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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】移動端末における消費電力を効率良く低減する
ことのできる無線通信制御装置、移動端末、無線通信シ
ステム、及び無線通信方法を提供する。
【解決手段】無線通信制御装置であって、通信品質を示
す値を取得する取得部２５と、移動端末の待受状態にて
、前記通信品質を示す値と第１の条件との比較結果に応
じて、周辺セルの検出処理を実行するか否かを判断する
とともに、前記第１の条件に応じた第２の条件と前記通
信品質を示す値との比較結果に応じて、無線通信に使用
可能な複数の受信ブランチ２３Ａ，２３Ｂのうち使用す
る受信ブランチの数を制御する制御部２６と、を有する
。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信制御装置であって、
　　通信品質を示す値を取得する取得部と、
　　移動端末の待受状態にて、前記通信品質を示す値と第１の条件との比較結果に応じて
、周辺セルの検出処理を実行するか否かを判断するとともに、前記第１の条件に応じた第
２の条件と前記通信品質を示す値との比較結果に応じて、前記移動端末の無線通信に使用
可能な複数の受信ブランチのうち使用する前記受信ブランチの数を制御する制御部と、
　を有することを特徴とする無線通信制御装置。
【請求項２】
　前記通信品質を示す値は、大きくなるほど通信品質が高いことを示す数値であり、
　前記制御部は、前記数値と第１の閾値との比較結果に応じて、周辺セルの検出処理を実
行するか否かを判断するとともに、前記第１の閾値より大きい第２の閾値と前記数値との
比較結果に応じて、前記使用する受信ブランチの数を制御する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の無線通信制御装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記数値が前記第２の閾値より大きい場合に、前記使用する受信ブラン
チの数を、他の場合に比較して少ない第１の数に設定する、
　ことを特徴とする請求項２に記載の無線通信制御装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記第１の数の前記受信ブランチを使用して取得された前記通信品質を
示す値と、前記第１の条件との比較結果に応じて、周辺セルの検出処理を実行すると判断
された場合に、周辺セルの検出処理を実行せず、前記使用する受信ブランチの数を前記第
１の数より多い数に設定し、該設定された数の受信ブランチを使用して取得される前記通
信品質を示す値と、前記第１の条件との比較結果に応じて、周辺セルの検出処理を実行す
るか否かを判断する、
　ことを特徴とする請求項３に記載の無線通信制御装置。
【請求項５】
　前記取得部は、着信の通知信号に関連する通信品質を示す第２の値を取得し、
　前記制御部は、前記通信品質を示す値と前記第２の条件との比較結果と、前記通信品質
を示す第２の値と第３の条件との比較結果と、の両方を用いて、前記使用する受信ブラン
チの数を制御する、
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の無線通信制御装置。
【請求項６】
　前記通信品質を示す第２の値は、大きくなるほど通信品質が高いことを示す第２の数値
であり、
　前記制御部は、前記数値が前記第２の閾値より大きく、かつ前記第２の数値が第３の閾
値より大きい場合に、前記使用する受信ブランチの数を、他の場合に比較して少ない第２
の数に設定する、
　ことを特徴とする請求項５に記載の無線通信制御装置。
【請求項７】
　移動端末であって、
　　無線信号を受信して処理する複数の受信ブランチと、
　　通信品質を示す値を取得する取得部と、
　　待受状態にて、前記取得した値と第１の条件との比較結果に応じて、周辺セルの検出
処理を実行するか否かを決定するとともに、前記第１の条件に応じた第２の条件と前記取
得した値との比較結果に応じて、前記複数の受信ブランチのうち使用する受信ブランチの
数を制御する制御部と、
　を有することを特徴とする移動端末。
【請求項８】
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　前記ブランチは、前記無線信号を受信するアンテナと、該受信した無線信号を処理する
信号処理回路とを含む、
ことを特徴とする請求項７に記載の移動端末。
【請求項９】
　受信局と送信局とを有する無線通信システムにおいて、
　前記受信局は、
　　無線信号を受信して処理する複数の受信ブランチと、
　　通信品質を示す値を取得する取得部と、
　　待受状態にて、前記取得した値と第１の条件との比較結果に応じて、前記受信局と通
信を行う送信局の周辺の送信局の検出処理を実行するか否かを決定するとともに、前記第
１の条件に応じた第２の条件と前記取得した値との比較結果に応じて、前記複数の受信ブ
ランチのうち通信に使用する受信ブランチの数を制御する制御部と、を有し、
　前記送信局は、前記受信局に無線信号を送信する送信部、を有する
　ことを特徴とする無線通信システム。
【請求項１０】
　無線通信方法であって、
　通信品質を示す値を取得し、
　移動端末の待受状態にて、前記取得した値と第１の条件との比較結果に応じて、周辺セ
ルの検出処理を実行するか否かを決定し、
　待受状態にて、前記第１の条件に応じた第２の条件と前記取得した値との比較結果に応
じて、複数の受信ブランチのうち使用する受信ブランチの数を制御する
　ことを含む無線通信方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本件は、無線通信制御装置、移動端末、無線通信システム、及び無線通信方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機システム等の無線通信システムにおいて、無線通信の更なる高速化・
大容量化等を図るため、次世代の無線通信技術について議論が行われている。例えば、Ｌ
ＴＥ（Long Term Evolution）と呼ばれる通信規格や、ＬＴＥの無線通信技術をベースと
したＬＴＥ－Ａ（LTE - Advanced）と呼ばれる通信規格が提案されている。
【０００３】
　ＬＴＥやＬＴＥ－Ａ等の無線通信技術を用いたシステムでは、例えば移動端末が、アン
テナと、ＲＦ（Radio　Frequency）回路と、ＦＦＴ（Fast Fourier Transform）等の比較
的高速な信号処理を行う信号処理回路とを有する受信ブランチを複数備え、ダイバーシテ
ィ受信を行うことにより受信信号強度の改善を行う。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】3GPP　TS36.304　V10.0.0(2010-12)
【非特許文献２】3GPP　TS36.211　V10.0.0(2010-12)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記のように移動端末が高性能化すると、移動端末の回路の消費電力が
増大する。このため、無線通信の所望の通信品質を確保しつつ、消費電力を低減するため
の制御が必要である。
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【０００６】
　開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、移動端末における消費電力を効率
良く低減することのできる無線通信制御装置、移動端末、無線通信システム、及び無線通
信方法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】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本件の開示する無線通信制御装置は、
通信品質を示す値を取得する取得部と、移動端末の待受状態にて、前記通信品質を示す値
と第１の条件との比較結果に応じて、周辺セルの検出処理を実行するか否かを判断すると
ともに、前記第１の条件に応じた第２の条件と前記通信品質を示す値との比較結果に応じ
て、前記移動端末の無線通信に使用可能な複数の受信ブランチのうち使用する前記受信ブ
ランチの数を制御する制御部と、を有する。
【発明の効果】
【０００８】
　本件の開示する無線通信システムの一つの態様によれば、移動端末における消費電力を
効率良く低減することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、第１実施形態に係る無線通信システムの構成を示す図である。
【図２】図２は、基地局の機能的構成を示す図である。
【図３】図３は、移動端末および無線通信制御装置の機能的構成を示す図である。
【図４】図４は、基地局のハードウェア構成を示す図である。
【図５】図５は、移動端末および無線通信制御装置のハードウェア構成を示す図である。
【図６】図６は、無線通信システムの動作を説明するためのフローチャートである。
【図７】図７は、待受状態における間欠受信モードを説明する図である。
【図８】図８は、第２実施形態に係る移動端末および無線通信制御装置の機能的構成を示
す図である。
【図９】図９は、第２実施形態に係る無線通信システムの動作を説明するためのフローチ
ャートである。
【図１０】図１０は、第３実施形態に係る移動端末および無線通信制御装置の機能的構成
を示す図である。
【図１１】図１１は、第３実施形態に係る無線通信システムの動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図１２】図１２は、第４実施形態に係る無線通信システムの動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図１３】図１３は、受信動作における消費電力を示すグラフである。
【図１４】図１４は、第５実施形態に係る移動端末および無線通信制御装置の機能的構成
を示す図である。
【図１５】図１５は、第５実施形態に係る無線通信システムの動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図１６】図１６は、オフセット設定例を示す表である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に、本件の開示する無線通信制御装置、移動端末、無線通信システム、及び無線通
信方法の実施例を、図面を参照しながら説明する。なお、以下の実施例により本件の開示
する無線通信制御装置、移動端末、無線通信システム、及び無線通信方法が限定されるも
のではない。
［第１実施形態］
　図１は、第１実施形態に係る無線通信システム１の構成を示す。図１に示すように、無
線通信システム１は、複数の基地局１０，１０Ａ，１０Ｂと、移動端末２０とを含む。基
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地局１０，１０Ａ，１０Ｂは、セルＣ１，Ｃ２，Ｃ３をそれぞれ形成しており、移動端末
２０は、セルＣ１に在圏している。基地局１０をサービング基地局、セルＣ１をサービン
グセル、基地局１０Ａ，１０Ｂを周辺基地局、セルＣ２，Ｃ３を周辺セルとする。基地局
１０，１０Ａ，１０Ｂは、基地局１０，１０Ａ，１０Ｂ間で有線接続あるいは無線接続を
介して通信を行うと共に、移動局２０との間で無線通信を行う。
【００１１】
　無線通信システム１では、移動端末２０は、通話や通信等、ユーザ固有のデータの送受
信が行われる通信状態と、着信や発信等を待機している待受状態とを有する。待受状態で
は、通常、ユーザ固有のデータの送受信は行われていないが、例えば着信確認等のため、
定期的に受信動作が行われる。着信確認は、基地局からの着信呼出し（ページング）メッ
セージを受信することで行われる。
【００１２】
　また、待受状態では、移動端末２０の移動に伴い接続中のサービングセルＣ１から適切
な周辺セルＣ２，Ｃ３へ接続先を切り替える動作（ハンドオーバ）のために、周辺セルＣ
２，Ｃ３の検出やセルＣ１，Ｃ２，Ｃ３毎の受信レベルの測定が行われる。受信レベルの
測定は、セル毎の参照信号（パイロット信号）を受信することで行われる。
【００１３】
　図２は、基地局１０の機能的構成を示す。図２に示すように、基地局１０は機能的構成
として、アンテナ１１と、送信部１２と、受信部１３と、制御部１４とを備える。これら
各構成部分は、一方向又は双方向に、信号やデータの入出力が可能なように接続されてい
る。基地局１０Ａ，１０Ｂの各構成部分は、基地局１０の各構成部分１１～１４と同様で
ある。
【００１４】
　送信部１２は、情報や信号を移動端末２０や基地局１０Ａ，１０Ｂにアンテナ１１を介
して送信する。これらの情報や信号は、ページングメッセージや参照信号（パイロット信
号）を含む。ページングメッセージは、着信の有無や制御情報の更新を知らせるための情
報を含む。受信部１３は、移動端末２０や基地局１０Ａ，１０Ｂから送信された情報や信
号を、アンテナ１１を介して受信する。なお、アンテナ１１は送信と受信で別体としても
よい。また、複数の送信アンテナや、複数の受信アンテナを備えるようにしてもよい。ま
た、１つのアンテナと１つの送信部とを送信ブランチとし、複数の送信ブランチを備える
ようにしてもよい。また、１つのアンテナと１つの受信部とを受信ブランチとし、複数の
受信ブランチを備えるようにしてもよい。
【００１５】
　制御部１４は、有線接続あるいは無線接続を介して、周辺基地局１０Ａ，１０Ｂから情
報や信号を取得する。また、制御部１４は、無線通信を介して、移動端末２０から情報や
信号を取得する。また、制御部１４は、周辺基地局１０Ａ，１０Ｂや移動端末２０に通知
する信号や情報を生成する。また、制御部１４は、ページング処理やハンドオーバ処理を
制御する。
【００１６】
　また、図３に示すように、移動端末２０は機能的構成として、アンテナ２１Ａ，２１Ｂ
と、受信部２２Ａ，２２Ｂと、送信部２４と、取得部２５と、制御部２６とを備える。こ
れら各構成部分は、一方向又は双方向に、信号やデータの入出力が可能なように接続され
ている。アンテナ２１Ａと受信部２２Ａとは、受信ブランチ２３Ａに含まれ、アンテナ２
１Ｂと受信部２２Ｂは、受信ブランチ２３Ｂに含まれる。また、取得部２５と制御部２６
は、無線通信制御装置２７に含まれる。
【００１７】
　受信部２２Ａ，２２Ｂはそれぞれ、アンテナ２１Ａ，２１Ｂを介して、基地局１０，１
０Ａ，１０Ｂから制御情報やデータを含む無線信号を受信する。受信部２２Ａ，２２Ｂは
それぞれ、アンテナ２１Ａ，２１Ｂを介して受信した無線信号を処理する信号処理回路を
含む。信号処理回路は、例えばＲＦ回路と、比較的高速な信号処理を行うＦＦＴ回路、Ａ
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／Ｄ（Analog to Digital）変換回路、及び帯域制限フィルタ回路等とを含む。ＦＦＴ回
路は、例えば受信されるＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）信号
を入力してサブキャリア信号を出力する。
【００１８】
　送信部２４は、信号や情報をアンテナ２１Ａ，２１Ｂを介して基地局１０に送信する。
なお、アンテナ２１Ａ，２１Ｂは送信と受信で別体としてもよい。また送信用のアンテナ
は１つでもよい。
【００１９】
　取得部２５は、受信された無線信号から、基地局１０，１０Ａ，１０Ｂから送信された
制御情報やデータを取得する。取得部２５は、受信された無線信号から、通信品質を示す
値を取得する。通信品質を示す値は、大きくなるほど通信品質が高いことを示す数値を含
む。通信品質を示す値として、例えば、セル毎に取得される受信レベルが挙げられる。な
お、セル毎に取得される値でなく、例えば総受信電力を用いることもできる。受信レベル
は、例えば、受信信号から測定される受信電力ＲＳＲＰ（Reference Signal Received Po
wer）、ＲＳＲＱ（Reference Signal Received Power）（＝受信電力値／総電力値）等を
含む。また、受信レベルは、例えば、受信信号から推定されるＳＩＲ（Signal to Interf
erence Ratio）、ＳＩＮＲ（Signal to Interference and Noise Ratio）等を含む。受信
レベルは、例えば基地局１０，１０Ａ，１０Ｂからそれぞれ送信される予め定められたパ
イロット信号に基づいて取得される。取得部２５は、複数の受信ブランチが使用されてい
る場合は、複数の受信ブランチを介して受信された複数の受信信号を合成してダイバーシ
ティ受信を行う。これにより受信信号強度が改善される。
【００２０】
　制御部２６は、移動端末２０の通信状態と待受状態との切り換え制御や、送受信動作の
制御や、着信確認処理や、周辺セルの検出処理や、受信レベルの測定処理を行う。
【００２１】
　制御部２６は、移動端末２０の待受状態にて、通信品質を示す値と第１の条件との比較
結果に応じて、周辺セルの検出処理を実行するか否かを判断する。また、制御部２６は、
第１の条件に応じた第２の条件と通信品質を示す値との比較結果に応じて、移動端末２０
の無線通信に使用可能な複数の受信ブランチ２３Ａ，２３Ｂのうち使用する受信ブランチ
の数を制御する。例えば、第１の条件は、予め定められた第１の閾値であり、サービング
セルＣ１の通信品質を示す値と第１の閾値との比較結果に応じて、周辺セルの検出処理を
実行するか否かが判断される。また例えば、第２の条件は、第１の閾値より大きい予め定
められた第２の閾値であり、サービングセルＣ１の通信品質を示す値と第１の閾値との比
較結果に応じて、使用する受信ブランチの数が制御される。制御部２６は、設定された数
の受信ブランチへ電源電圧を供給させ、他の受信ブランチへの電源電圧の供給を停止させ
る。
【００２２】
　図４は、基地局６０のハードウェア構成を示す図である。図４に示すように、基地局１
０は、ハードウェアの構成要素として、例えばアンテナ３０Ａと、ＲＦ回路３０Ｂと、Ｆ
ＰＧＡ（Field　Programmable　Gate　Array）３０Ｃと、ＤＳＰ（Digital　Signal　Pro
cessor）３０Ｄと、メモリ３０Ｅと、ネットワークＩＦ３０Ｆとを有する。ＦＰＧＡ３０
Ｃと、ＤＳＰ３０Ｄとは、スイッチ等のネットワークＩＦ３０Ｆを介して各種信号やデー
タの入出力が可能なように接続されている。メモリ３０Ｅは、例えばＳＤＲＡＭ（Synchr
onous　Dynamic　Random　Access　Memory）等のＲＡＭ、ＲＯＭ（Read　Only　Memory)
、及びフラッシュメモリを含み、プログラムや制御情報やデータを格納する。送信部１２
及び受信部１３は、例えばアンテナ３０ＡとＲＦ回路３０Ｂにより実現される。制御部１
４は、例えばＦＰＧＡ３０Ｃ、ＤＳＰ３０Ｄ等の集積回路により実現される。基地局１０
Ａ，１０Ｂのハードウェア構成は、基地局１０と同様である。
【００２３】
　図５は、移動端末２０および無線通信制御装置２７のハードウェア構成を示す図である
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。図５に示すように、移動端末２０は、ハードウェアの構成要素として、例えばアンテナ
４０Ａ，４０Ｂと、ＲＦ回路４０Ｃ，４０Ｄと、ＤＳＰ４０Ｅ，４０Ｆと、ＣＰＵ（Cent
ral　Processing　Unit）４０Ｇと、メモリ４０Ｈと、ＬＣＤ（Liquid　Crystal　Displa
y）等の表示装置４０Ｉとを有する。メモリは、例えばＳＤＲＡＭ等のＲＡＭ、ＲＯＭ、
及びフラッシュメモリを含み、プログラムや制御情報やデータを格納する。送信部２４及
び受信部２２Ａ，２２Ｂは、例えばアンテナ、ＲＦ回路、およびＤＳＰにより実現される
。制御部２４は、例えばＣＰＵ４０Ｇ等の集積回路により実現される。
【００２４】
　次に、第１実施形態における無線通信システム１の動作を説明する。図６は、無線通信
システム１の移動端末２０および無線通信制御装置２７の受信ブランチ数の制御に関する
動作を説明するためのフローチャートである。
【００２５】
　移動端末２０では、上述のように、複数の受信ブランチを備えてダイバーシティ受信を
行うことにより、受信信号強度を改善し、受信性能の高性能化を図っている。このとき、
受信ブランチには比較的高速の信号処理を行う信号処理回路等が含まれているので、消費
電力は増大する。そこで、使用する受信ブランチの数を可能な限り削減し、消費電力の低
減を図る必要がある。このとき、使用する受信ブランチの数を削減すると、通信品質に影
響が出る。そして、通話や通信等、ユーザ固有のデータの送受信が行われる通信状態では
、所望の通信品質を維持する必要性が高い。そこで、待受状態で使用する受信ブランチの
数を抑える必要がある。なお、通常の利用状態では、移動端末２０はかなりの時間を待受
状態で過ごすことが想定されることや、このため移動端末２０のバッテリ駆動に関する性
能として、連続待受時間の向上が望まれること等に鑑みても、待受状態での消費電力を低
減するため、待受状態で使用する受信ブランチの数を抑える必要がある。
【００２６】
　以下の説明では、前提として、移動端末２０は待受状態にあり、所定周期で間欠受信動
作を行う。図７は、移動端末２０の待受状態の間欠受信動作を説明する図である。図７に
示すように、移動端末２０では、所定の周期で、受信期間と、受信休止期間とが繰り返さ
れている。移動端末２０は、受信期間では、受信ブランチ等の受信動作に関する回路の電
源をＯＮにして受信動作を行う。そして、移動端末２０は、受信休止期間では、制御部２
６などの一部のブロックを除き、受信ブランチ等の受信動作に関する全ての回路の電源を
ＯＦＦする。これにより、消費電力の削減が図られる。
【００２７】
　この移動端末２０の受信期間では、着信確認のためのページングメッセージの受信が所
定のタイミングで行われる。また、この移動端末２０の受信期間では、ハンドオーバのた
めの周辺セルの検出と、サービングセルや周辺セルの受信レベルの測定が行われる。この
とき、受信期間毎に多数の周辺セルの検出および受信レベルの測定を行うと、消費電力は
増大する。このため、例えばサービングセルの受信レベルが比較的高く、他のセルへのハ
ンドオーバの可能性が比較的低い場合には、周辺セルの検出および検出した周辺セルの受
信レベルの測定を行わないように制御される。具体的には、例えば、サービングセルの通
信品質を示す値が第１の閾値以下の場合に、周辺セルの検出処理を実行すると判定する。
これにより、消費電力の削減が図られる。
【００２８】
　しかし、使用する受信ブランチの数を抑えることで、サービングセルの受信レベルの測
定精度が劣化し、周辺セルの検出処理を実行するか否かを誤判定する恐れがある。このよ
うに誤判定すると、例えば、周辺セルの不要な検出処理や、検出された周辺セルの受信レ
ベルの不要な測定処理が実行され、消費電力の削減を妨げることとなる。
【００２９】
　このため、第１実施形態では、待受状態で使用する受信ブランチの数を以下のように制
御する。以下の動作は、間欠受信動作の受信期間毎に実行される。なお、移動端末２０で
は、前回の受信期間に、今回の受信期間で使用する受信ブランチの数がＮ個に決定されて
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いるものとする。Ｎは、Ｎ１とＮ２を取り得る（Ｎ１＜Ｎ２）。具体的には、第１実施形
態では、移動端末２０は２つの受信ブランチを有し、Ｎ１＝１，Ｎ２＝２とする。
【００３０】
　図６に示すように、移動端末２０は、前回の受信期間で決定された使用する受信ブラン
チの数Ｎを、受信ブランチ数に設定する（Ｓ１）。次に、移動端末２０は、設定されたＮ
個の受信ブランチの電源をＯＮする（Ｓ２）。その他の受信ブランチの電源はＯＦＦのま
ま維持される。これにより、消費電力の低減が図られる。
【００３１】
　次に、移動端末２０は、サービングセルＣ１に関する通信品質を示す値を取得する（Ｓ
３）。例えば、移動端末２０は、基地局１０から送信されるパイロット信号を受信する処
理を実行し、受信したパイロット信号に基づいて、通信品質を示す値を取得する。
【００３２】
　次に、移動端末２０は、第２の条件と、取得した通信品質を示す値とを比較する（Ｓ４
）。具体的には例えば、移動端末２０は、通信品質を示す値と、第２の閾値とを比較する
。
【００３３】
　次に、移動端末２０は、比較の結果に基づいて、使用する受信ブランチの数Ｎを設定す
る（Ｓ５）。例えば、第２の条件に鑑みて、通信品質が比較的高い場合には、Ｎ＝Ｎ１に
設定し、比較的低い場合には、Ｎ＝Ｎ２に設定する。具体的には、通信品質を示す値が第
２の閾値より大きいか否かを判断し、判断結果がＹＥＳの場合には、Ｎ＝Ｎ２に設定し、
ＮＯの場合には、Ｎ＝Ｎ１に設定する。これにより、通信品質が十分に高く、周辺セルの
検出を実行すると判定される可能性が低い状態では、受信ブランチの数は比較的少ない値
Ｎ１に設定され、消費電力の低減が図られる。また、通信品質が比較的低く、周辺セルの
検出を実行すると判定される可能性が高い状態では、受信ブランチの数は比較的多い値Ｎ
２に設定され、受信レベルの測定精度の向上が図られる。
【００３４】
　次に、移動端末２０は、取得した通信品質を示す値と、第１の条件とを比較する（Ｓ６
）。具体的には例えば、移動端末２０は、通信品質を示す値と、第１の閾値とを比較する
。このとき、第２の閾値が第１の閾値より大きく設定されている。
次に、移動端末２０は、比較の結果に基づいて、周辺セル検出の実行を判定する（Ｓ７）
。例えば、第１の条件に鑑みて、通信品質が比較的高い場合には、周辺セル検出を実行し
ないと判定し、比較的低い場合には、周辺セル検出を実行すると判定する。具体的には、
通信品質を示す値が第１の閾値より大きいか否かを判断し、判断結果がＹＥＳの場合には
、周辺セル検出を実行しないと判定し、ＮＯの場合には、周辺セル検出を実行すると判定
する。このとき、Ｓ５の受信ブランチの数の判定と、Ｓ７の周辺セルの検出処理の実行の
判定とで、通信品質を示す同じ値が用いられている。そして、第２の閾値が第１の閾値よ
り大きく設定されている。したがって、周辺セルの検出を実行すると判定される可能性が
低い状態では、受信ブランチの数は比較的少ない値Ｎ１に設定されており、次回の受信期
間での通信品質を示す値の取得時に、Ｎ１個の受信ブランチが使用されることとなり、消
費電力の低減が図られる。また、通信品質が比較的低く、周辺セルの検出を実行すると判
定される状態では、受信ブランチの数は比較的多い値Ｎ２に設定されており、その後周辺
セルの検出処理に移行した際に、周辺セルの検出処理や周辺セルの受信レベルの測定処理
の測定精度の向上が図られる。
【００３５】
　以上により、第１実施形態によれば、移動端末における消費電力を効率良く低減するこ
とができる。
【００３６】
　なお、上述の処理において、Ｓ４の比較の結果、通信品質が比較的高い場合には、Ｓ５
で使用する受信ブランチの数Ｎ＝Ｎ１に設定し、Ｓ６～Ｓ７は実行せずに処理を終了して
もよい。すなわち、第２の条件は第１の条件よりも高い通信品質を要求する（例えば、第
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２の閾値は第１の閾値よりも大きい）ことから、取得された通信品質が第２の条件を満た
す場合、第１の条件も満たすことが当然想定される。
【００３７】
　また、上述の処理において、Ｓ１でＮ＝Ｎ１に設定され、Ｓ５でＮ＝Ｎ２に設定され、
Ｓ７で周辺セルの検出処理を実行すると判定された場合、実際には周辺セルの検出処理の
実行には移行せず、Ｓ１に戻って再度処理を行うようにしてもよい。この場合、Ｓ１でＮ
＝Ｎ２に設定して、Ｓ３でレベル測定を行い、取得された値を用いて、再度Ｓ７で周辺セ
ルの検出処理を実行するか否かが判定される。これにより、比較的多いＮ２個の受信ブラ
ンチを用いて取得される高精度の値を用いて、周辺セルの検出処理を実行するか否かが判
定されるので、誤判定が低減され、不要な検出処理の実行を防止することができる。また
、周辺セルの検出処理を実行すると判定された場合、この高精度の値を用いて、その後の
ハンドオーバの判定等が実行されるので、誤判定が低減され、ハンドオーバ性能の劣化を
防ぐことができる。
［第２実施形態］
　図８は、第２実施形態に係る無線通信システムの移動端末６０および無線通信制御装置
の機能的構成を示す図である。第２実施形態に係る無線通信システムの全体的構成は、図
１の無線通信システム１の構成と同様である。また、第２実施形態に係る無線通信システ
ムにおける基地局の機能的構成およびハードウェア構成は、図２の基地局１０の機能的構
成および図４の基地局１０のハードウェア構成と同様である。
【００３８】
　図８に示すように、移動端末６０は機能的構成として、アンテナ６１Ａ，６１Ｂと、Ｒ
Ｆ部６２Ａ，６２Ｂと、ＦＦＴ部６３Ａ，６３Ｂと、レベル測定部６４と、データ取得部
６５と、電源制御部６６と、制御部６７とを備える。これら各構成部分は、一方向又は双
方向に、信号やデータの入出力が可能なように接続されている。アンテナ６１Ａと、ＲＦ
部６２Ａと、ＦＦＴ部６３Ａとは、第１の受信ブランチに含まれ、アンテナ６１Ｂと、Ｒ
Ｆ部６２Ｂと、ＦＦＴ部６３Ｂとは、第２の受信ブランチに含まれる。また、レベル測定
部６４とデータ取得部６５と電源制御部６６と制御部６７とは、無線通信制御装置に含ま
れる。なお、移動端末６０は、例えば図３の移動端末６０の送信部２４と同様に送信機能
が備えられる。
【００３９】
　ＲＦ部６２Ａ，６２Ｂは、アンテナ６１Ａ，６１Ｂを介して受信された高周波の送信周
波数の無線信号から、ベースバンド信号へのダウンコンバートや、特定周波数帯域幅のみ
を抽出するフィルタ処理や、直交検波を行い、得られた信号についてＡ／Ｄ変換を行って
出力する。ＦＦＴ部６３Ａ，６３Ｂは、ＲＦ部６２Ａ，６２Ｂから出力されるＡ／Ｄ変換
後の信号にＦＦＴ処理を行い、ＯＦＤＭのサブキャリア信号を抽出する。
【００４０】
　レベル測定部６４は、サービングセルや周辺セルについて、セル毎のレベル測定を行う
。レベル測定部６４は、例えば基地局１０，１０Ａ，１０Ｂ毎に送信されるパイロット信
号を受信し、この受信信号のレベルを測定する。パイロット信号は、基地局１０，１０Ａ
，１０Ｂから、セル固有のパターンでリソースエレメントが割り当てられ送信される。受
信信号のレベルは、ＲＳＲＰやＲＳＲＱを含む。さらに、レベル測定部６４は、これらの
測定量を下記式（１）（２）のように定数C1, C2を用いて補正した値Srxlev, Squalを算
出する。
【００４１】
　Srxlev = RSRP - C1　　　（１）
　Squal = RSRQ - C2　　 　（２）
　データ取得部６５は、サブキャリア信号について復調・復号処理して、制御情報やデー
タを抽出する。データ取得部４５は、複数の受信ブランチが使用されている場合は、複数
の受信ブランチを介して受信された複数の受信信号を合成してダイバーシティ受信を行う
。
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【００４２】
　制御部６７は、移動端末２０の待受状態にて、取得した値Srxlev, Squalと、第１の閾
値SintraP, SintraQ, SnonintraP, SnonintraQとの比較結果に応じて、周辺セルの検出処
理を実行するか否かを判断する。閾値SintraP, SintraQは、同周波周辺セルの検出処理を
実行するか否かを判断するための閾値である。また、閾値 SnonintraP, SnonintraQは、
異周波周辺セルの検出処理を実行するか否かを判断するための閾値である。また、制御部
６７は、取得した値Srxlev, Squalと、第２の閾値THr、THqとの比較結果に応じて、移動
端末６０の無線通信に使用可能な複数の受信ブランチのうち使用する受信ブランチの数を
制御する。電源制御部６６は、制御部６７の指示に従って受信ブランチの電源をＯＮ／Ｏ
ＦＦする。
【００４３】
　なお、第２実施形態に係る無線通信システムにおける移動端末６０および無線通信制御
装置のハードウェア構成は、図５の移動端末２０および無線通信制御装置２７のハードウ
ェア構成と同様である。アンテナ６１Ａ，６１Ｂと、ＲＦ部６２Ａ，６２Ｂと、ＦＦＴ部
６３Ａ，６３Ｂとは、例えばアンテナ、ＲＦ回路、およびＤＳＰにより実現される。レベ
ル測定部６４と、データ取得部６５と、電源制御部６６と、制御部６７とは、例えばＣＰ
Ｕ等の集積回路により実現される。
【００４４】
　次に、第２実施形態における無線通信システムの動作を説明する。図９は、無線通信シ
ステムの受信ブランチ数の制御に関する動作を説明するためのフローチャートである。前
提として、移動端末４０は待受状態にあり、所定周期で間欠受信動作を行っている。以下
の動作は、間欠受信動作の受信期間毎に実行される。また、移動端末６０では、前回の受
信期間に、今回の受信期間で使用する受信ブランチの数がＮ個に決定されているものとす
る。Ｎは、Ｎ１とＮ２を取り得る（Ｎ１＜Ｎ２）。具体的には、移動端末６０は２つの受
信ブランチを有し、Ｎ１＝１，Ｎ２＝２とする。
【００４５】
　図９に示すように、移動端末６０は、制御情報に基づいて、使用する受信ブランチ数を
決定するための閾値THr、THqを算出する（Ｓ１１）。閾値THr、THqは、例えば下記式（３
）（４）
　THr ＞ max(SintraP, SnonintraP)　　　（３）
　THq ＞ max(SintraQ, SnonintraQ)　　　（４）
を満たすように算出される。
【００４６】
　より具体的には例えば、閾値THr、THqを下記式（５）（６）のように、予め定めた定数
offset1、offset2を用いて
　THr = max(SintraP, SnonintraP) + offset1　　（５）
　THq = max(SintraQ, SnonintraQ) + offset2　　（６）
として算出する。なお、この閾値THr、THqの算出は、制御情報（SintraP, SintraQ, Snon
intraP, SnonintraQ）が更新された場合のみ実行するようにしてもよい。
【００４７】
　閾値SintraP, SintraQ, SnonintraP, SnonintraQは、基地局１０から、制御情報として
予め通知される。また、閾値SintraP, SintraQ, SnonintraP, SnonintraQは、以下のよう
に、所定のタイミングで更新される。
【００４８】
　例えば、基地局１０は、所定周期に従ったタイミングで、ページングメッセージを送信
する。移動端末６０は、間欠受信動作の受信期間で、ページングメッセージを受信する。
移動端末６０は、ページングメッセージに移動端末６０宛ての情報が含まれているか否か
を確認し、情報が含まれている場合、含まれている情報を抽出する。抽出された情報に、
制御情報が更新された旨が示されていた場合、移動端末６０は、更新された制御情報を取
得するための受信処理を行う。基地局１０は、所定周期に従ったタイミングで、移動端末
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６０に制御情報を送信する。制御情報は、例えばＢＣＨ（Broadcast Channel）を用いて
送信される。移動端末６０は、ＢＣＨを受信し、更新された制御情報を抽出する。
【００４９】
　次に、移動端末６０は、前回の受信期間で決定された数Ｎを、使用する受信ブランチ数
として設定する（Ｓ１２）。次に、移動端末６０は、使用するＮ個の受信ブランチの電源
をＯＮする。他の受信ブランチの電源はＯＦＦのまま維持される（Ｓ１３）。
次に、移動端末６０は、Ｎ個の受信ブランチを用いた、サービングセルＣ１の受信レベル
の測定を実行し、値Srxlev, Squalを算出する（Ｓ１４）。
【００５０】
　次に、移動端末６０は、値Srxlevが閾値THrより大きく、かつ値 Squalが閾値THqより大
きいか否かを判断する（Ｓ１５）。判断結果がＹＥＳの場合、移動端末６０は、使用する
受信ブランチの数ＮをＮ１に設定する（Ｓ１６）。これにより、通信品質が十分に高く、
周辺セルの検出を実行すると判定される可能性が低い状態では、受信ブランチの数は比較
的少ない値Ｎ１に設定され、消費電力の低減が図られる。判断結果がＮＯの場合、移動端
末６０は、使用する受信ブランチの数ＮをＮ２に設定する（Ｓ１７）。これにより、通信
品質が比較的低く、周辺セルの検出を実行すると判定される可能性が高い状態では、受信
ブランチの数は比較的多い値Ｎ２に設定され、受信レベルの測定精度の向上が図られる。
【００５１】
　次に、移動端末６０は、値Srxlevが閾値SintraPより大きく、かつ値 Squalが閾値Sintr
aQより大きいか否かを判断する（Ｓ１８）。判断結果がＮＯの場合、移動端末６０は、同
周波周辺セル検出が必要であると判定し、処理を終了する（Ｓ１９）。閾値が上述の式（
３）～（６）のように算出されているので、このように、通信品質が比較的低く、周辺セ
ルの検出を実行すると判定される状態では、受信ブランチの数は比較的多い値Ｎ２に設定
されており、その後周辺セルの検出処理に移行した際に、周辺セルの検出処理や周辺セル
の受信レベルの測定処理の測定精度の向上が図られる。
【００５２】
　Ｓ１８の判断結果がＹＥＳの場合、移動端末６０は、値Srxlevが閾値SnonintraPより大
きく、かつ値 Squalが閾値SnonintraQより大きいか否かを判断する（Ｓ２０）。判断結果
がＮＯの場合、移動端末６０は、異周波周辺セル検出が必要であると判定し、処理を終了
する（Ｓ２１）。このように、通信品質が比較的低く、周辺セルの検出を実行すると判定
される状態では、受信ブランチの数は比較的多い値Ｎ２に設定されており、その後周辺セ
ルの検出処理に移行した際に、周辺セルの検出処理や周辺セルの受信レベルの測定処理の
測定精度の向上が図られる。
Ｓ２０の判断結果がＹＥＳの場合、移動端末６０は、周辺セル検出は不要と判定する（Ｓ
２１）。このように、周辺セルの検出を実行すると判定されない状態では、受信ブランチ
の数は比較的少ない値Ｎ１に設定されており、次回の受信期間での通信品質を示す値の取
得時に、Ｎ１個の受信ブランチが使用されることとなり、消費電力の低減が図られる。
【００５３】
　以上により、第２実施形態によれば、移動端末における消費電力を効率良く低減するこ
とができる。
［第３実施形態］
　図１０は、第３実施形態に係る無線通信システムの移動端末７０および無線通信制御装
置の機能的構成を示す図である。第３実施形態に係る無線通信システムの全体的構成は、
図１の無線通信システム１の構成と同様である。また、第２実施形態に係る無線通信シス
テムにおける基地局の機能的構成およびハードウェア構成は、図２の基地局１０の機能的
構成および図４の基地局１０のハードウェア構成と同様である。
【００５４】
　図１０に示すように、移動端末７０は機能的構成として、アンテナ７１Ａ，７１Ｂと、
ＲＦ部７２Ａ，７２Ｂと、ＦＦＴ部７３Ａ，７３Ｂと、レベル測定部７４と、データ取得
部７５と、電源制御部７６と、制御部７７と、品質推定部７８を備える。これら各構成部
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分は、一方向又は双方向に、信号やデータの入出力が可能なように接続されている。アン
テナ７１Ａと、ＲＦ部７２Ａと、ＦＦＴ部７３Ａとは、第１の受信ブランチに含まれ、ア
ンテナ７１Ｂと、ＲＦ部７２Ｂと、ＦＦＴ部７３Ｂとは、第２の受信ブランチに含まれる
。また、レベル測定部７４とデータ取得部７５と電源制御部７６と制御部７７と品質推定
部７８とは、無線通信制御装置に含まれる。
【００５５】
　第３実施形態において、品質推定部７８は、サービングセルＣ１のパイロット信号から
、ＳＩＮＲを推定する。そして、制御部６７は、使用する受信ブランチの数を決定する際
に、値Srxlev, Squalとともに、ＳＩＮＲを使用する。ＳＩＮＲは、着信の通知信号に関
連する通信品質を示す第２の値の例に相当する。具体的には、ＳＩＮＲと、第２の閾値TH
sinrとの比較結果に応じて、移動端末７０の無線通信に使用可能な複数の受信ブランチの
うち使用する受信ブランチの数を制御する。
【００５６】
　その他、アンテナ７１Ａ，７１Ｂと、ＲＦ部７２Ａ，７２Ｂと、ＦＦＴ部７３Ａ，７３
Ｂと、レベル測定部７４と、データ取得部７５と、電源制御部７６と、制御部７７の詳細
は、第２実施形態のアンテナ６１Ａ，６１Ｂと、ＲＦ部６２Ａ，６２Ｂと、ＦＦＴ部６３
Ａ，６３Ｂと、レベル測定部６４と、データ取得部６５と、電源制御部６６と、制御部６
７とそれぞれ同様である。
【００５７】
　また、第３実施形態に係る無線通信システムにおける移動端末７０および無線通信制御
装置のハードウェア構成は、図５の移動端末２０および無線通信制御装置２７のハードウ
ェア構成と同様である。アンテナ７１Ａ，７１Ｂと、ＲＦ部７２Ａ，７２Ｂと、ＦＦＴ部
７３Ａ，７３Ｂとは、例えばアンテナ、ＲＦ回路、およびＤＳＰにより実現される。レベ
ル測定部７４と、データ取得部７５と、電源制御部７６と、制御部７７と、品質推定部７
８とは、例えばＣＰＵ等の集積回路により実現される。
【００５８】
　次に、第３実施形態における無線通信システムの動作を説明する。図１１は、無線通信
システムの受信ブランチ数の制御に関する動作を説明するためのフローチャートである。
なお、図１１のフローチャートにおいて、Ｓ３１～Ｓ３３、Ｓ３６～Ｓ４２は、第２実施
形態の図９のフローチャートのＳ１１～Ｓ１３、Ｓ１６～Ｓ２２と同様である。前提とし
て、第２実施形態と同様に、移動端末７０は待受状態にあり、所定周期で間欠受信動作を
行っている。以下の動作は、間欠受信動作の受信期間毎に実行される。また、移動端末７
０では、前回の受信期間に、今回の受信期間で使用する受信ブランチの数がＮ個に決定さ
れているものとする。Ｎは、Ｎ１とＮ２を取り得る（Ｎ１＜Ｎ２）。具体的には、移動端
末７０は２つの受信ブランチを有し、Ｎ１＝１，Ｎ２＝２とする。
【００５９】
　図１１の処理によれば、第２実施形態と同様、Ｓ３９，４１で周辺セル検出が必要と判
定されるような、通信品質が比較的低く、周辺セルの検出を実行すると判定される状態で
は、受信ブランチの数は比較的多い値Ｎ２に設定されており、その後周辺セルの検出処理
に移行した際に、周辺セルの検出処理や周辺セルの受信レベルの測定処理の測定精度の向
上が図られる。また、Ｓ４２で周辺セル検出が不要と判定されるような、周辺セルの検出
を実行すると判定されない状態では、受信ブランチの数は比較的少ない値Ｎ１に設定され
ており、次回の受信期間での通信品質を示す値の取得時に、Ｎ１個の受信ブランチが使用
されることとなり、消費電力の低減が図られる。
【００６０】
　さらに、第３実施形態では、移動端末７０は、Ｎ個の受信ブランチを用いた、サービン
グセルＣ１の受信レベルの測定を実行し、値Srxlev, Squal, ＳＩＮＲを算出する（Ｓ３
４）。
【００６１】
　次に、移動端末７０は、値Srxlevが閾値THrより大きく、値 Squalが閾値THqより大きく
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、かつＳＩＮＲが閾値THsinrより大きいか否かを判断する（Ｓ３５）。このように、ＳＩ
ＮＲが受信ブランチ数の決定に使用される。これにより、Ｓ３９，４１のように、周辺セ
ル測定が必要と判定される状態においては、比較的多い受信ブランチ数Ｎ２が設定される
ように制御しつつ、さらに、ＳＩＮＲが閾値THsinrより大きい環境でのみ、使用する受信
ブランチ数を削減するように制御する構成となっている。ＳＩＮＲは、一般に、データ受
信の品質と相関が高いので、ＳＩＮＲを受信ブランチ数の決定に使用することで、着信の
通知信号（ページングメッセージ）を受信する場合の品質を保証することができる。すな
わち、受信ブランチ数が少ない場合には、それだけ着信の通知信号の受信誤り率が増加す
ることが想定される。よって、測定されるＳＩＮＲが十分に高い環境でのみ、比較的少な
い受信ブランチ数Ｎ１が設定されるように制御することで、受信誤り率の増加を抑えるこ
とができる。
【００６２】
　以上により、第３実施形態によれば、移動端末７０における消費電力を効率良く低減す
ることができる。
［第４実施形態］
　図１２は、第４実施形態に係る無線通信システムの受信ブランチ数の制御に関する動作
を説明するためのフローチャートである。第４実施形態に係る無線通信システムの全体的
構成は、図１の無線通信システム１の構成と同様である。また、第４実施形態に係る無線
通信システムにおける基地局の機能的構成およびハードウェア構成は、図２の基地局１０
の機能的構成および図４の基地局１０のハードウェア構成と同様である。
【００６３】
　第４実施形態では、移動端末および無線通信制御装置のレベル測定部は、サービングセ
ルＣ１の受信レベルとして、ＲＳＲＰを測定し、上述の式（１）を用いて値Srxlevを取得
する。そして、制御部は、移動端末の待受状態にて、取得した値Srxlevと、第１の閾値Si
ntraPとの比較結果に応じて、周辺セルの検出処理を実行するか否かを判断する。閾値Sin
traPは、同周波周辺セルの検出処理を実行するか否かを判断するための閾値である。また
、移動端末および無線通信制御装置の制御部は、取得した値Srxlevと、第２の閾値THrと
の比較結果に応じて、移動端末の無線通信に使用可能な複数の受信ブランチのうち使用す
る受信ブランチの数を制御する。これ以外の第４実施形態の移動端末および無線通信制御
装置の機能的構成は、第２実施形態の移動端末６０および無線通信制御装置と同様である
。また、第４実施形態の移動端末および無線通信制御装置のハードウェア構成は、第４実
施形態の移動端末および無線通信制御装置と同様である。
【００６４】
　次に、図１２を参照して、第４実施形態における無線通信システムの動作を説明する。
なお、図１２のフローチャートにおいて、Ｓ５１～Ｓ５９、Ｓ６０の概要は、第２実施形
態の図９のフローチャートのＳ１１～Ｓ１９、Ｓ２２と同様である。前提として、第２実
施形態と同様に、移動端末は待受状態にあり、所定周期で間欠受信動作を行っている。以
下の動作は、間欠受信動作の受信期間毎に実行される。また、移動端末では、前回の受信
期間に、今回の受信期間で使用する受信ブランチの数がＮ個に決定されているものとする
。Ｎは、Ｎ１とＮ２を取り得る（Ｎ１＜Ｎ２）。具体的には、移動端末は２つの受信ブラ
ンチを有し、Ｎ１＝１，Ｎ２＝２とする。
【００６５】
　図１２に示すように、移動端末は、制御情報に基づいて、使用する受信ブランチ数を決
定するための閾値THrを算出する（Ｓ５１）。閾値THrは、例えば下記式（７）
　THr ＞ Sintra　　　　　（７）
を満たすように算出される。
【００６６】
　より具体的には例えば、閾値THrを下記式（８）のように、予め定めた定数offsetを用
いて
　THr  = Sintra + offset　　　（８）
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次に、移動端末は、前回の受信期間で決定された数Ｎを、使用する受信ブランチ数として
設定する（Ｓ５２）。次に、移動端末は、使用するＮ個の受信ブランチの電源をＯＮする
。他の受信ブランチの電源はＯＦＦのまま維持される（Ｓ５３）。次に、移動端末は、Ｎ
個の受信ブランチを用いた、サービングセルＣ１の受信レベルの測定を実行し、値Srxlev
を算出する（Ｓ５４）。
【００６７】
　次に、移動端末は、値Srxlevが閾値THrより大きいか否かを判断する（Ｓ５５）。判断
結果がＹＥＳの場合、移動端末は、使用する受信ブランチの数ＮをＮ１に設定する（Ｓ５
６）。これにより、通信品質が十分に高く、周辺セルの検出を実行すると判定される可能
性が低い状態では、受信ブランチの数は比較的少ない値Ｎ１に設定され、消費電力の低減
が図られる。判断結果がＮＯの場合、移動端末は、使用する受信ブランチの数ＮをＮ２に
設定する（Ｓ５７）。これにより、通信品質が比較的低く、周辺セルの検出を実行すると
判定される可能性が高い状態では、受信ブランチの数は比較的多い値Ｎ２に設定され、受
信レベルの測定精度の向上が図られる。
【００６８】
　次に、移動端末は、値Srxlevが閾値Sintraより大きいか否かを判断する（Ｓ５８）。判
断結果がＮＯの場合、移動端末は、同周波周辺セル検出が必要であると判定し、処理を終
了する（Ｓ５９）。閾値THrが閾値Sintraより大きい値に設定されているので、このよう
に、通信品質が比較的低く、周辺セルの検出を実行すると判定される状態では、受信ブラ
ンチの数は比較的多い値Ｎ２に設定されており、その後周辺セルの検出処理に移行した際
に、周辺セルの検出処理や周辺セルの受信レベルの測定処理の測定精度の向上が図られる
。
Ｓ５８の判断結果がＹＥＳの場合、移動端末は、周辺セル検出は不要と判定する（Ｓ６０
）。このように、周辺セルの検出を実行すると判定されない状態では、受信ブランチの数
は比較的少ない値Ｎ１に設定されており、次回の受信期間での通信品質を示す値の取得時
に、Ｎ１個の受信ブランチが使用されることとなり、消費電力の低減が図られる。
【００６９】
　ここで、図１３の例を参照して、上記処理による消費電力の変化について説明する。図
１３のグラフにおいて、横軸は、値Srxlevの平均値／閾値Sintraを示す。縦軸は、常時２
つの受信ブランチを使用した場合を基準とした電力増加率（％）を示す。電力増加率が負
の場合、消費電力が削減されていることを示す。図１３の例では、offset=0[dB]とした場
合を「△」、offset=α1[dB]とした場合を「□」、offset=α2[dB]とした場合を「×」、
offset=α3[dB]とした場合を「＊」とする（α1＜α2＜α3）。
この例では、値Srxlevは、移動端末の移動に応じた、フェージングによる受信電界強度の
変動を考慮し、受信電界強度が、一般的なレイリー分布に従ったレベル変動を起こす場合
を仮定している。また、この例では、２つの受信ブランチを使用した場合について、値Sr
xlevは、それぞれの受信ブランチを介して取得された値のうち大きい方を用いている。ま
た、この例では、受信ブランチ数Ｎの状態でのサービングセルＣ１の値Srxlevの測定に必
要な電力をＰｎ、周辺セルの検出処理が起動された場合に必要な電力を４Ｐｎと仮定して
いる。
図１３に示すように、offsetが比較的大きい値α3に設定されている場合、比較的多くの
受信環境において、使用する受信ブランチ数ＮとしてＮ２＝２が選択されることになる。
つまり、受信ダイバーシティを常時用いている場合に対して、上記処理により受信ブラン
チ数が削減される場合が少なくなる。このため、図１３では、消費電力の削減が少なくな
り、Srxlev／Sintraが比較的大きい領域のみで消費電力が削減されている。
一方、offsetが比較的小さい値に設定されている場合、使用する受信ブランチ数Ｎとして
Ｎ１＝１が選択される場合が増加し、消費電力の削減が大きくなる。ただし、offsetを比
較的小さい値に設定すると、受信ブランチ数ＮとしてＮ１＝１を使用して測定された値Sr
xlevを用いて周辺セルの検出の実行判定を行うため、誤判定により不要な周辺セル検出が
行われる可能性がある。例えば、図１３では、offset=0[dB]とした場合には、Srxlev/Sin
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traが小さい領域において、電力が増加する場合が発生している。これは、不要な周辺セ
ル検出動作の起動が発生していることによる。
図１３の例では、例えばoffset=α2[dB]程度に設定することで、使用する受信ブランチ数
の削減により消費電力を削減しつつ、不要な周辺セル検出による電力増加を防ぐことが可
能となる。
【００７０】
　以上により、第４実施形態によれば、移動端末における消費電力を効率良く低減するこ
とができる。
［第５実施形態］
　図１４は、第５実施形態に係る無線通信システムの移動端末８０の機能的構成を示す図
である。第５実施形態に係る無線通信システムの全体的構成は、図１の無線通信システム
１の構成と同様である。また、第５実施形態に係る無線通信システムにおける基地局の機
能的構成およびハードウェア構成は、図２の基地局１０の機能的構成および図４の基地局
１０のハードウェア構成と同様である。
【００７１】
　図１４に示すように、移動端末８０は機能的構成として、アンテナ８１Ａ，８１Ｂと、
ＲＦ部８２Ａ，８２Ｂと、ＦＦＴ部８３Ａ，８３Ｂと、レベル測定部８４と、データ取得
部８５と、電源制御部８６と、制御部８７と、フェージング推定部８８を備える。これら
各構成部分は、一方向又は双方向に、信号やデータの入出力が可能なように接続されてい
る。アンテナ８１Ａと、ＲＦ部８２Ａと、ＦＦＴ部８３Ａとは、第１の受信ブランチに含
まれ、アンテナ８１Ｂと、ＲＦ部８２Ｂと、ＦＦＴ部８３Ｂとは、第２の受信ブランチに
含まれる。また、レベル測定部８４とデータ取得部８５と電源制御部８６と制御部８７と
フェージング推定部８８とは、無線通信制御装置に含まれる。
【００７２】
　第５実施形態において、フェージング推定部８８は、移動端末８０の移動速度を推定す
る。そして、制御部８７は、推定された移動速度に応じて、閾値THr、THqを算出する際の
定数offset1、offset2を変更する。
【００７３】
　その他、アンテナ８１Ａ，８１Ｂと、ＲＦ部８２Ａ，８２Ｂと、ＦＦＴ部８３Ａ，８３
Ｂと、レベル測定部８４と、データ取得部８５と、電源制御部８６と、制御部８７の詳細
は、第２実施形態のアンテナ６１Ａ，６１Ｂと、ＲＦ部６２Ａ，６２Ｂと、ＦＦＴ部６３
Ａ，６３Ｂと、レベル測定部６４と、データ取得部６５と、電源制御部６６と、制御部６
７とそれぞれ同様である。
【００７４】
　また、第２実施形態に係る無線通信システムにおける移動端末６０および無線通信制御
装置のハードウェア構成は、図５の移動端末２０および無線通信制御装置２７のハードウ
ェア構成と同様である。アンテナ８１Ａ，８１Ｂと、ＲＦ部８２Ａ，８２Ｂと、ＦＦＴ部
８３Ａ，８３Ｂとは、例えばアンテナ、ＲＦ回路、およびＤＳＰにより実現される。レベ
ル測定部８４と、データ取得部８５と、電源制御部８６と、制御部８７と、フェージング
推定部８８は、例えばＣＰＵ等の集積回路により実現される。
【００７５】
　次に、第５実施形態における無線通信システムの動作を説明する。図１５は、無線通信
システムの受信ブランチ数の制御に関する動作を説明するためのフローチャートである。
なお、図１５のフローチャートにおいて、Ｓ７２～Ｓ８３の概要は、第２実施形態の図９
のフローチャートのＳ１１～Ｓ２２と同様である。前提として、第２実施形態と同様に、
移動端末８０は待受状態にあり、所定周期で間欠受信動作を行っている。以下の動作は、
間欠受信動作の受信期間毎に実行される。また、移動端末７０では、前回の受信期間に、
今回の受信期間で使用する受信ブランチの数がＮ個に決定されているものとする。Ｎは、
Ｎ１とＮ２を取り得る（Ｎ１＜Ｎ２）。具体的には、移動端末７０は２つの受信ブランチ
を有し、Ｎ１＝１，Ｎ２＝２とする。
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【００７６】
　この処理によれば、第２実施形態と同様、Ｓ８０，８２で周辺セル検出が必要と判定さ
れるような、通信品質が比較的低く、周辺セルの検出を実行すると判定される状態では、
受信ブランチの数は比較的多い値Ｎ２に設定されており、その後周辺セルの検出処理に移
行した際に、周辺セルの検出処理や周辺セルの受信レベルの測定処理の測定精度の向上が
図られる。また、Ｓ８３で周辺セル検出が不要と判定されるような、周辺セルの検出を実
行すると判定されない状態では、受信ブランチの数は比較的少ない値Ｎ１に設定されてお
り、次回の受信期間での通信品質を示す値の取得時に、Ｎ１個の受信ブランチが使用され
ることとなり、消費電力の低減が図られる。
【００７７】
　さらに、第５実施形態では、移動端末８０は、移動端末８０の移動速度（フェージング
変動速度）を推定し、推定結果fdを出力する（Ｓ７１）。そして、移動端末８０は、Ｓ７
２で閾値THr、THqを算出する際に、推定結果fdに応じて定数offset1、offset2を変更する
。具体的には、例えば、予め、推定結果fd毎に、定数offset1、offset2を対応させるテー
ブルを準備し、そのテーブルを参照して定数offset1、offset2を決定する。図１６に、推
定結果fd毎に、定数offset1、offset2を対応させるテーブルの例を示す。図１６のテーブ
ルでは、fdの値は、{fd<A1, A2≦fd<A3, A3≦fd<A4, A4≦fd<A5, A5≦fd<A6, A6≦fd<A7,
 A7≦fd}の８段階に分類されている。そして、各fdの値に、{offset1(0), ..., offset1(
7)}, { offset2(0), ..., offset2(7)}が対応づけられている。なお、定数offset1、offs
et2の値offset1(n)＞offset1(n+1), offset2(n)＞offset2(n+1), n=0, ..., 7となるよう
に設定されている。このように、移動速度を推定し、推定結果を用いて、例えば高速移動
の場合に、低速移動の場合よりも小さい値を用いるように定数offset1、offset2の値を切
り替える制御を行う。これにより、定数offset1、offset2を適切に設定し、より多くの状
態で受信ブランチ数を削減できるようにして、消費電力の削減を図ることができる。
【００７８】
　以上により、第５実施形態によれば、移動端末における消費電力を効率良く低減するこ
とができる。
【００７９】
　なお、第１～第５実施形態では、移動端末は２個の受信ブランチを備えるものとしたが
、３以上の個数の受信ブランチを備えるものとしてもよい。
【００８０】
　また、第１～第５実施形態では、使用する受信ブランチの数をＮ１とＮ２との２段階で
切り換えるものとしたが、３以上の多段階で切り換えるものとしてもよい。
【００８１】
　また、第１～第５実施形態において、制御部は、使用する受信ブランチの数を決定する
ための閾値を、現在設定されている受信ブランチの数がＮ１の場合とＮ２の場合とで変更
し、受信ブランチ数の切り換えにヒステリシスをもたせてよい。
【００８２】
　また、第１～第５実施形態において、制御部は、通信品質を示す値が第２の条件を満た
す場合が所定回連続した場合に、又は通信品質を示す値が第２の条件を満たさない場合が
所定回連続した場合に、使用する受信ブランチの数を、現在設定されている受信ブランチ
の数から変更するようにしてもよい。さらに、所定回を現在設定されている受信ブランチ
の数がＮ１の場合とＮ２の場合とで変更し、受信ブランチ数の切り換えにヒステリシスを
もたせてよい。
【００８３】
　また、第１～第５実施形態の無線通信システムは、例えば、ＬＴＥシステムや、ＬＴＥ
－Ａシステムとして実現できる。なお、ＬＴＥやＬＴＥ－Ａ以外の通信方式を用いた無線
通信システムに適用することも可能である。
【００８４】
　また、第１～第５実施形態は、移動端末として、携帯電話機、スマートフォン、ＰＤＡ
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（Personal　Digital　Assistant）などの携帯端末に適用可能である。また、第１～第５
実施形態は、その他、移動中継局など、基地局との間で通信を行う様々な通信機器に対し
て適用可能である。
【００８５】
　また、第１～第５実施形態は、基地局として、マクロ基地局、フェムト基地局など、様
々な規模の基地局に適用可能である。また、第１～第４実施形態は、その他、中継局など
、移動局との間で通信を行う様々な通信機器に対して適用可能である。
【００８６】
　また、基地局、移動局の各構成要素の分散・統合の具体的態様は、第１～第５実施形態
の態様に限定されず、その全部又は一部を、各種の負荷や使用状況等に応じて、任意の単
位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することもできる。例えば、メモリを、基地
局、移動局の外部装置としてネットワークやケーブル経由で接続するようにしてもよい。
【００８７】
　以上の実施形態を含む実施の形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
【００８８】
　（付記１）
　無線通信制御装置であって、
　　通信品質を示す値を取得する取得部と、
　　待受状態にて、前記通信品質を示す値と第１の条件との比較結果に応じて、周辺セル
の検出処理を実行するか否かを決定するとともに、前記第１の条件に応じた第２の条件と
前記通信品質を示す値との比較結果に応じて、無線通信に使用可能な複数の受信ブランチ
のうち使用する受信ブランチの数を制御する制御部と、
　を有することを特徴とする無線通信制御装置。
　（付記２）
　前記通信品質を示す値は、大きくなるほど通信品質が高いことを示す数値であり、
　前記制御部は、前記数値と第１の閾値との比較結果に応じて、周辺セルの検出処理を実
行するか否かを決定するとともに、前記第１の閾値より大きい第２の閾値と前記数値との
比較結果に応じて、前記使用する受信ブランチの数を制御する、
　ことを特徴とする付記１に記載の無線通信制御装置。
　（付記３）
　前記制御部は、前記数値が前記第２の閾値より大きい場合に、前記使用する受信ブラン
チの数を、前記第２の閾値以下の場合に比較して小さい数に制御する、
　ことを特徴とする付記２に記載の無線通信制御装置。
　（付記４）
　前記制御部は、前記第１の数の前記受信ブランチを使用して取得された前記通信品質を
示す値と、前記第１の条件との比較結果に応じて、周辺セルの検出処理を実行すると判断
された場合に、周辺セルの検出処理を実行せず、前記使用する受信ブランチの数を前記第
１の数より多い数に設定し、該設定された数の受信ブランチを使用して取得される前記通
信品質を示す値と、前記第１の条件との比較結果に応じて、周辺セルの検出処理を実行す
るか否かを判断する、
　ことを特徴とする付記３に記載の無線通信制御装置。
　（付記５）
　前記取得部は、着信の通知信号に関連する通信品質を示す第２の値を取得し、
　前記制御部は、前記通信品質を示す値と前記第２の条件との比較結果と、前記通信品質
を示す第２の値と第３の条件との比較結果と、の両方を用いて、前記使用する受信ブラン
チの数を制御する、
　ことを特徴とする付記１～４のいずれかに記載の無線通信制御装置。
　（付記６）
　前記通信品質を示す第２の値は、大きくなるほど通信品質が高いことを示す第２の数値
であり、
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　前記制御部は、前記数値が前記第２の閾値より大きく、かつ前記第２の数値が第３の閾
値より大きい場合に、前記使用する受信ブランチの数を、他の場合に比較して少ない第２
の数に設定する、
　ことを特徴とする付記５に記載の無線通信制御装置。
　（付記７）
　前記制御部は、前記値が前記第２の条件を満たす場合が所定回連続した場合に、又は前
記値が前記第２の条件を満たさない場合が所定回連続した場合に、前記使用する受信ブラ
ンチの数を、現在設定されている受信ブランチの数から変更する
　ことを特徴とする付記１～６のいずれかに記載の無線通信制御装置。
　（付記８）
　前記制御部は、前記第１の条件が変更されたことを示す情報の通知に応じて、前記第１
の条件を取得する処理を実行し、該取得した第１の条件に基づいて前記第２の条件を更新
する、
　ことを特徴とする付記１～７のいずれかに記載の無線通信制御装置。
　（付記９）
　前記取得部は、前記無線通信制御装置が搭載される移動端末の移動速度を取得し、
　前記制御部は、少なくとも前記第２の条件を、前記取得した移動速度に応じて設定する
、
　ことを特徴とする付記１～８のいずれかに記載の無線通信制御装置。
　（付記１０）
　前記制御部は、前記使用する受信ブランチへ電源電圧を供給させ、他の受信ブランチへ
の電源電圧の供給を停止させる、
　ことを特徴とする付記１～８のいずれかに記載の無線通信制御装置。
　（付記１１）
　前記通信品質を示す値は、セル毎に測定される値であり、ＲＳＲＰ（Reference Signal
 Received Power）、及びＲＳＲＱ（Reference Signal Received Power）の少なくともい
ずれかを含む
　ことを特徴とする付記１～１０のいずれかに記載の無線通信制御装置。
　（付記１２）
　前記通信品質を示す第２の値は、セル毎に推定される値であり、ＳＩＲ（Signal to In
terference Ratio）、ＳＩＮＲ（Signal to Interference and Noise Ratio）の少なくと
もいずれかを含む
　ことを特徴とする付記５又は６に記載の無線通信制御装置。
　（付記１３）
　移動端末であって、
　　無線信号を受信して処理する複数の受信ブランチと、
　　通信品質を示す値を取得する取得部と、
　　待受状態にて、前記取得した値と第１の条件との比較結果に応じて、周辺セルの検出
処理を実行するか否かを決定するとともに、前記第１の条件に応じた第２の条件と前記取
得した値との比較結果に応じて、前記複数の受信ブランチのうち使用する受信ブランチの
数を制御する制御部と、
　を有することを特徴とする移動端末。
　（付記１４）
　前記ブランチは、前記無線信号を受信するアンテナと、該受信した無線信号を処理する
信号処理回路とを有する、
ことを特徴とする付記１２に記載の移動端末。
　（付記１５）
　前記信号処理回路は、ＲＦ（Radio　Frequency）回路およびＦＦＴ（Fast Fourier Tra
nsform）回路を含む、
　ことを特徴とする付記１３に記載の移動端末。
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　（付記１６）
　前記取得部は、前記移動端末の移動速度を取得し、
　前記制御部は、少なくとも前記第２の条件を、前記取得した移動速度に応じて更新する
、
　ことを特徴とする付記１３～１５のいずれかに記載の移動端末。
　（付記１７）
　受信局と送信局とを有する無線通信システムにおいて、
　前記受信局は、
　　無線信号を受信して処理する複数の受信ブランチと、
　　通信品質を示す値を取得する取得部と、
　　待受状態にて、前記取得した値と第１の条件との比較結果に応じて、前記受信局と通
信を行う送信局の周辺の送信局の検出処理を実行するか否かを決定するとともに、前記第
１の条件に応じた第２の条件と前記取得した値との比較結果に応じて、前記複数の受信ブ
ランチのうち通信に使用する受信ブランチの数を制御する制御部と、を有し、
　前記送信局は、前記受信局に無線信号を送信する送信部、を有する
　ことを特徴とする無線通信システム。
　（付記１８）
　前記送信局は、
　　前記第１の条件を変更する制御部、を有し、
　　前記送信部は、前記第１の条件が変更されたことを示す情報を前記受信局に通知し、
　前記受信局の制御部は、前記第１の条件が変更されたことを示す情報の通知に応じて、
前記第１の条件を取得する処理を実行し、該取得した第１の条件に基づいて前記第２の条
件を更新する、
　ことを特徴とする付記１７記載の無線通信システム。
　（付記１９）
　無線通信方法であって、
　通信品質を示す値を取得し、
　待受状態にて、前記取得した値と第１の条件との比較結果に応じて、周辺セルの検出処
理を実行するか否かを決定し、
　待受状態にて、前記第１の条件に応じた第２の条件と前記取得した値との比較結果に応
じて、複数の受信ブランチのうち使用する受信ブランチの数を制御する
　ことを含む無線通信方法。
【符号の説明】
【００８９】
　１　無線通信システム
　１０，１０Ａ，１０Ｂ　基地局
　１１　アンテナ
　１２　送信部
　１３　受信部
　１４　制御部
　２０　移動端末
　２１Ａ，２１Ｂ　アンテナ
　２２Ａ，２２Ｂ　受信部
　２３Ａ，２３Ｂ　受信ブランチ
　２４　送信部
　２５　取得部
　２６　制御部
　２７　無線通信制御装置
　３０Ａ　アンテナ
　３０Ｂ　ＲＦ回路
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　３０Ｃ　ＦＰＧＡ
　３０Ｄ　ＤＳＰ
　３０Ｅ　メモリ
　３０Ｆ　ネットワークＩＦ
　４０Ａ，４０Ｂ　アンテナ
　４０Ｃ，４０Ｄ　ＲＦ回路
　４０Ｅ，４０Ｆ　ＤＳＰ
　４０Ｇ　ＣＰＵ
　４０Ｈ　メモリ
　４０Ｉ　表示装置
　６０，７０，８０　移動端末
　６１Ａ，６１Ｂ，７１Ａ，７１Ｂ，８１Ａ，８１Ｂ　アンテナ
　６２Ａ，６２Ｂ，７２Ａ，７２Ｂ，８２Ａ，８２Ｂ　ＲＦ部
　６３Ａ，６３Ｂ，７３Ａ，７３Ｂ，８３Ａ，８３Ｂ　ＦＦＴ部
　６４，７４，８４　レベル測定部
　６５，７５，８５　データ取得部
　６６，７６，８６　電源制御部
　６７，７７，８７　制御部
　７８　品質推定部
　８８　フェージング推定部

【図１】 【図２】
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