信品質情報を取
得している場合に当該移動局装置により取得された当該通信品質情報を上記通信品質監視
システムへ送信する通信品質情報送信手段と、
　を備え、
　上記通信品質監視システムは、更に、
　上記通信品質情報を上記通信品質情報収集システムから受信する通信品質情報受信手段
を備える。
【００２１】
　また、本発明の他の形態である基地局装置は、
　通信部を少なくとも１つ備えるとともに、上記通信部が複数のセルのうちの当該通信部
に対応付けられたセル内に位置する移動局装置との間で無線通信可能に構成された装置で
ある。
【００２２】
　更に、この基地局装置は、
　上記複数のセルのうちの一部を構成する複数のセルを特定するセル特定情報を外部装置
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から受信するセル特定情報受信手段と、
　上記移動局装置が、上記受信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対し
て、各セルと対応付けられた上記通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を取得し
ている場合に当該移動局装置により取得された当該通信品質情報を上記外部装置へ送信す
る通信品質情報送信手段と、
　を備える。
【００２３】
　また、本発明の他の形態であるプログラムは、
　通信部を少なくとも１つ備えるとともに、上記通信部が複数のセルのうちの当該通信部
に対応付けられたセル内に位置する移動局装置との間で無線通信可能に構成された基地局
装置に、
　上記複数のセルのうちの一部を構成する複数のセルを特定するセル特定情報を外部装置
から受信するセル特定情報受信手段と、
　上記移動局装置が、上記受信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対し
て、各セルと対応付けられた上記通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を取得し
ている場合に当該移動局装置により取得された当該通信品質情報を上記外部装置へ送信す
る通信品質情報送信手段と、
　を実現させるためのプログラムである。
【００２４】
　また、本発明の他の形態である移動局装置は、
　複数のセルのうちの１つのセル内に位置している場合に、当該セルと対応付けられた通
信部との間で無線通信可能に構成された装置である。
【００２５】
　更に、この移動局装置は、
　上記通信部を備える基地局装置から、上記複数のセルのうちの一部を構成する複数のセ
ルを特定するセル特定情報を受信する移動局側セル特定情報受信手段と、
　上記通信部から所定の品質測定用信号を受信した場合に、当該受信された品質測定用信
号に基づいて、当該通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を取得する通信品質情
報取得手段と、
　上記受信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対して、各セルと対応付
けられた上記通信部との間の通信の品質を表す上記通信品質情報を取得している場合に、
当該取得された通信品質情報を、当該移動局装置の位置を含むセルである所属セルと対応
付けられた上記通信部を介して上記基地局装置へ送信する移動局側通信品質情報送信手段
と、
　を備える。
【００２６】
　また、本発明の他の形態であるプログラムは、
　複数のセルのうちの１つのセル内に位置している場合に、当該セルと対応付けられた通
信部との間で無線通信可能に構成された移動局装置に、
　上記通信部を備える基地局装置から、上記複数のセルのうちの一部を構成する複数のセ
ルを特定するセル特定情報を受信する移動局側セル特定情報受信手段と、
　上記通信部から所定の品質測定用信号を受信した場合に、当該受信された品質測定用信
号に基づいて、当該通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を取得する通信品質情
報取得手段と、
　上記受信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対して、各セルと対応付
けられた上記通信部との間の通信の品質を表す上記通信品質情報を取得している場合に、
当該取得された通信品質情報を、当該移動局装置の位置を含むセルである所属セルと対応
付けられた上記通信部を介して上記基地局装置へ送信する移動局側通信品質情報送信手段
と、
　を実現させるためのプログラムである。
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【００２７】
　また、本発明の他の形態であるプログラムは、
　複数の移動局装置と、複数の通信部と、上記通信部を少なくとも１つ備える基地局装置
と、を含むシステムであり、且つ、上記通信部が、複数のセルのうちの当該通信部に対応
付けられたセル内に位置する上記移動局装置との間で無線通信可能に構成されるとともに
、上記移動局装置が、上記通信部から所定の品質測定用信号を受信した場合に、当該受信
された品質測定用信号に基づいて、当該通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を
取得する通信品質情報取得手段を備えるシステムである通信品質情報収集システムと通信
可能に構成された通信品質監視装置に、
　上記複数のセルのうちの一部を構成する複数のセルを特定するセル特定情報を上記通信
品質情報収集システムへ送信するセル特定情報送信手段と、
　上記移動局装置が、上記送信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対し
て、各セルと対応付けられた上記通信部との間の通信の品質を表す上記通信品質情報を取
得している場合に当該移動局装置により取得された当該通信品質情報を上記通信品質情報
収集システムから受信する通信品質情報受信手段と、
　を実現させるためのプログラムである。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明は、以上のように構成されることにより、通信負荷及び処理負荷を低減すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の第１実施形態に係る移動体通信システムの概略構成を表す図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る通信品質監視システムの機能の概略を表すブロック
図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係る通信品質監視システムが格納する基地局構成情報を
示したテーブルである。
【図４】本発明の第１実施形態に係る基地局装置の機能の概略を表すブロック図である。
【図５】本発明の第１実施形態に係る携帯電話端末が基地局装置へ送信する端末無線品質
情報を示した図である。
【図６】本発明の第１実施形態に係る通信品質監視システムの端末無線品質情報収集部が
実行する処理を示したフローチャートである。
【図７】本発明の第１実施形態に係る移動体通信システムの作動を示したシーケンス図で
ある。
【図８】本発明の第１実施形態に係る通信品質監視システムの無線パラメータ設定部が実
行する処理を示したフローチャートである。
【図９】本発明の第１実施形態の変形例に係る移動体通信システムの作動を示したシーケ
ンス図である。
【図１０】本発明の第４実施形態に係る通信品質監視システムの機能の概略を表すブロッ
ク図である。
【図１１】本発明の第４実施形態に係る基地局装置の機能の概略を表すブロック図である
。
【図１２】本発明の第４実施形態に係る通信品質監視システムが格納するハンドオーバ統
計情報を示したテーブルである。
【図１３】ハンドオーバ元のセルと、ハンドオーバ先のセルと、からなる組毎の、ハンド
オーバ失敗率の分布を示したグラフである。
【図１４】本発明の第４実施形態に係る通信品質監視システムの品質劣化セル群抽出部が
実行する処理を示したフローチャートである。
【図１５】本発明の第５実施形態に係る通信品質情報収集システムの機能の概略を表すブ
ロック図である。
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【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明に係る、通信品質情報収集システム、通信品質情報収集方法、通信品質監
視システム、移動体通信システム、基地局装置、プログラム、及び、移動局装置、の各実
施形態について図１～図１５を参照しながら説明する。
【００３１】
＜第１実施形態＞
（構成）
　図１に示したように、第１実施形態に係る移動体通信システム１０００は、移動局装置
としての携帯電話端末１００，１０１，１０２，１０３と、基地局装置５０，５１と、通
信品質監視システム９０と、を含む。本例では、通信品質監視システム９０は、通信品質
監視装置としてのサーバ装置（外部装置）を含む。なお、通信品質監視システム９０は、
複数のサーバ装置を含んでいてもよい。また、携帯電話端末１００～１０３及び基地局装
置５０，５１は、通信品質情報収集システムを構成している。
【００３２】
　基地局装置５０は、複数（本例では、３つ）の通信部を備える。通信部は、アンテナを
含む。基地局装置５１も、複数（本例では、３つ）の通信部を備える。各通信部は、複数
の無線セル（本例では、６つ）のうちの当該通信部に対応付けられた無線セル（以下、単
に「セル」とも表記する）内に位置する携帯電話端末１００～１０３との間で無線通信可
能に構成される。各セルは、正六角形状の領域である。
【００３３】
　本例では、基地局装置５０が備える第１の通信部は、セル１（Ｃｅｌｌ＃１）内に位置
する携帯電話端末１００～１０３との間で無線通信可能に構成される。更に、基地局装置
５０が備える第２の通信部は、セル２（Ｃｅｌｌ＃２）内に位置する携帯電話端末１００
～１０３との間で無線通信可能に構成される。加えて、基地局装置５０が備える第３の通
信部は、セル３（Ｃｅｌｌ＃３）内に位置する携帯電話端末１００～１０３との間で無線
通信可能に構成される。即ち、第１の通信部は、セル１と対応付けられ、第２の通信部は
、セル２と対応付けられ、第３の通信部は、セル３と対応付けられている。
【００３４】
　同様に、基地局装置５１が備える第４の通信部は、セル４（Ｃｅｌｌ＃４）内に位置す
る携帯電話端末１００～１０３との間で無線通信可能に構成される。更に、基地局装置５
１が備える第５の通信部は、セル５（Ｃｅｌｌ＃５）内に位置する携帯電話端末１００～
１０３との間で無線通信可能に構成される。加えて、基地局装置５１が備える第６の通信
部は、セル６（Ｃｅｌｌ＃６）内に位置する携帯電話端末１００～１０３との間で無線通
信可能に構成される。即ち、第４の通信部は、セル４と対応付けられ、第５の通信部は、
セル５と対応付けられ、第６の通信部は、セル６と対応付けられている。
【００３５】
　換言すると、本例では、基地局装置５０は、セル１～３からなる領域（エリア）をカバ
ー対象とし、且つ、基地局装置５１は、セル４～６からなるエリアをカバー対象としてい
る。
【００３６】
　また、各基地局装置５０，５１は、予め設定された周期が経過する毎に、各通信部から
、予め定められたリファレンス信号（品質測定用信号）を発信させる。
【００３７】
　また、基地局装置５０は、有線リンク６０（本例では、通信ケーブル）を介して、通信
品質監視システム９０と通信可能に接続されている。同様に、基地局装置５１は、有線リ
ンク６１（本例では、通信ケーブル）を介して、通信品質監視システム９０と通信可能に
接続されている。
【００３８】
　また、携帯電話端末１００は、セル１内に配置されている。従って、携帯電話端末１０
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０は、第１の通信部との間に確立された無線リンク７０を介して（即ち、第１の通信部を
介して）基地局装置５０と無線通信可能に接続されている。
【００３９】
　同様に、携帯電話端末１０１も、セル１内に配置されている。従って、携帯電話端末１
０１は、第１の通信部との間に確立された無線リンク７１を介して（即ち、第１の通信部
を介して）基地局装置５０と無線通信可能に接続されている。
【００４０】
　また、携帯電話端末１０２は、セル４内に配置されている。従って、携帯電話端末１０
２は、第４の通信部との間に確立された無線リンク７２を介して（即ち、第４の通信部を
介して）基地局装置５１と無線通信可能に接続されている。
【００４１】
　同様に、携帯電話端末１０３も、セル４内に配置されている。従って、携帯電話端末１
０３は、第４の通信部との間に確立された無線リンク７３を介して（即ち、第４の通信部
を介して）基地局装置５１と無線通信可能に接続されている。
【００４２】
　また、各携帯電話端末１００～１０３は、通信部から品質測定用信号を受信した場合に
、当該受信された品質測定用信号に基づいて、当該通信部を介した基地局装置５０，５１
との間の通信の品質を表す通信品質情報を取得する（通信品質情報取得手段）。
【００４３】
　通信品質情報は、リファレンス信号受信電界強度（ｒｓｒｐＲｅｓｕｌｔ）、及び、リ
ファレンス信号受信品質（ｒｓｒｑＲｅｓｕｌｔ）を含む。リファレンス信号受信電界強
度は、受信した品質測定用信号の強度を表す情報を含む。また、リファレンス信号受信品
質は、品質測定用信号の信号対干渉比（ＳＩＲ；Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒ
ｅｎｃｅ　Ｒａｔｉｏ）を表す情報を含む。
【００４４】
　更に、各携帯電話端末１００～１０３は、基地局装置５０，５１から端末無線品質情報
送信要求を受信した場合、取得された通信品質情報を含む端末無線品質情報を、当該携帯
電話端末１００～１０３の位置を含むセルである所属セルと対応付けられた通信部を介し
て基地局装置５０，５１へ送信する（移動局側通信品質情報送信手段、通信品質情報送信
手段の一部）。
【００４５】
　端末無線品質情報送信要求は、端末無線品質情報の送信を要求する旨を表す情報である
。なお、各携帯電話端末１００～１０３が基地局装置５０，５１へ送信する端末無線品質
情報の詳細については後述する。
【００４６】
　通信品質監視システム９０の機能は、図２に示したように、送受信部２００と、品質劣
化セル群抽出部２０１と、端末無線品質情報収集部２０２と、端末無線品質情報データベ
ース（ＤＢ）部２０３と、無線パラメータ設定部（無線パラメータ設定手段）２０４と、
基地局構成情報ＤＢ部２０５と、を含む。なお、これらの機能は、通信品質監視装置が備
える処理装置が記憶装置に記憶されているプログラムを実行することにより実現される。
【００４７】
　送受信部２００は、有線リンク６０，６１を介して基地局装置５０，５１との間で信号
を送受信する。
【００４８】
　品質劣化セル群抽出部２０１は、通信品質が劣化した複数のセル（劣化セル）からなる
劣化セル群を特定し、特定した劣化セル群を構成するセルを特定するセル特定情報を、端
末無線品質情報収集部２０２へ出力する。即ち、セル特定情報は、複数（本例では、６つ
）のセルのうちの一部を構成する複数のセル（例えば、セル１及びセル４）を特定する情
報である。
【００４９】
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　また、本例では、品質劣化セル群抽出部２０１は、「発呼要求を受信した回数」に対す
る「発呼要求に基づく呼接続が正常に終了した回数」の比を表す呼完了率が、予め設定さ
れた閾値よりも低い場合に、あるセルを劣化セルとして特定する。
【００５０】
　端末無線品質情報収集部２０２は、品質劣化セル群抽出部２０１により出力されたセル
特定情報を受け付ける。端末無線品質情報収集部２０２は、受け付けたセル特定情報を含
む通信品質情報収集要求を基地局装置５０，５１のそれぞれへ送信する（セル特定情報送
信手段）。
【００５１】
　端末無線品質情報収集部２０２は、送信した通信品質情報収集要求に応じて、基地局装
置５０，５１から通信品質情報を受信する（通信品質情報受信手段）。端末無線品質情報
収集部２０２は、受信した通信品質情報を端末無線品質情報ＤＢ部２０３に格納する（記
憶させる）。
【００５２】
　無線パラメータ設定部２０４は、端末無線品質情報ＤＢ部２０３に格納されている通信
品質情報に基づいて無線パラメータを決定（設定）する。無線パラメータは、移動局装置
と通信部との間の通信の品質に影響を及ぼすパラメータである。
【００５３】
　本例では、無線パラメータは、通信部が有するアンテナの傾斜角（アンテナチルト角）
、通信部が有するアンテナの方位角（即ち、アンテナの水平面内における向き、アンテナ
方位角）、通信部から送信される電波の出力（例えば、パイロットチャネル送信電力）、
及び、ハンドオーバの候補となるセルのリスト（隣接セルリスト）、を含む。無線パラメ
ータ設定部２０４は、決定した無線パラメータを基地局装置５０，５１へ送信するととも
に、基地局構成情報ＤＢ部２０５に格納する。
【００５４】
　基地局構成情報ＤＢ部２０５は、図３に示したように、無線パラメータとしての基地局
構成情報４００をセル毎に記憶している。基地局構成情報は、セルを特定するセル特定情
報（セルを識別するためのセル識別子、「Ｃｅｌｌ」）４１０、基地局装置を識別するた
めの基地局識別子（「Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ」）４２０、上記セルに隣接するセルの
リストである隣接セルリスト（「Ｎｅｉｇｈｂｏｒ　Ｃｅｌｌ　Ｌｉｓｔ」）４３０、パ
イロットチャネル送信電力（「Ｐｉｌｏｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｐｏｗｅｒ」）４４０、ア
ンテナチルト角（「Ａｎｔｅｎｎａ　Ｔｉｌｔ」）４５０、及び、アンテナ方位角（「Ａ
ｎｔｅｎｎａ　Ａｚｉｍｕｔｈ」）４６０等を含む。
【００５５】
　基地局装置５０の機能は、図４に示したように、送受信部３００と、呼制御部３０１と
、ハンドオーバ制御部３０２と、端末無線品質情報収集部３０３と、無線パラメータ設定
部３０４と、を含む。なお、これらの機能は、基地局装置５０が備える処理装置が記憶装
置に記憶されているプログラムを実行することにより実現される。また、基地局装置５１
も基地局装置５０と同様の機能を有する。
【００５６】
　送受信部３００は、無線リンク７０，７１を介して携帯電話端末１００，１０１との間
で無線信号を送受信する。例えば、送受信部３００は、携帯電話端末１００，１０１から
通信品質情報を含む端末無線品質情報を受信する（基地局側通信品質情報受信手段、通信
品質情報送信手段の一部）。
【００５７】
　また、送受信部３００は、有線リンク６０を介して、通信品質監視システム９０との間
で信号を送受信する。例えば、送受信部３００は、通信品質監視システム９０からセル特
定情報を含む通信品質情報収集要求を受信する（セル特定情報受信手段）。
【００５８】
　呼制御部３０１は、携帯電話端末１００～１０３に対する発呼及び着呼の制御と、無線
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リソースの割り当て（例えば、無線リンクの確立等）と、を行う。
　ハンドオーバ制御部３０２は、携帯電話端末１００～１０３のセル間の移動に伴うハン
ドオーバの制御（携帯電話端末１００～１０３との間で通信を行う通信部（又は、基地局
装置）を切り替える制御）を行う。
【００５９】
　端末無線品質情報収集部３０３は、通信品質監視システム９０から通信品質情報収集要
求を受信した場合、端末無線品質情報の送信を要求する端末無線品質情報送信要求を、基
地局装置５０と無線通信可能な携帯電話端末１００～１０３のそれぞれへ送信する。
【００６０】
　端末無線品質情報収集部３０３は、端末無線品質情報送信要求に応じて携帯電話端末１
００～１０３から送信された端末無線品質情報を受信する。そして、端末無線品質情報収
集部３０３は、受信された通信品質情報収集要求に含まれるセル特定情報により特定され
るセルのすべてに対して、各セルと対応付けられた通信部との間の通信の品質を表す通信
品質情報を送信してきた携帯電話端末１００～１０３を特定する。
【００６１】
　次いで、端末無線品質情報収集部３０３は、特定された携帯電話端末１００～１０３か
ら受信した通信品質情報のみを通信品質監視システム９０へ送信する（通信品質情報送信
手段の一部）。
【００６２】
　即ち、通信品質情報収集システムは、携帯電話端末１００～１０３が、通信品質監視シ
ステム９０から受信したセル特定情報により特定されるセルのすべてに対して、各セルと
対応付けられた通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を取得している場合に、当
該携帯電話端末１００～１０３により取得された当該通信品質情報を通信品質監視システ
ム９０へ送信する。
【００６３】
　一方、通信品質情報収集システムは、携帯電話端末１００～１０３が、通信品質監視シ
ステム９０から受信したセル特定情報により特定されるセルのすべてに対して、各セルと
対応付けられた通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を取得していない場合に、
当該携帯電話端末１００～１０３により取得された当該通信品質情報を通信品質監視シス
テム９０へ送信しない。
【００６４】
　これにより、通信品質監視システム９０は、携帯電話端末１００～１０３が、通信品質
情報収集要求に含まれるセル特定情報により特定されるセルのすべてに対して、各セルと
対応付けられた通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を取得している場合に、当
該携帯電話端末１００～１０３により取得された当該通信品質情報を基地局装置５０，５
１から受信する（通信品質情報受信手段）。
【００６５】
　無線パラメータ設定部３０４は、通信品質監視システム９０から受信した無線パラメー
タに基づいて通信部を制御する。
【００６６】
　図５は、各携帯電話端末１００～１０３が基地局装置５０，５１へ送信する端末無線品
質情報５００の例を示す。この端末無線品質情報５００は、非特許文献２の「Ｅｖｏｌｖ
ｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ－
ＵＴＲＡ）」の仕様において規定される測定情報に基づく情報である。なお、端末無線品
質情報は、他の形式に従った情報であってもよい。
【非特許文献２】3GPP TS 36.331 “Radio Resource Control(RRC); Protocol specifica
tion (Release 8)”, Sec. 6.3.5. Measurement informationelements.
【００６７】
　端末無線品質情報５００は、端末無線品質測定の識別子（ｍｅａｓＩｄ）５１０、携帯
電話端末が所属するセル（所属セル、帰属セル）に対する通信品質情報である所属セル（
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Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｃｅｌｌ）無線品質測定結果（ｍｅａｓＲｅｓｕｌｔＳｅｒｖＣｅｌｌ
）５２０、及び、所属セルに隣接するセル（隣接セル、周辺セル）に対する通信品質情報
である周辺セル無線品質測定結果（ｍｅａｓＲｅｓｕｌｔＮｅｉｇｈＣｅｌｌｓ）５３０
，５４０，５５０を含む。
【００６８】
　所属セル無線品質測定結果５２０は、リファレンス信号受信電界強度（ｒｓｒｐＲｅｓ
ｕｌｔ）５２１と、リファレンス信号受信品質（ｒｓｒｑＲｅｓｕｌｔ）５２２と、を含
む。周辺セル無線品質測定結果１（５３０）は、周辺セルを識別するための周辺セル識別
子１（５３１）と、リファレンス信号受信電界強度５３２と、リファレンス信号受信品質
５３３と、を含む。周辺セル無線品質測定結果２（５４０）及び周辺セル無線品質測定結
果３（５５０）も、周辺セル無線品質測定結果１（５３０）と同様の情報を含む。
【００６９】
　即ち、各携帯電話端末１００～１０３は、所属セルに対する通信品質情報と、隣接セル
に対する通信品質情報と、を含む端末無線品質情報５００を基地局装置５０，５１へ送信
している、と言うことができる。所属セルに対する通信品質情報は、携帯電話端末と、所
属セルに対応付けられた通信部と、の間の通信の品質を表す通信品質情報である。隣接セ
ルに対する通信品質情報は、携帯電話端末と、隣接セルに対応付けられた通信部と、の間
の通信の品質を表す通信品質情報である。
【００７０】
（作動）
　次に、上述した移動体通信システム１０００の作動について具体的に述べる。
　図６にフローチャートにより示したように、通信品質監視システム９０の端末無線品質
情報収集部２０２は、処理を開始する（ステップＳ２００）と、品質劣化セル群抽出部２
０１から出力されるセル特定情報を受け付ける（ステップＳ２０１）。
【００７１】
　いま、何らかの原因によって、セル１とセル４との境界の近傍の領域（品質劣化領域）
４０（図１において、斜線によりハッチングされた楕円形の領域）において、通信品質が
劣化している場合を想定して説明を続ける。
【００７２】
　また、携帯電話端末１０１及び携帯電話端末１０２のそれぞれが、品質劣化領域４０内
に位置している場合を想定する。更に、携帯電話端末１０１及び携帯電話端末１０２のそ
れぞれが、第１の通信部から発信された品質測定用信号と、第４の通信部から発信された
品質測定用信号と、の両方を受信している場合を想定する。
【００７３】
　従って、この場合、端末無線品質情報収集部２０２は、セル１及びセル４のそれぞれを
特定するためのセル特定情報を受け付ける。即ち、セル特定情報は、複数のセルのうちの
一部を構成する複数のセル（ここでは、セル１及びセル４）を特定する情報である。
【００７４】
　次に、端末無線品質情報収集部２０２は、各基地局装置５０，５１に対する通信品質情
報収集要求の送信を１度で済ませることができるように、基地局装置毎にセル特定情報を
集約する（ステップＳ２０２）。
【００７５】
　そして、端末無線品質情報収集部２０２は、基地局装置５０，５１のそれぞれに対して
、集約されたセル特定情報（ここでは、セル１及びセル４を特定するためのセル特定情報
）を含む通信品質情報収集要求を当該基地局装置５０，５１へ送信する（ステップＳ２０
３）。
【００７６】
　次いで、端末無線品質情報収集部２０２は、送信した通信品質情報収集要求に応じて、
基地局装置５０，５１から通信品質情報を受信する（ステップＳ２０４）。その後、端末
無線品質情報収集部２０２は、受信した通信品質情報を端末無線品質情報ＤＢ部２０３に
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格納し（ステップＳ２０５）、処理を終了する（ステップＳ２０６）。
【００７７】
　ここで、上記ステップＳ２０３及びステップＳ２０４に係る移動体通信システム１００
０の作動について、図７に示したシーケンス図を参照しながら、より具体的に説明する。
【００７８】
　通信品質監視システム９０は、劣化セル（ここでは、セル１及びセル４）を検出すると
、先ず、セル１と対応付けられた通信部を備える基地局装置５０へ通信品質情報収集要求
を送信する（ステップＭ１００）。
【００７９】
　次いで、基地局装置５０は、セル１内に位置する携帯電話端末１００，１０１のそれぞ
れへ、端末無線品質情報送信要求を送信する（ステップＭ１０１）。
【００８０】
　これにより、携帯電話端末１００，１０１のそれぞれは、取得した通信品質情報のうち
の、所属セル（セル１）、並びに、隣接セル（セル２、セル３、セル４、及び、セル５）
のいずれかに対する通信品質情報を含む端末無線品質情報を基地局装置５０へ送信する（
ステップＭ１０２）。
【００８１】
　上記仮定に従えば、携帯電話端末１００は、セル１に対応付けられた第１の通信部から
発信された品質測定用信号のみを受信する。従って、携帯電話端末１００は、セル１に対
する通信品質情報のみを含む端末無線品質情報を基地局装置５０へ送信する。
【００８２】
　一方、携帯電話端末１０１は、セル１に対応付けられた第１の通信部から発信された品
質測定用信号と、セル４に対応付けられた第４の通信部から発信された品質測定用信号と
、を受信する。従って、携帯電話端末１０１は、セル１に対する通信品質情報と、セル４
に対する通信品質情報と、を含む端末無線品質情報を基地局装置５０へ送信する。
【００８３】
　そして、基地局装置５０は、上記受信された通信品質情報収集要求に含まれるセル特定
情報により特定されるセルのすべて（ここでは、セル１及びセル４の両方）に対して、各
セルと対応付けられた通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を送信してきた携帯
電話端末１００～１０３を特定する。上記仮定に従えば、基地局装置５０は、携帯電話端
末１０１を特定する。
【００８４】
　更に、基地局装置５０は、特定された携帯電話端末１０１から受信した通信品質情報の
みを通信品質監視システム９０へ送信する（ステップＭ１０３）。
【００８５】
　同様に、通信品質監視システム９０は、セル４と対応付けられた通信部を備える基地局
装置５１へ通信品質情報収集要求を送信する（ステップＭ１０４）。
【００８６】
　次いで、基地局装置５１は、セル４内に位置する携帯電話端末１０２，１０３のそれぞ
れへ、端末無線品質情報送信要求を送信する（ステップＭ１０５）。
【００８７】
　これにより、携帯電話端末１０２，１０３のそれぞれは、取得した通信品質情報のうち
の、所属セル（セル４）、並びに、隣接セル（セル１、セル２、セル５、及び、セル６）
のいずれかに対する通信品質情報を含む端末無線品質情報を基地局装置５１へ送信する（
ステップＭ１０６）。
【００８８】
　上記仮定に従えば、携帯電話端末１０３は、セル４に対応付けられた第４の通信部から
発信された品質測定用信号のみを受信する。従って、携帯電話端末１０３は、セル４に対
する通信品質情報のみを含む端末無線品質情報を基地局装置５１へ送信する。
【００８９】
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　一方、携帯電話端末１０２は、セル１に対応付けられた第１の通信部から発信された品
質測定用信号と、セル４に対応付けられた第４の通信部から発信された品質測定用信号と
、を受信する。従って、携帯電話端末１０２は、セル１に対する通信品質情報と、セル４
に対する通信品質情報と、を含む端末無線品質情報を基地局装置５１へ送信する。
【００９０】
　そして、基地局装置５１は、上記受信された通信品質情報収集要求に含まれるセル特定
情報により特定されるセルのすべて（ここでは、セル１及びセル４の両方）に対して、各
セルと対応付けられた通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を送信してきた携帯
電話端末１００～１０３を特定する。上記仮定に従えば、基地局装置５１は、携帯電話端
末１０２を特定する。
【００９１】
　更に、基地局装置５１は、特定された携帯電話端末１０２から受信した通信品質情報の
みを通信品質監視システム９０へ送信する（ステップＭ１０７）。
【００９２】
　一方、通信品質監視システム９０の無線パラメータ設定部２０４は、図８にフローチャ
ートにより示したように、処理を開始する（ステップＳ３００）と、劣化セルとして特定
されたセルに対する通信品質情報を端末無線品質情報ＤＢ部２０３から取得する（ステッ
プＳ３０１）。
【００９３】
　例えば、劣化セルとして、セル１及びセル４が特定（指定）された場合、無線パラメー
タ設定部２０４は、端末無線品質情報ＤＢ部２０３に格納されている通信品質情報のうち
の、セル１に対する通信品質情報と、セル４に対する通信品質情報と、を取得する。
【００９４】
　そして、無線パラメータ設定部２０４は、取得した通信品質情報を分析する処理を行う
ことにより、通信品質が劣化した原因を推定し、推定結果に応じて、無線パラメータの最
適化を行う。
【００９５】
　より具体的に述べると、無線パラメータ設定部２０４は、ステップＳ３０２にて、隣接
セルとして登録されていない（隣接セルに未登録の）セルに対する通信品質情報が表す通
信品質が予め設定された品質閾値よりも高いか否かを判定する。
【００９６】
　隣接セルに未登録のセルに対する通信品質情報が表す通信品質が品質閾値よりも高い場
合、無線パラメータ設定部２０４は、「Ｙｅｓ」と判定（即ち、隣接リスト設定漏れであ
ると判定）し、基地局装置５０，５１へ、当該セルを隣接セルのリストに追加する旨を指
示する情報を送信するとともに、基地局構成情報を更新する（ステップＳ３０３）。その
後、無線パラメータ設定部２０４は、処理を終了する（ステップＳ３０４）。
【００９７】
　一方、隣接セルに未登録のセルに対する通信品質情報が表す通信品質が品質閾値以下で
ある場合、無線パラメータ設定部２０４は、「Ｎｏ」と判定してステップＳ３０５へ進む
。そして、無線パラメータ設定部２０４は、リファレンス信号の受信電界強度が、予め設
定された強度閾値以下となる割合が、予め設定された第１の割合閾値よりも大きいか否か
を判定する。
【００９８】
　リファレンス信号の受信電界強度が強度閾値以下となる割合が、第１の割合閾値よりも
大きい場合、無線パラメータ設定部２０４は、「Ｙｅｓ」と判定（即ち、カバレッジ不足
であると判定）し、基地局装置５０，５１へ、送信電力増加又はアンテナアップチルトを
行う旨を指示する情報を送信するとともに、基地局構成情報を更新する（ステップＳ３０
６）。その後、無線パラメータ設定部２０４は、処理を終了する（ステップＳ３０４）。
【００９９】
　一方、リファレンス信号の受信電界強度が強度閾値以下となる割合が、第１の割合閾値
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以下である場合、無線パラメータ設定部２０４は、「Ｎｏ」と判定してステップＳ３０８
へ進む。そして、無線パラメータ設定部２０４は、信号対干渉比が予め設定された比閾値
未満となる割合が予め設定された第２の割合閾値よりも大きいか否かを判定する。
【０１００】
　信号対干渉比が比閾値未満となる割合が第２の割合閾値よりも大きい場合、無線パラメ
ータ設定部２０４は、「Ｙｅｓ」と判定（即ち、オーバラップ過多であると判定）し、基
地局装置５０，５１へ、送信電力削減又はアンテナダウンチルトを行う旨を指示する情報
を送信するとともに、基地局構成情報を更新する（ステップＳ３０９）。その後、無線パ
ラメータ設定部２０４は、処理を終了する（ステップＳ３０４）。
【０１０１】
　一方、信号対干渉比が比閾値未満となる割合が第２の割合閾値以下である場合、無線パ
ラメータ設定部２０４は、「Ｎｏ」と判定してステップＳ３０４へ進み、処理を終了する
。
【０１０２】
　なお、上述した無線パラメータ設定部２０４の処理は、無線パラメータを最適化するた
めの処理の一例である。従って、無線パラメータ設定部２０４は、他の処理を行うことに
より、無線パラメータを最適化してもよい。
【０１０３】
　以上、説明したように、本発明による移動体通信システムの第１実施形態によれば、通
信品質情報収集システムは、通信品質監視システム９０により特定されたセルのすべてに
対して通信品質情報を取得した携帯電話端末１００～１０３により取得された通信品質情
報のみを通信品質監視システム９０へ送信する。ところで、携帯電話端末１００～１０３
が複数の通信部から品質測定用信号を受信可能な領域は、セルの一部を構成する領域であ
ることが多い。
【０１０４】
　従って、上記構成によれば、通信品質情報収集システムは、セルの一部を構成する領域
内に位置する携帯電話端末１００～１０３により取得された通信品質情報のみを通信品質
監視システム９０へ送信することができる。この結果、セル内に位置するすべての携帯電
話端末１００～１０３により取得された通信品質情報を通信品質監視システム９０へ送信
する場合と比較して、通信品質情報収集システムと通信品質監視システム９０との間の通
信負荷を低減することができる。更に、通信品質監視システム９０が通信品質情報に基づ
く処理を行う際の処理負荷も低減することができる。
【０１０５】
　更に、上記第１実施形態において、セル特定情報は、互いに隣接するように配置された
複数のセルを特定する情報である。
【０１０６】
　ところで、セル間の境界の近傍の領域において、通信の品質が劣化しやすい。従って、
上記構成によれば、通信品質情報収集システムは、通信の品質が劣化した領域内に位置す
る携帯電話端末１００～１０３により取得された通信品質情報のみを通信品質監視システ
ム９０へ送信する。この結果、通信品質監視システム９０は、通信品質情報収集システム
から受信した通信品質情報を用いることにより、通信の品質が劣化した領域における通信
の品質を高めるための適切な無線パラメータを取得することができる。
【０１０７】
　加えて、上記第１実施形態において、通信品質監視システム９０は、受信された通信品
質情報に基づいて、携帯電話端末１００～１０３と通信部との間の通信の品質に影響を及
ぼす無線パラメータを設定する。これによれば、通信品質監視システム９０は、受信した
通信品質情報に基づいて無線パラメータを適切に設定することができる。この結果、携帯
電話端末１００～１０３と通信部との間の通信の品質を高めることができる。
【０１０８】
＜第１実施形態の変形例＞
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　次に、本発明の第１実施形態の変形例に係る移動体通信システムについて説明する。第
１実施形態の変形例に係る移動体通信システムは、上記第１実施形態に係る移動体通信シ
ステムに対して、セル間の境界の近傍に位置している携帯電話端末のみが通信品質情報を
基地局装置へ送信するように構成されている点において相違している。従って、以下、か
かる相違点を中心として説明する。
【０１０９】
　各携帯電話端末１００～１０３は、複数のセルに対して通信品質情報を取得した場合で
あって、当該取得した複数の通信品質情報が類似している程度が、予め設定された類似度
閾値よりも高い場合に、取得した通信品質情報を基地局装置５０，５１へ送信するように
構成されている。
【０１１０】
　本例では、各携帯電話端末１００～１０３は、複数のセルに対して取得したリファレン
ス信号受信品質の差が、予め設定された差閾値以下である場合に、当該複数のセルに対し
て取得した通信品質情報を基地局装置５０，５１へ送信するように構成されている。
【０１１１】
　この変形例に係る移動体通信システム１０００の作動について、図７に代わる図９に示
したシーケンス図を参照しながら、より具体的に説明する。
【０１１２】
　通信品質監視システム９０は、劣化セル（ここでは、セル１及びセル４）を検出すると
、先ず、セル１と対応付けられた通信部を備える基地局装置５０へ通信品質情報収集要求
を送信する（ステップＭ１２０）。次いで、基地局装置５０は、セル１内に位置する携帯
電話端末１００，１０１のそれぞれへ、端末無線品質情報送信要求を送信する（ステップ
Ｍ１２１）。
【０１１３】
　携帯電話端末１００，１０１のそれぞれは、複数のセルに対して取得したリファレンス
信号受信品質の差が差閾値以下である場合に、当該複数のセルに対して取得した通信品質
情報を基地局装置５０へ送信する。
【０１１４】
　いま、携帯電話端末１０１がセル１に対して取得したリファレンス信号受信品質と、携
帯電話端末１０１がセル４に対して取得したリファレンス信号受信品質と、の差が、差閾
値以下である場合を想定する。
【０１１５】
　この場合、携帯電話端末１０１は、セル１に対する通信品質情報と、セル４に対する通
信品質情報と、を含む端末無線品質情報を基地局装置５０へ送信する（ステップＭ１２２
）。
【０１１６】
　一方、携帯電話端末１００は、セル１のみに対する通信品質情報を取得している。従っ
て、携帯電話端末１００は、端末無線品質情報を基地局装置５０へ送信しない。
【０１１７】
　そして、基地局装置５０は、上記受信された通信品質情報収集要求に含まれるセル特定
情報により特定されるセルのすべて（ここでは、セル１及びセル４の両方）に対して、各
セルと対応付けられた通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を送信してきた携帯
電話端末１００～１０３を特定する。上記仮定に従えば、基地局装置５０は、携帯電話端
末１０１を特定する。
【０１１８】
　更に、基地局装置５０は、特定された携帯電話端末１０１から受信した通信品質情報の
みを通信品質監視システム９０へ送信する（ステップＭ１２３）。
【０１１９】
　同様に、通信品質監視システム９０は、セル４と対応付けられた通信部を備える基地局
装置５１へ通信品質情報収集要求を送信する（ステップＭ１２４）。以降、移動体通信シ
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ステム１０００は、上記ステップＭ１２０～ステップＭ１２３と同様のステップＭ１２４
～ステップＭ１２７を実行する。
【０１２０】
　このように、上記変形例によれば、上記第１実施形態と同様の作用及び効果を奏するこ
とができる。更に、上記変形例によれば、セル内に位置するすべての携帯電話端末１００
～１０３により取得された通信品質情報が基地局装置５０，５１へ送信される場合と比較
して、携帯電話端末１００～１０３と基地局装置５０，５１との間の通信負荷を低減する
ことができる。
【０１２１】
＜第２実施形態＞
　次に、本発明の第２実施形態に係る移動体通信システムについて説明する。第２実施形
態に係る移動体通信システムは、上記第１実施形態に係る移動体通信システムに対して、
携帯電話端末が、所属セル及び隣接セルに登録されたセル以外のセルに対する通信品質情
報を含む端末無線品質情報を基地局装置へ送信する点において相違している。従って、以
下、かかる相違点を中心として説明する。
【０１２２】
　第２実施形態に係る携帯電話端末１００～１０３のそれぞれは、端末無線品質情報送信
要求を受信した場合、品質測定用信号を受信することにより取得した通信品質情報のすべ
てを含む端末無線品質情報を基地局装置へ送信する。
【０１２３】
　即ち、携帯電話端末１００～１０３のそれぞれは、所属セルに対する通信品質情報と、
隣接セルリストに登録されたセルに対する通信品質情報と、に加えて、隣接セルリストに
登録されていないセル（隣接セルリストには登録されていないが携帯電話端末において検
出されたセル、Ｄｅｔｅｃｔｅｄ　Ｃｅｌｌ）に対する通信品質情報も含む端末無線品質
情報を基地局装置へ送信し得る。
【０１２４】
　この第２実施形態に係る移動体通信システムによっても、第１実施形態に係る移動体通
信システムと同様の作用及び効果を奏することができる。
【０１２５】
＜第３実施形態＞
　次に、本発明の第３実施形態に係る移動体通信システムについて説明する。第３実施形
態に係る移動体通信システムは、上記第１実施形態に係る移動体通信システムに対して、
携帯電話端末が、特定されたセルに対する通信品質情報のみを基地局装置へ送信する点に
おいて相違している。従って、以下、かかる相違点を中心として説明する。
【０１２６】
　端末無線品質情報収集部３０３は、通信品質監視システム９０から通信品質情報収集要
求を受信した場合、端末無線品質情報送信要求を、基地局装置５０と無線通信可能な携帯
電話端末１００～１０３のそれぞれへ送信する。ここで、端末無線品質情報送信要求は、
端末無線品質情報の送信を要求する旨を表す情報である。更に、端末無線品質情報送信要
求は、通信品質情報収集要求に含まれるセル特定情報を含む。従って、端末無線品質情報
収集部３０３は、基地局側セル特定情報送信手段、及び、通信品質情報送信手段の一部を
構成している。
【０１２７】
　端末無線品質情報収集部３０３は、端末無線品質情報送信要求に応じて携帯電話端末１
００～１０３から送信された端末無線品質情報を受信する。そして、端末無線品質情報収
集部３０３は、受信された端末無線品質情報に含まれる通信品質情報を通信品質監視シス
テム９０へ送信（転送）する（通信品質情報送信手段の一部）。
【０１２８】
　各携帯電話端末１００～１０３は、基地局装置５０，５１から端末無線品質情報送信要
求を受信する（移動局側セル特定情報受信手段、通信品質情報送信手段の一部）。
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【０１２９】
　各携帯電話端末１００～１０３は、受信された端末無線品質情報送信要求に含まれるセ
ル特定情報により特定されるセルのすべてに対して、各セルと対応付けられた通信部との
間の通信の品質を表す通信品質情報を取得している場合に、当該取得された通信品質情報
を基地局装置５０，５１へ送信する（移動局側通信品質情報送信手段、通信品質情報送信
手段の一部）。
【０１３０】
　次に、第３実施形態に係る移動体通信システム１０００の作動について、図７に代わる
図９に示したシーケンス図を参照しながら、より具体的に説明する。
【０１３１】
　通信品質監視システム９０は、劣化セル（ここでは、セル１及びセル４）を検出すると
、先ず、セル１と対応付けられた通信部を備える基地局装置５０へ通信品質情報収集要求
を送信する（ステップＭ１２０）。次いで、基地局装置５０は、セル１内に位置する携帯
電話端末１００，１０１のそれぞれへ、端末無線品質情報送信要求を送信する（ステップ
Ｍ１２１）。
【０１３２】
　上記仮定に従えば、携帯電話端末１００は、セル１に対応付けられた第１の通信部から
発信された品質測定用信号のみを受信する。従って、携帯電話端末１００は、セル特定情
報により特定されるセルのすべて（ここでは、セル１及びセル４の両方）に対して、各セ
ルと対応付けられた通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を取得していない。従
って、携帯電話端末１００は、通信品質情報を基地局装置５０へ送信しない。
【０１３３】
　一方、携帯電話端末１０１は、セル１に対応付けられた第１の通信部から発信された品
質測定用信号と、セル４に対応付けられた第４の通信部から発信された品質測定用信号と
、を受信する。従って、携帯電話端末１０１は、セル特定情報により特定されるセルのす
べて（ここでは、セル１及びセル４の両方）に対して、各セルと対応付けられた通信部と
の間の通信の品質を表す通信品質情報を取得している。従って、携帯電話端末１０１は、
セル１に対する通信品質情報と、セル４に対する通信品質情報と、を含む端末無線品質情
報を基地局装置５０へ送信する（ステップＭ１２２）。
【０１３４】
　そして、基地局装置５０は、上記受信された端末無線品質情報に含まれる通信品質情報
（即ち、携帯電話端末１０１から受信した、セル１に対する通信品質情報、及び、セル４
に対する通信品質情報）を、通信品質監視システム９０へ送信する（ステップＭ１２３）
。
【０１３５】
　同様に、通信品質監視システム９０は、セル４と対応付けられた通信部を備える基地局
装置５１へ通信品質情報収集要求を送信する（ステップＭ１２４）。以降、移動体通信シ
ステム１０００は、上記ステップＭ１２０～ステップＭ１２３と同様のステップＭ１２４
～ステップＭ１２７を実行する。
【０１３６】
　このように、上記第３実施形態によれば、上記第１実施形態と同様の作用及び効果を奏
することができる。更に、上記第３実施形態によれば、セル内に位置するすべての携帯電
話端末１００～１０３により取得された通信品質情報が基地局装置５０，５１へ送信され
る場合と比較して、携帯電話端末１００～１０３と基地局装置５０，５１との間の通信負
荷を低減することができる。
【０１３７】
＜第４実施形態＞
　次に、本発明の第４実施形態に係る移動体通信システムについて説明する。第４実施形
態に係る移動体通信システムは、上記第１実施形態に係る移動体通信システムに対して、
ハンドオーバ制御の結果を統計した情報に基づいて劣化セルを特定するように構成されて
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いる点において相違している。従って、以下、かかる相違点を中心として説明する。
【０１３８】
　第４実施形態に係る移動体通信システム１０００は、通信品質監視システム９０に代え
て通信品質監視システム９１を含む。また、第４実施形態に係る移動体通信システム１０
００は、基地局装置５０，５１に代えて基地局装置５２，５３を含む。
【０１３９】
　通信品質監視システム９１の機能は、図１０に示したように、通信品質監視システム９
０が有する機能に加えて、無線網品質統計収集部２０６と、ハンドオーバ統計収集部２０
７と、ハンドオーバ統計情報ＤＢ部２０８と、を含む。
【０１４０】
　ハンドオーバ統計収集部２０７は、ハンドオーバ制御の結果を統計した情報であるハン
ドオーバ統計情報を基地局装置５２，５３から受信することにより取得する（ハンドオー
バ統計情報取得手段）。
　ハンドオーバ統計情報ＤＢ部２０８は、ハンドオーバ統計収集部２０７により取得され
たハンドオーバ統計情報を格納する。
【０１４１】
　品質劣化セル群抽出部２０１は、ハンドオーバ統計情報ＤＢ部２０８に格納されている
ハンドオーバ統計情報に基づいて、通信品質が劣化したセルである劣化セルを特定する（
劣化セル特定手段）。
　端末無線品質情報収集部２０２は、品質劣化セル群抽出部２０１により特定された劣化
セルを特定するセル特定情報を含む通信品質情報収集要求を基地局装置５２，５３へ送信
する（セル特定情報送信手段）。
【０１４２】
　基地局装置５２は、図１１に示したように、基地局装置５０が有する機能に加えて、無
線網品質統計生成部３０５と、ハンドオーバ統計生成部３０６と、を含む。
【０１４３】
　無線網品質統計生成部３０５は、呼制御部３０１及びハンドオーバ制御部３０２から、
呼制御、及び、ハンドオーバ制御の結果を表す情報を受け付け、当該受け付けた情報を統
計した情報である品質統計情報を生成する。
【０１４４】
　ハンドオーバ統計生成部３０６は、ハンドオーバ制御部３０２から、ハンドオーバ制御
の結果を表す情報を受け付け、当該受け付けた情報を統計した情報であるハンドオーバ統
計情報を生成する。ハンドオーバ統計生成部３０６は、生成したハンドオーバ統計情報を
通信品質監視システム９１へ送信する。
　なお、基地局装置５３も、基地局装置５２と同様の機能を有する。
【０１４５】
　図１２は、通信品質監視システム９１のハンドオーバ統計情報ＤＢ部２０８が格納する
ハンドオーバ統計情報６００の例を示す。ハンドオーバ統計情報６００は、ハンドオーバ
元となるセルを識別するための識別子（Ｓｏｕｒｃｅ　Ｃｅｌｌ）６１０と、ハンドオー
バ先となるセルを識別するための識別子（Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ　Ｃｅｌｌ）６２０と
、ハンドオーバ試行回数（Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ａｔｔｅｍｐｔ）６３０と、ハンドオーバ
失敗回数（Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｆａｉｌｕｒｅ　Ｃｏｕｎｔ）６４０と、ハンドオーバ失
敗率（Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｆａｉｌｕｒｅ　Ｒａｔｉｏ）６５０と、を含む。
【０１４６】
　ここで、ハンドオーバ試行回数６３０は、単位時間あたりにハンドオーバ制御が試行さ
れた回数である。また、ハンドオーバ失敗回数６４０は、ハンドオーバ制御が失敗した回
数である。また、ハンドオーバ失敗率６５０は、ハンドオーバ試行回数６３０に対するハ
ンドオーバ失敗回数６４０の比である。
【０１４７】
　図１３は、ハンドオーバ元のセルと、ハンドオーバ先のセルと、からなる組毎の、ハン
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ドオーバ失敗率ｒ１２，ｒ１３，ｒ１４，ｒ１５，ｒ１６の分布の例を示したグラフであ
る。
【０１４８】
　この例では、セル１をハンドオーバ元とし且つセル２をハンドオーバ先とした場合のハ
ンドオーバ失敗率ｒ１２が１％であり、セル１をハンドオーバ元とし且つセル３をハンド
オーバ先とした場合のハンドオーバ失敗率ｒ１３が２％であり、セル１をハンドオーバ元
とし且つセル４をハンドオーバ先とした場合のハンドオーバ失敗率ｒ１４が２０％であり
、セル１をハンドオーバ元とし且つセル５をハンドオーバ先とした場合のハンドオーバ失
敗率ｒ１５が１％であり、セル１をハンドオーバ元とし且つセル６をハンドオーバ先とし
た場合のハンドオーバ失敗率ｒ１６が３％である。
【０１４９】
　従って、この例では、セル１をハンドオーバ元とし且つセル４をハンドオーバ先とした
場合のハンドオーバ失敗率ｒ１４が、他のハンドオーバ失敗率よりも極めて高いことが分
かる。
【０１５０】
　次に、通信品質監視システム９１の品質劣化セル群抽出部２０１の作動について具体的
に述べる。
　図１４にフローチャートにより示したように、品質劣化セル群抽出部２０１は、処理を
開始する（ステップＳ１００）と、監視対象として定められたすべてのセルを順次選択す
る（ステップＳ１０１）。そして、品質劣化セル群抽出部２０１は、すべてのセルについ
て検査を完了すると処理を終了する（ステップＳ１０８）。
【０１５１】
　品質劣化セル群抽出部２０１は、ステップＳ１０１にてセルｉを選択すると、ハンドオ
ーバ統計情報ＤＢ部２０８からハンドオーバ統計情報を取得し（ステップＳ１０２）、セ
ル全体のハンドオーバ失敗率ｒｉが閾値α１よりも大きいか否かを判定する（ステップＳ
１０３）。セル全体のハンドオーバ失敗率ｒｉは、セルｉをハンドオーバ元とし且つ任意
のセルをハンドオーバ先とした場合のハンドオーバ失敗率の和である。
【０１５２】
　セル全体のハンドオーバ失敗率ｒｉが閾値α１よりも大きい場合、品質劣化セル群抽出
部２０１は、ステップＳ１０３にて「Ｙｅｓ」と判定してステップＳ１０４へ進み、セル
ｉと、ハンドオーバ失敗数比（ｆｉｊ／ｆｉ）が閾値α２よりも大きいセルｊと、を劣化
セル（劣化セル群）として特定する。
【０１５３】
　ここで、ハンドオーバ失敗数比（ｆｉｊ／ｆｉ）は、「セルｉをハンドオーバ元とし且
つ任意のセルをハンドオーバ先とした場合のハンドオーバ失敗数ｆｉ」に対する「セルｉ
をハンドオーバ元とし且つセルｊをハンドオーバ先とした場合のハンドオーバ失敗数ｆｉ
ｊ」の比である。
【０１５４】
　一方、セル全体のハンドオーバ失敗率ｒｉが閾値α１以下であった場合、品質劣化セル
群抽出部２０１は、ステップＳ１０３にて「Ｎｏ」と判定してステップＳ１０６へ進み、
ハンドオーバ失敗率が隣接セル間で著しく偏っているか否かを判定する。
【０１５５】
　ハンドオーバ失敗率の偏りを判定するために、一般的に用いられる、ハーフィンダール
係数、又は、エントロピー等の指標を用いることができる。
　ハンドオーバ失敗率が隣接セル間で著しく偏っていると判定された場合、品質劣化セル
群抽出部２０１は、ステップＳ１０６にて「Ｙｅｓ」と判定してステップＳ１０７へ進み
、ハンドオーバ失敗率ｒｉｊが閾値α３よりも大きいセルｊを劣化セル（品質劣化セル群
）として特定する。
【０１５６】
　そして、品質劣化セル群抽出部２０１は、ステップＳ１０４又はステップＳ１０７にて
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劣化セル群を特定した場合、特定した劣化セル群を構成するセルを特定するセル特定情報
を、端末無線品質情報収集部２０２へ出力し（ステップＳ１０５）、ステップＳ１０１に
戻る。
【０１５７】
　なお、セル全体のハンドオーバ失敗率ｒｉが閾値α１以下であり、且つ、ハンドオーバ
失敗率が隣接セル間で著しく偏っていない場合には、品質劣化セル群抽出部２０１は、劣
化セル群を特定することなくステップＳ１０１に戻る。
【０１５８】
　その後の移動体通信システム１０００の作動は、第１実施形態に係る移動体通信システ
ム１０００の作動と同様である。
【０１５９】
　このように、上記第４実施形態によれば、上記第１実施形態と同様の作用及び効果を奏
することができる。更に、上記第４実施形態によれば、通信品質が劣化した劣化セルに対
する通信品質情報を確実に受信することができる。
【０１６０】
　換言すると、ハンドオーバ統計の分析結果に基づいて、自動的に劣化セル群を特定する
ことにより、通信品質が劣化した領域内に位置する携帯電話端末１００～１０３により対
する測定を効率的に行うことができる。
【０１６１】
＜第５実施形態＞
　次に、本発明の第５実施形態に係る通信品質情報収集システムについて図１５を参照し
ながら説明する。
　第５実施形態に係る通信品質情報収集システム７００は、複数の移動局装置と、複数の
通信部と、上記通信部を少なくとも１つ備える基地局装置と、を含む。
　上記通信部は、複数のセルのうちの当該通信部に対応付けられたセル内に位置する上記
移動局装置との間で無線通信可能に構成される。
　上記移動局装置は、上記通信部から所定の品質測定用信号を受信した場合に、当該受信
された品質測定用信号に基づいて、当該通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を
取得する通信品質情報取得部（通信品質情報取得手段）７０１を備える。
【０１６２】
　通信品質情報収集システム７００は、
　上記複数のセルのうちの一部を構成する複数のセルを特定するセル特定情報を外部装置
から受信するセル特定情報受信部（セル特定情報受信手段）７０２と、
　上記移動局装置が、上記受信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対し
て、各セルと対応付けられた上記通信部との間の通信の品質を表す上記通信品質情報を取
得している場合に当該移動局装置により取得された当該通信品質情報を上記外部装置へ送
信する通信品質情報送信部（通信品質情報送信手段）７０３と、
　を備える。
【０１６３】
　これによれば、通信品質情報収集システム７００は、外部装置により特定されたセルの
すべてに対して通信品質情報を取得した移動局装置により取得された通信品質情報のみを
外部装置へ送信する。ところで、移動局装置が複数の通信部から品質測定用信号を受信可
能な領域は、セルの一部を構成する領域であることが多い。
【０１６４】
　従って、上記構成によれば、通信品質情報収集システム７００は、セルの一部を構成す
る領域内に位置する移動局装置により取得された通信品質情報のみを外部装置へ送信する
ことができる。この結果、セル内に位置するすべての移動局装置により取得された通信品
質情報を外部装置へ送信する場合と比較して、通信品質情報収集システム７００と外部装
置との間の通信負荷を低減することができる。更に、外部装置が通信品質情報に基づく処
理を行う際の処理負荷も低減することができる。
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【０１６５】
　この場合、上記セル特定情報は、互いに隣接するように配置された複数のセルを特定す
る情報であることが好適である。
【０１６６】
　ところで、セル間の境界の近傍の領域において、通信の品質が劣化しやすい。従って、
上記構成によれば、通信品質情報収集システムは、通信の品質が劣化した領域内に位置す
る移動局装置により取得された通信品質情報のみを外部装置へ送信する。この結果、外部
装置は、通信品質情報収集システムから受信した通信品質情報を用いることにより、通信
の品質が劣化した領域における通信の品質を高めるための適切な無線パラメータを取得す
ることができる。
【０１６７】
　この場合、
　上記基地局装置は、上記セル特定情報受信手段を備え、
　上記通信品質情報送信手段は、
　上記移動局装置が、上記取得された通信品質情報を、当該移動局装置の位置を含むセル
である所属セルと対応付けられた上記通信部を介して上記基地局装置へ送信する移動局側
通信品質情報送信手段と、
　上記基地局装置が、上記移動局装置から上記通信品質情報を受信する基地局側通信品質
情報受信手段と、
　を含むとともに、
　上記基地局装置が、上記移動局装置から、上記受信されたセル特定情報により特定され
るセルのすべてに対して、各セルと対応付けられた上記通信部と当該移動局装置との間の
通信の品質を表す上記通信品質情報を受信した場合に、当該移動局装置から受信した当該
通信品質情報を上記外部装置へ送信するように構成されることが好適である。
【０１６８】
　この場合、上記移動局側通信品質情報送信手段は、複数のセルに対して上記通信品質情
報を取得した場合であって、当該取得した複数の通信品質情報が類似している程度が、予
め設定された類似度閾値よりも高い場合に、当該取得した通信品質情報を上記基地局装置
へ送信するように構成されることが好適である。
【０１６９】
　これによれば、セル内に位置するすべての移動局装置により取得された通信品質情報が
基地局装置へ送信される場合と比較して、移動局装置と基地局装置との間の通信負荷を低
減することができる。
【０１７０】
　また、上記通信品質情報収集システムの他の態様において、
　上記基地局装置は、上記セル特定情報受信手段を備え、
　上記通信品質情報送信手段は、
　上記基地局装置が、上記受信されたセル特定情報を上記移動局装置へ送信する基地局側
セル特定情報送信手段と、
　上記移動局装置が、上記基地局装置から上記セル特定情報を受信する移動局側セル特定
情報受信手段と、
　上記移動局装置が、上記受信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対し
て、各セルと対応付けられた上記通信部との間の通信の品質を表す上記通信品質情報を取
得している場合に、当該取得された通信品質情報を上記基地局装置へ送信する移動局側通
信品質情報送信手段と、
　を含むとともに、
　上記基地局装置が、上記移動局装置から上記通信品質情報を受信し、当該受信された通
信品質情報を上記外部装置へ送信するように構成されることが好適である。
【０１７１】
　これによれば、セル内に位置するすべての移動局装置により取得された通信品質情報が
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基地局装置へ送信される場合と比較して、移動局装置と基地局装置との間の通信負荷を低
減することができる。
【０１７２】
　この場合、上記通信品質情報は、上記品質測定用信号の強度を表す情報、及び、当該品
質測定用信号の信号対干渉比を表す情報、の少なくとも１つを含むことが好適である。
【０１７３】
　また、本発明の他の形態である通信品質情報収集方法は、
　複数の移動局装置と、複数の通信部と、上記通信部を少なくとも１つ備える基地局装置
と、を含むとともに、
　上記通信部が、複数のセルのうちの当該通信部に対応付けられたセル内に位置する上記
移動局装置との間で無線通信可能に構成され、且つ、上記移動局装置が、上記通信部から
所定の品質測定用信号を受信した場合に、当該受信された品質測定用信号に基づいて、当
該通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を取得する通信品質情報取得手段を備え
る通信品質情報収集システムに適用され、
　上記複数のセルのうちの一部を構成する複数のセルを特定するセル特定情報を外部装置
から受信し、
　上記移動局装置が、上記受信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対し
て、各セルと対応付けられた上記通信部との間の通信の品質を表す上記通信品質情報を取
得している場合に当該移動局装置により取得された当該通信品質情報を上記外部装置へ送
信する方法である。
【０１７４】
　この場合、上記セル特定情報は、互いに隣接するように配置された複数のセルを特定す
る情報であることが好適である。
【０１７５】
　この場合、上記通信品質情報収集方法は、
　上記移動局装置が、上記取得された通信品質情報を、当該移動局装置の位置を含むセル
である所属セルと対応付けられた上記通信部を介して上記基地局装置へ送信し、
　上記基地局装置が、上記セル特定情報を上記外部装置から受信し、
　上記基地局装置が、上記移動局装置から上記通信品質情報を受信し、
　上記基地局装置が、上記移動局装置から、上記受信されたセル特定情報により特定され
るセルのすべてに対して、各セルと対応付けられた上記通信部と当該移動局装置との間の
通信の品質を表す上記通信品質情報を受信した場合に、当該移動局装置から受信した当該
通信品質情報を上記外部装置へ送信することが好適である。
【０１７６】
　また、本発明の他の態様に係る通信品質情報収集方法は、
　上記基地局装置が、上記セル特定情報を上記外部装置から受信し、
　上記基地局装置が、上記受信されたセル特定情報を上記移動局装置へ送信し、
　上記移動局装置が、上記基地局装置から上記セル特定情報を受信し、
　上記移動局装置が、上記受信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対し
て、各セルと対応付けられた上記通信部との間の通信の品質を表す上記通信品質情報を取
得している場合に、当該取得された通信品質情報を上記基地局装置へ送信し、
　上記基地局装置が、上記移動局装置から上記通信品質情報を受信し、当該受信された通
信品質情報を上記外部装置へ送信することが好適である。
【０１７７】
　また、本発明の他の形態である通信品質監視システムは、
　複数の移動局装置と、複数の通信部と、上記通信部を少なくとも１つ備える基地局装置
と、を含むシステムであり、且つ、上記通信部が、複数のセルのうちの当該通信部に対応
付けられたセル内に位置する上記移動局装置との間で無線通信可能に構成されるとともに
、上記移動局装置が、上記通信部から所定の品質測定用信号を受信した場合に、当該受信
された品質測定用信号に基づいて、当該通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を
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取得する通信品質情報取得手段を備えるシステムである通信品質情報収集システムと通信
可能に構成されたシステムである。
【０１７８】
　更に、この通信品質監視システムは、
　上記複数のセルのうちの一部を構成する複数のセルを特定するセル特定情報を上記通信
品質情報収集システムへ送信するセル特定情報送信手段と、
　上記移動局装置が、上記送信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対し
て、各セルと対応付けられた上記通信部との間の通信の品質を表す上記通信品質情報を取
得している場合に当該移動局装置により取得された当該通信品質情報を上記通信品質情報
収集システムから受信する通信品質情報受信手段と、
　を備える。
【０１７９】
　この場合、上記セル特定情報は、互いに隣接するように配置された複数のセルを特定す
る情報であることが好適である。
【０１８０】
　この場合、上記通信品質監視システムは、
　ハンドオーバ制御の結果を統計した情報であるハンドオーバ統計情報を取得するハンド
オーバ統計情報取得手段と、
　上記取得されたハンドオーバ統計情報に基づいて、通信品質が劣化したセルである劣化
セルを特定する劣化セル特定手段と、
　を備え、
　上記セル特定情報送信手段は、上記特定された劣化セルを特定する上記セル特定情報を
上記通信品質情報収集システムへ送信するように構成されることが好適である。
【０１８１】
　ところで、ハンドオーバ制御の結果を統計した情報は、セルに対する通信品質をよく表
す。従って、上記のように通信品質監視システムを構成することにより、通信品質が劣化
した劣化セルに対する通信品質情報を確実に受信することができる。
【０１８２】
　この場合、上記通信品質監視システムは、
　上記受信された通信品質情報に基づいて、上記移動局装置と上記通信部との間の通信の
品質に影響を及ぼす無線パラメータを設定する無線パラメータ設定手段を備えることが好
適である。
【０１８３】
　これによれば、通信品質監視システムは、受信した通信品質情報に基づいて無線パラメ
ータを適切に設定することができる。この結果、移動局装置と通信部との間の通信の品質
を高めることができる。
【０１８４】
　この場合、上記無線パラメータは、上記通信部が有するアンテナの傾斜角、上記通信部
が有するアンテナの方位角、上記通信部から送信される電波の出力、及び、ハンドオーバ
の候補となるセルのリスト、の少なくとも１つを含むことが好適である。
【０１８５】
　また、本発明の他の形態である移動体通信システムは、
　複数の移動局装置と、複数の通信部と、上記通信部を少なくとも１つ備える基地局装置
と、を含み、且つ、上記通信部が、複数のセルのうちの当該通信部に対応付けられたセル
内に位置する上記移動局装置との間で無線通信可能に構成されるとともに、上記移動局装
置が、上記通信部から所定の品質測定用信号を受信した場合に、当該受信された品質測定
用信号に基づいて、当該通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を取得する通信品
質情報取得手段を備える通信品質情報収集システムと、
　上記通信品質情報収集システムと通信可能に構成された通信品質監視システムと、
　を含む。
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【０１８６】
　更に、上記通信品質監視システムは、
　上記複数のセルのうちの一部を構成する複数のセルを特定するセル特定情報を上記通信
品質情報収集システムへ送信するセル特定情報送信手段を備える。
【０１８７】
　加えて、上記通信品質情報収集システムは、
　上記セル特定情報を上記通信品質監視システムから受信するセル特定情報受信手段と、
　上記移動局装置が、上記受信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対し
て、各セルと対応付けられた上記通信部との間の通信の品質を表す上記通信品質情報を取
得している場合に当該移動局装置により取得された当該通信品質情報を上記通信品質監視
システムへ送信する通信品質情報送信手段と、
　を備える。
【０１８８】
　上記通信品質監視システムは、更に、
　上記通信品質情報を上記通信品質情報収集システムから受信する通信品質情報受信手段
を備える。
【０１８９】
　この場合、上記セル特定情報は、互いに隣接するように配置された複数のセルを特定す
る情報であることが好適である。
【０１９０】
　この場合、上記基地局装置は、上記セル特定情報受信手段を備え、
　上記通信品質情報送信手段は、
　上記移動局装置が、上記取得された通信品質情報を、当該移動局装置の位置を含むセル
である所属セルと対応付けられた上記通信部を介して上記基地局装置へ送信する移動局側
通信品質情報送信手段と、
　上記基地局装置が、上記移動局装置から上記通信品質情報を受信する基地局側通信品質
情報受信手段と、
　を含むとともに、
　上記基地局装置が、上記移動局装置から、上記受信されたセル特定情報により特定され
るセルのすべてに対して、各セルと対応付けられた上記通信部と当該移動局装置との間の
通信の品質を表す上記通信品質情報を受信した場合に、当該移動局装置から受信した当該
通信品質情報を上記通信品質監視システムへ送信するように構成されることが好適である
。
【０１９１】
　また、上記移動体通信システムの他の態様において、
　上記基地局装置は、上記セル特定情報受信手段を備え、
　上記通信品質情報送信手段は、
　上記基地局装置が、上記受信されたセル特定情報を上記移動局装置へ送信する基地局側
セル特定情報送信手段と、
　上記移動局装置が、上記基地局装置から上記セル特定情報を受信する移動局側セル特定
情報受信手段と、
　上記移動局装置が、上記受信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対し
て、各セルと対応付けられた上記通信部との間の通信の品質を表す上記通信品質情報を取
得している場合に、当該取得された通信品質情報を上記基地局装置へ送信する移動局側通
信品質情報送信手段と、
　を含むとともに、
　上記基地局装置が、上記移動局装置から上記通信品質情報を受信し、当該受信された通
信品質情報を上記通信品質監視システムへ送信するように構成されることが好適である。
【０１９２】
　また、本発明の他の形態である基地局装置は、通信部を少なくとも１つ備えるとともに
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、上記通信部が複数のセルのうちの当該通信部に対応付けられたセル内に位置する移動局
装置との間で無線通信可能に構成された装置である。
【０１９３】
　更に、この基地局装置は、
　上記複数のセルのうちの一部を構成する複数のセルを特定するセル特定情報を外部装置
から受信するセル特定情報受信手段と、
　上記移動局装置が、上記受信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対し
て、各セルと対応付けられた上記通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を取得し
ている場合に当該移動局装置により取得された当該通信品質情報を上記外部装置へ送信す
る通信品質情報送信手段と、
　を備える。
【０１９４】
　この場合、上記セル特定情報は、互いに隣接するように配置された複数のセルを特定す
る情報であることが好適である。
【０１９５】
　この場合、上記基地局装置は、
　上記移動局装置から上記通信品質情報を受信する基地局側通信品質情報受信手段を備え
、
　上記通信品質情報送信手段は、上記移動局装置から、上記受信されたセル特定情報によ
り特定されるセルのすべてに対して、各セルと対応付けられた上記通信部と当該移動局装
置との間の通信の品質を表す上記通信品質情報を受信した場合に、当該移動局装置から受
信した当該通信品質情報を上記外部装置へ送信するように構成されることが好適である。
【０１９６】
　また、本発明の他の態様に係る基地局装置は、
　上記受信されたセル特定情報を上記移動局装置へ送信する基地局側セル特定情報送信手
段を備え、
　上記通信品質情報送信手段は、上記移動局装置が、上記送信されたセル特定情報により
特定されるセルのすべてに対して、各セルと対応付けられた上記通信部との間の通信の品
質を表す上記通信品質情報を取得している場合に当該移動局装置から当該通信品質情報を
受信し、当該受信された通信品質情報を上記外部装置へ送信するように構成されることが
好適である。
【０１９７】
　また、本発明の他の形態であるプログラムは、
　通信部を少なくとも１つ備えるとともに、上記通信部が複数のセルのうちの当該通信部
に対応付けられたセル内に位置する移動局装置との間で無線通信可能に構成された基地局
装置に、
　上記複数のセルのうちの一部を構成する複数のセルを特定するセル特定情報を外部装置
から受信するセル特定情報受信手段と、
　上記移動局装置が、上記受信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対し
て、各セルと対応付けられた上記通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を取得し
ている場合に当該移動局装置により取得された当該通信品質情報を上記外部装置へ送信す
る通信品質情報送信手段と、
　を実現させるためのプログラムである。
【０１９８】
　この場合、上記セル特定情報は、互いに隣接するように配置された複数のセルを特定す
る情報であることが好適である。
【０１９９】
　この場合、上記プログラムは、
　上記基地局装置に、更に、
　上記移動局装置から上記通信品質情報を受信する基地局側通信品質情報受信手段を実現
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させるとともに、
　上記通信品質情報送信手段は、上記移動局装置から、上記受信されたセル特定情報によ
り特定されるセルのすべてに対して、各セルと対応付けられた上記通信部と当該移動局装
置との間の通信の品質を表す上記通信品質情報を受信した場合に、当該移動局装置から受
信した当該通信品質情報を上記外部装置へ送信するように構成されることが好適である。
【０２００】
　また、本発明の他の態様に係るプログラムは、
　上記基地局装置に、更に、
　上記受信されたセル特定情報を上記移動局装置へ送信する基地局側セル特定情報送信手
段を実現させるとともに、
　上記通信品質情報送信手段は、上記移動局装置が、上記送信されたセル特定情報により
特定されるセルのすべてに対して、各セルと対応付けられた上記通信部との間の通信の品
質を表す上記通信品質情報を取得している場合に当該移動局装置から当該通信品質情報を
受信し、当該受信された通信品質情報を上記外部装置へ送信するように構成されることが
好適である。
【０２０１】
　また、本発明の他の形態である移動局装置は、複数のセルのうちの１つのセル内に位置
している場合に、当該セルと対応付けられた通信部との間で無線通信可能に構成された装
置である。
【０２０２】
　更に、この移動局装置は、
　上記通信部を備える基地局装置から、上記複数のセルのうちの一部を構成する複数のセ
ルを特定するセル特定情報を受信する移動局側セル特定情報受信手段と、
　上記通信部から所定の品質測定用信号を受信した場合に、当該受信された品質測定用信
号に基づいて、当該通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を取得する通信品質情
報取得手段と、
　上記受信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対して、各セルと対応付
けられた上記通信部との間の通信の品質を表す上記通信品質情報を取得している場合に、
当該取得された通信品質情報を、当該移動局装置の位置を含むセルである所属セルと対応
付けられた上記通信部を介して上記基地局装置へ送信する移動局側通信品質情報送信手段
と、
　を備える。
【０２０３】
　この場合、上記セル特定情報は、互いに隣接するように配置された複数のセルを特定す
る情報であることが好適である。
【０２０４】
　また、本発明の他の形態であるプログラムは、
　複数のセルのうちの１つのセル内に位置している場合に、当該セルと対応付けられた通
信部との間で無線通信可能に構成された移動局装置に、
　上記通信部を備える基地局装置から、上記複数のセルのうちの一部を構成する複数のセ
ルを特定するセル特定情報を受信する移動局側セル特定情報受信手段と、
　上記通信部から所定の品質測定用信号を受信した場合に、当該受信された品質測定用信
号に基づいて、当該通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を取得する通信品質情
報取得手段と、
　上記受信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対して、各セルと対応付
けられた上記通信部との間の通信の品質を表す上記通信品質情報を取得している場合に、
当該取得された通信品質情報を、当該移動局装置の位置を含むセルである所属セルと対応
付けられた上記通信部を介して上記基地局装置へ送信する移動局側通信品質情報送信手段
と、
　を実現させるためのプログラムである。



(33) JP 5293502 B2 2013.9.18

10

20

30

40

50

【０２０５】
　この場合、上記セル特定情報は、互いに隣接するように配置された複数のセルを特定す
る情報であることが好適である。
【０２０６】
　また、本発明の他の形態であるプログラムは、
　複数の移動局装置と、複数の通信部と、上記通信部を少なくとも１つ備える基地局装置
と、を含むシステムであり、且つ、上記通信部が、複数のセルのうちの当該通信部に対応
付けられたセル内に位置する上記移動局装置との間で無線通信可能に構成されるとともに
、上記移動局装置が、上記通信部から所定の品質測定用信号を受信した場合に、当該受信
された品質測定用信号に基づいて、当該通信部との間の通信の品質を表す通信品質情報を
取得する通信品質情報取得手段を備えるシステムである通信品質情報収集システムと通信
可能に構成された通信品質監視装置に、
　上記複数のセルのうちの一部を構成する複数のセルを特定するセル特定情報を上記通信
品質情報収集システムへ送信するセル特定情報送信手段と、
　上記移動局装置が、上記送信されたセル特定情報により特定されるセルのすべてに対し
て、各セルと対応付けられた上記通信部との間の通信の品質を表す上記通信品質情報を取
得している場合に当該移動局装置により取得された当該通信品質情報を上記通信品質情報
収集システムから受信する通信品質情報受信手段と、
　を実現させるためのプログラムである。
【０２０７】
　この場合、上記セル特定情報は、互いに隣接するように配置された複数のセルを特定す
る情報であることが好適である。
【０２０８】
　上述した構成を有する、通信品質情報収集方法、通信品質監視システム、移動体通信シ
ステム、基地局装置、プログラム、又は、移動局装置、の発明であっても、上記通信品質
情報収集システムと同様の作用を有するために、上述した本発明の目的を達成することが
できる。
【０２０９】
　以上、上記実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は、上述した実施形態
に限定されるものではない。本願発明の構成及び詳細に、本願発明の範囲内において当業
者が理解し得る様々な変更をすることができる。
【０２１０】
　例えば、上記実施形態において、移動局装置は、携帯電話端末であったが、パーソナル
・コンピュータ、ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、
ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ、Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉ
ｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、カーナビゲーション端末、又は、ゲーム端末等であ
ってもよい。
【０２１１】
　なお、上記各実施形態において移動体通信システム１０００の各機能は、ＣＰＵがプロ
グラム（ソフトウェア）を実行することにより実現されていたが、回路等のハードウェア
により実現されていてもよい。
【０２１２】
　また、上記各実施形態においてプログラムは、記憶装置に記憶されていたが、コンピュ
ータが読み取り可能な記録媒体に記憶されていてもよい。例えば、記録媒体は、フレキシ
ブルディスク、光ディスク、光磁気ディスク、及び、半導体メモリ等の可搬性を有する媒
体である。
【０２１３】
　また、上記実施形態の他の変形例として、上述した実施形態及び変形例の任意の組み合
わせが採用されてもよい。
【産業上の利用可能性】
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【０２１４】
　本発明は、移動局装置と基地局装置とを含む移動体通信システム等に適用可能である。
【符号の説明】
【０２１５】
４０　　品質劣化領域
５０，５１，５２，５３　基地局装置
６０，６１　有線リンク
７０，７１，７２，７３　無線リンク
９０，９１　　通信品質監視システム
１００，１０１，１０２，１０３　携帯電話端末
２００　送受信部
２０１　品質劣化セル群抽出部
２０２　端末無線品質情報収集部
２０３　端末無線品質情報ＤＢ部
２０４　無線パラメータ設定部
２０５　基地局構成情報ＤＢ部
２０６　無線網品質統計収集部
２０７　ハンドオーバ統計収集部
２０８　ハンドオーバ統計情報ＤＢ部
３００　送受信部
３０１　呼制御部
３０２　ハンドオーバ制御部
３０３　端末無線品質情報収集部
３０４　無線パラメータ設定部
３０５　無線網品質統計生成部
３０６　ハンドオーバ統計生成部
７００　通信品質情報収集システム
７０１　通信品質情報取得部
７０２　セル特定情報受信部
７０３　通信品質情報送信部
１０００　移動体通信システム
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