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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　新設された基地局装置から、運用状態前の状態であるプリオペレーション状態であるこ
とを示す情報を含む報知チャネルが送信され、
　報知チャネルを受信する報知チャネル受信手段；
　受信した報知チャネルにプリオペレーション状態であることを示す情報が含まれるか否
かを判断する新設基地局装置判定手段；
　前記新設基地局装置判定手段により、プリオペレーション状態であることを示す情報が
含まれると判断された場合、前記新設基地局（新規セル）の識別子及び／又は前記新設さ
れた基地局装置から送信されるパイロットチャネルの受信品質を通知する通知手段；
　を備え、
　前記通知手段は、前記新設された基地局装置とは異なる他の基地局装置（セル）の識別
子、前記他の基地局装置から送信されるパイロットチャネルの受信品質も通知することを
特徴とする移動局装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の移動局装置において；
　前記新設された基地局装置は、プリオペレーション状態であることを示すインジケータ
を含む報知チャネルを送信し、
　前記新設基地局装置判定手段は、受信した報知チャネルにプリオペレーション状態であ
ることを示すインジケータが含まれるか否かを判断し、
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　前記通知手段は、前記新設基地局装置判定手段によりプリオペレーション状態であるこ
とを示すインジケータが含まれると判断された場合、前記新設基地局（新規セル）の識別
子及び／又は前記新設された基地局装置から送信されるパイロットチャネルの受信品質を
通知することを特徴とする移動局装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の移動局装置において；
　前記新設された基地局装置は、新設される基地局装置に対して予め決定される識別子を
含む報知チャネルを送信し、
　前記新設基地局装置判定手段は、受信した報知チャネルに前記識別子が含まれるか否か
を判断し、
　前記通知手段は、前記新設基地局装置判定手段により受信した報知チャネルに前記識別
子が含まれると判断された場合、前記新設基地局（新規セル）の識別子及び／又は前記新
設された基地局装置から送信されるパイロットチャネルの受信品質を通知することを特徴
とする移動局装置。
【請求項４】
　基地局装置であって：
　運用状態前の状態であるプリオペレーション状態であることを設定する状態設定手段；
　前記状態設定手段において前記プリオペレーション状態であることが設定された場合に
、プリオペレーション状態であることを示す情報を含む報知チャネルを作成する報知チャ
ネル作成手段；
　前記報知チャネルを報知する報知手段；
　該報知手段により報知された報知チャネルを受信した移動局装置から、前記プリオペレ
ーション状態である基地局装置の識別子及び／又は前記プリオペレーション状態である基
地局装置からのパイロットチャネルの受信品質、前記プリオペレーション状態である基地
局装置とは異なる他の基地局装置（セル）の識別子、前記他の基地局装置から送信される
パイロットチャネルの受信品質を受信する受信手段；
　を備えることを特徴とする基地局装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の基地局装置において：
　前記プリオペレーション状態では、サービスの提供はできないが、同期チャネル及びパ
イロットチャネルの送信はできることを特徴とする基地局装置。
【請求項６】
　請求項４または５に記載の基地局装置において、
　前記報知チャネル作成手段は、プリオペレーション状態であることを示すインジケータ
を含む報知チャネルを作成することを特徴とする基地局装置。
【請求項７】
　請求項４または５に記載の基地局装置において、
　前記報知チャネル作成手段は、新設された基地局装置に対して予め決定される識別子を
含む報知チャネルを作成することを特徴とする基地局装置。
【請求項８】
　新設された基地局装置から、プリオペレーション状態であることを示す情報を含む報知
チャネルが送信される送信ステップ；
　移動局装置が、報知チャネルを受信する報知チャネル受信ステップ；
　前記移動局装置が、受信した報知チャネルにプリオペレーション状態であることを示す
情報が含まれるか否かを判断する新設基地局装置判定ステップ；
　前記新設基地局装置判定ステップにより受信した報知チャネルにプリオペレーション状
態であることを示す情報が含まれると判断された場合、前記新設基地局（新規セル）の識
別子及び／又は前記移動局装置が、前記新設された基地局装置から送信されるパイロット
チャネルの受信品質を通知する通知ステップ；
　を有し、
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　前記通知ステップでは、前記新設された基地局装置とは異なる他の基地局装置（セル）
の識別子、前記他の基地局装置から送信されるパイロットチャネルの受信品質も通知する
ことを特徴とする伝搬状況収集方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）システムに関し、特に
移動局装置及び基地局装置並びに伝搬状況収集方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｗ－ＣＤＭＡやＨＳＤＰＡ（総称ＵＭＴＳ）の後継となる通信方式、すなわちＬＴＥ（
Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）が、ＵＭＴＳの標準化団体３ＧＰＰにより検
討され、無線アクセス方式として、下りリンクについてはＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａ
ｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）、上りリンク
についてはＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ－Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉ
ｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）が検討されている（例えば、非特許文
献１参照）。
【０００３】
　ＵＭＴＳでは、新規セルが導入される場合には、シミュレーションツールやリンクバジ
ェット（例えば、非特許文献２参照）などを用いて設置場所、アンテナや無線のパラメー
タなどが机上検討される。これらの検討結果に基づいて新設基地局が建設される。実運用
に先駆け、新設基地局装置は仮運用され、パイロットチャネルが送信される。運用者は電
波測定用装置でその新設基地局装置から送信される電波を測定し、無線パラメータを調整
する。上記電波測定用装置は、専用車両に搭載されて、運用者が測定対象エリアの道路を
上記専用車両で周回することで、測定データが取得される。
【非特許文献１】3GPP TR 25.814 (V7.0.0), "Physical Layer Aspects for Evolved UTR
A," June 2006
【非特許文献２】立川敬二、「Ｗ－ＣＤＭＡ移動通信方式」、丸善株式会社、ｐｐ．１９
７－１９９、　２００１
【非特許文献３】3GPP R2-061929 June 2006
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来のような新設基地局の設計、運用、特にアンテナや無線の諸パラメータの最適化に
は、机上検討や電波伝搬測定に多大な労力を要していた。この労力を軽減するために、３
ＧＰＰでは、ＬＴＥシステムの基地局装置を新たに設置する場合には、その新設基地局装
置とネットワークとをケーブルで接続し、電源をオンにすることにより、自動設定が行わ
れるようにすることが提案されている（非特許文献３参照）。特に今後の通信の需要に応
えて、ホームユースの基地局など、小型基地局装置が大量に設置される状況を想定すると
、このような自動設定機能が実現されることが望ましい。
【０００５】
　しかし、この提案は、コンセプトベースであり、具体的な基地局装置および移動局装置
の構成などについては提案されていない。
【０００６】
　基地局装置を新たに設置する場合には、その新設基地局装置から送信される電波の各地
点での受信品質に基づいて、無線パラメータを設定する必要がある。
【０００７】
　そこで本発明は、新設基地局装置から送信される電波の伝搬状況についての情報を収集
できる移動局装置及び基地局装置並びに伝搬状況収集方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
　上記課題を解決するため、本発明の移動局装置は、
　新設された基地局装置から、運用状態前の状態であるプリオペレーション状態であるこ
とを示す情報を含む報知チャネルが送信され、
　報知チャネルを受信する報知チャネル受信手段；
　受信した報知チャネルにプリオペレーション状態であることを示す情報が含まれるか否
かを判断する新設基地局装置判定手段；
　前記新設基地局装置判定手段により、プリオペレーション状態であることを示す情報が
含まれると判断された場合、前記新設基地局（新規セル）の識別子及び／又は前記新設さ
れた基地局装置から送信されるパイロットチャネルの受信品質を通知する通知手段；
　を備え、
　前記通知手段は、前記新設された基地局装置とは異なる他の基地局装置（セル）の識別
子、前記他の基地局装置から送信されるパイロットチャネルの受信品質も通知する。
【０００９】
　このように構成することにより、新設基地局装置から送信される電波の伝搬状況につい
て、自動的に情報収集できるため、新設基地局装置（新規セル）の導入を効率化できる。
【００１０】
　本発明の基地局装置は、
　基地局装置であって：
　運用状態前の状態であるプリオペレーション状態であることを設定する状態設定手段；
　前記状態設定手段において前記プリオペレーション状態であることが設定された場合に
、プリオペレーション状態であることを示す情報を含む報知チャネルを作成する報知チャ
ネル作成手段；
　前記報知チャネルを報知する報知手段；
　該報知手段により報知された報知チャネルを受信した移動局装置から、前記プリオペレ
ーション状態である基地局装置の識別子及び／又は前記プリオペレーション状態である基
地局装置からのパイロットチャネルの受信品質、前記プリオペレーション状態である基地
局装置とは異なる他の基地局装置（セル）の識別子、前記他の基地局装置から送信される
パイロットチャネルの受信品質を受信する受信手段；
　を備える。
【００１１】
　このように構成することにより、自基地局装置が運用状態前のプリオペレーション状態
であることを通知することができる。
【００１２】
　本発明の伝搬状況収集方法は、
　新設された基地局装置から、プリオペレーション状態であることを示す情報を含む報知
チャネルが送信される送信ステップ；
　移動局装置が、報知チャネルを受信する報知チャネル受信ステップ；
　前記移動局装置が、受信した報知チャネルにプリオペレーション状態であることを示す
情報が含まれるか否かを判断する新設基地局装置判定ステップ；
　前記新設基地局装置判定ステップにより受信した報知チャネルにプリオペレーション状
態であることを示す情報が含まれると判断された場合、前記新設基地局（新規セル）の識
別子及び／又は前記移動局装置が、前記新設された基地局装置から送信されるパイロット
チャネルの受信品質を通知する通知ステップ；
　を有し、
　前記通知ステップでは、前記新設された基地局装置とは異なる他の基地局装置（セル）
の識別子、前記他の基地局装置から送信されるパイロットチャネルの受信品質も通知する
。

【００１３】
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　このようにすることにより、新設基地局装置から送信される電波の伝搬状況について、
自動的に情報収集できるため、新規セルの導入を効率化できる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の実施例によれば、新設基地局装置から送信される電波の伝搬状況についての情
報を収集できる移動局装置及び基地局装置並びに伝搬状況収集方法を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　次に、本発明を実施するための最良の形態を、以下の実施例に基づき図面を参照しつつ
説明する。
　なお、実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を用い
、繰り返しの説明は省略する。
【００１６】
　本実施例に係る基地局装置２００について、図１を参照して説明する。
【００１７】
　本実施例にかかる基地局装置２００は、新たに設置される新設基地局装置であり運用開
始前の状態であるプリオペレーション状態である。基地局装置２００は、プリオペレーシ
ョン状態であることを示す情報、例えばプリオペレーション状態であることを示すインジ
ケータを報知する。
【００１８】
　プリオペレーション状態とは、運用開始前の新設基地局装置の状態をいう。新設基地局
装置は、例えば、ネットワークとケーブルで接続された後、電源がオンされる。そして、
例えばＩＰ網に接続される場合にはＩＰアドレスの決定、サーバの検知、認証処理、上位
ノードとのアソシエーション、ソフトウェアの起動などが行われる。これらが行われた後
、新設基地局装置はリファレンス　シンボル（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｙｍｂｏｌ）（パ
イロット信号）、同期チャネル（ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｓａｔｉｏｎ　ｃｈａｎｎｅｌ）、
必要最小限の報知情報を送信するが、ユーザに対してはまだ通信サービスの提供はできな
い。この状態をプリオペレーション状態と呼ぶ。従って、このプリオペレーション状態で
は、移動局装置１００はそのセルでの待ち受け及びそのセルに対するアクセスはできない
。
【００１９】
　基地局装置２００は、送信ＲＦ部２０２と、報知チャネル作成部２０４と、状態設定部
２０６とを備える。
【００２０】
　状態設定部２０６では、自基地局装置２００の状態、例えば運用状態、プリオペレーシ
ョン状態であることが設定される。例えば、自基地局装置２００が新設基地局装置である
場合にはプリオペレーション状態であることが設定される。この場合、状態設定部２０６
は、プリオペレーション状態であることを示すインジケータを設定し、該プリオペレーシ
ョン状態であることを示すインジケータを報知チャネル作成部２０４に入力する。
【００２１】
　報知チャネル作成部２０４は、状態設定部２０６により入力されたプリオペレーション
状態であることを示すインジケータ、例えば１ビットを含む報知チャネルを作成し、ＲＦ
送信部２０２を介して送信する。
【００２２】
　次に、本実施例に係る移動局装置１００について、図３を参照して説明する。
【００２３】
　本実施例に係る移動局装置１００は、基地局装置２００が送信した報知チャネルを受信
した場合に、その報知チャネルにプリオペレーション状態であることを示すインジケータ
が含まれるか否かを判断する。移動局装置１００は、プリオペレーション状態であること
を示すインジケータが含まれる場合に、その新設基地局装置２００が送信するパイロット
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チャネルの受信品質、例えばＳＩＲを測定し、ネットワークに報告する。例えば、移動局
装置１００は、報知チャネルを送信した新設基地局装置２００が送信するパイロットチャ
ネルの受信品質を、その新設基地局装置２００に送信するようにしてもよいし、既存の基
地局装置、例えば在圏するエリアをカバーする基地局装置に送信するようにしてもよい。
【００２４】
　移動局装置１００は、セルサーチ部１０２と、報知チャネル受信部１０４と、新設基地
局装置判定手段としての制御部１０６と、受信品質測定部１０８と、通知部１１０と、セ
ル選択部１１２とを備える。
【００２５】
　セルサーチ部１０２は、所定の周期、例えば２００ｍｓ毎にセルサーチを行い、セル検
出を行う。セルサーチ部１０２は、新たなセルを検出した場合、受信した同期チャネルに
基づいて、報知チャネルの送信帯域を検出し、報知チャネル受信部１０４に入力する。
【００２６】
　報知チャネル受信部１０４は、セルサーチ部１０２により入力された報知チャネルの送
信帯域に基づいて、報知チャネルを受信し、報知情報を制御部１０６に入力する。
【００２７】
　制御部１０６は、報知チャネル受信部１０４により入力された報知情報にプリオペレー
ション状態であることを示すインジケータが含まれるか否かを判断する。その報知情報に
プリオペレーション状態であることを示すインジケータが含まれると判断した場合、制御
部１０６は、受信品質測定部１０８に報知チャネルを送信した新設基地局装置２００から
送信されるパイロットチャネルの受信品質、例えばＳＩＲを測定するように命令する。制
御部１０６は、受信品質測定部１０８により測定された新設基地局装置から送信されるパ
イロットチャネルの受信品質を、通知部１１０を介して、新設基地局装置又は既存の基地
局装置に通知する。また、併せて新設基地局（新規セル）の識別子を新設基地局装置又は
既存の基地局装置に通知する。このようにすることにより新設基地局装置が送信する電波
の伝搬状況に関する情報を自動的に収集できる。
【００２８】
　この場合、通知部１１０は、新設基地局装置から送信されるパイロットチャネルの受信
品質と共に、その新設基地局装置の周辺に位置する他の基地局装置の情報、例えば、セル
　ＩＤを通知するようにしてもよいし、そのセル　ＩＤに加えて、他の基地局装置から送
信されるパイロットチャネルの受信品質、例えばＳＩＲ、受信レベル、パスロスなどを通
知するようにしてもよい。
【００２９】
　また、移動局装置１００が待ち受け状態であるアイドル状態である場合には、在圏する
基地局装置にアクセスし通知する。また、移動局装置１００が通信中の状態であるアクテ
ィブ状態である場合には、データ送受信の合間で通知する。
【００３０】
　このようにすることにより新設基地局装置が送信する電波の伝搬状況に関する情報を自
動的に収集できる。また、新設基地局装置の周辺に位置する他の基地局装置の情報も収集
できる。
【００３１】
　制御部１０６は、その報知情報にプリオペレーション状態であることを示すインジケー
タが含まれないと判断した場合、制御部１０６は、受信品質測定部１０８に既存の基地局
装置から送信されるパイロットチャネルの受信品質、例えばＳＩＲを測定するように命令
する。制御部１０６は、受信品質測定部１０８により測定された既存の基地局装置から送
信されるパイロットチャネルの受信品質を、セル選択部１１２に入力する。セル選択部１
１２は、入力された受信品質に基づいて、通信中のセルとの受信レベルとの比較などを行
うことによりセル選択を行う。
【００３２】
　次に、本実施例にかかる基地局装置２００の動作について、図４を参照して説明する。
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【００３３】
　状態設定部２０６は、自基地局装置が新たに設置される場合にプリオペレーション状態
であることを設定する（ステップＳ４０２）。
【００３４】
　次に、報知チャネル作成部２０４は、プリオペレーション状態であることを示す情報、
例えばプリオペレーション状態であることを示すインジケータを含む報知チャネルを作成
する（ステップＳ４０４）。
【００３５】
　次に、送信ＲＦ部２０２は、報知チャネルを送信する（ステップＳ４０６）。
【００３６】
　次に、本実施例にかかる移動局装置１００の動作について、図５を参照して説明する。
【００３７】
　セルサーチ部１０２は、所定の周期、例えば２００ｍｓ毎にセルサーチを行う（ステッ
プＳ５０２）。
【００３８】
　次に、セルサーチ部１０２は、新たなセルが検出されたか否かを判断する（ステップＳ
５０４）。
【００３９】
　新たなセルが検出されない場合（ステップＳ５０４：ＮＯ）、ステップＳ５０２に戻る
。一方、新たなセルが検出された場合（ステップＳ５０４：ＹＥＳ）、報知チャネル受信
部１０４は報知チャネルを受信する（ステップＳ５０６）。セルサーチ部１０２は、同期
チャネルから報知チャネルの送信帯域を知ることができる。
【００４０】
　次に、報知チャネル受信部４０６は、受信した報知チャネルにプリオペレーション状態
を示すインジケータが含まれているか否かを判断する（ステップＳ５０８）。
【００４１】
　受信した報知チャネルにプリオペレーション状態を示すインジケータが含まれている場
合（ステップＳ５０８：ＹＥＳ）、受信品質測定部１０８は報知チャネルを送信した新設
基地局装置から送信されるパイロットチャネルの受信品質を測定する（ステップＳ５１０
）。
【００４２】
　次に、通知部１１０は、受信品質測定部１０８において測定された受信品質を報告する
（ステップＳ５１２）。
【００４３】
　一方、受信した報知チャネルにプリオペレーション状態を示すインジケータが含まれて
いない場合（ステップＳ５０８：ＮＯ）、受信品質測定部１０８は既存の基地局装置から
送信されるパイロットチャネルの受信品質を測定する（ステップＳ５１４）。
【００４４】
　次に、セル選択部１１２は、受信品質測定部１０８において測定された受信品質に基づ
いてセル選択を行う（ステップＳ５１６）。
【００４５】
　本実施例によれば、新たに設置された基地局装置から送信される電波の伝搬状況につい
て自動的に収集できるため、新設セルの導入を効率化できる。
【００４６】
　また、新規セルの周辺セル情報について、自動的に情報収集できるため、新設セルの導
入を効率化できる。
【００４７】
　また、移動局装置はプリオペレーション状態であることを検出できるため、新設セルを
セル再選択の候補とみなして、待ち受けしたり、アクセスしたりする誤りを防止できる。
【００４８】
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　次に、本発明の他の実施例に係る基地局装置について説明する。
【００４９】
　本実施例に係る基地局装置の構成は、図２を参照して説明した基地局装置と同様である
。
【００５０】
　本実施例に係る基地局装置２００では、プリオペレーション状態であることを示す情報
として、プリオペレーション状態である新設セル用の識別子（セル　ＩＤ）が予め設定さ
れる。新設基地局は新設セル用の識別子（セル　ＩＤ）を含む報知チャネルを報知する。
また、新設セル用のセル　ＩＤの代わりに、新設セル用のＴＡ　ＩＤを含む報知チャネル
を報知するようにしてもよい。移動通信ネットワークでは、移動局装置１００の位置は、
トラッキング・エリア（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ）という単位でネットワークに記憶
される。トラッキング・エリアとは、ＵＭＴＳにおけるロケーション・エリア（ＬＡ：　
Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｒｅａ）又はルーティング・エリア（ＲＡ：　Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ａ
ｒｅａ）に相当し、１又は複数のセルにより構成される。
【００５１】
　これらの新設セル用のセル　ＩＤ又は新設セル用のＴＡ　ＩＤは予めシステムで予約さ
れる。
【００５２】
　次に、本実施例に係る移動局装置１００について説明する。
【００５３】
　本実施例に係る移動局装置１００の構成は、図３を参照して説明した移動局装置と同様
である。
【００５４】
　本実施例に係る移動局装置１００では、制御部１０６は、報知チャネル受信部１０４に
より入力された報知情報に新設セル用のセル　ＩＤ又は新設セル用のＴＡ　ＩＤが含まれ
るか否かを判断する。報知チャネル受信部１０４により入力された報知情報に新設セル用
のセル　ＩＤ又は新設セル用のＴＡ　ＩＤが含まれると判断した場合、制御部１０６は、
受信品質測定部１０８に新設基地局装置から送信されるパイロットチャネルの受信品質、
例えばＳＩＲを測定するように命令する。制御部１０６は、受信品質測定部１０８により
測定された新設基地局装置から送信されるパイロットチャネルの受信品質を、通知部１１
０を介して、新設基地局装置又は既存の基地局装置、例えば在圏するエリアをカバーする
基地局装置に通知する。
【００５５】
　この場合、通知部１１０は、新設基地局装置から送信されるパイロットチャネルの受信
品質と共に、その新設基地局装置の周辺に位置する他の基地局装置の情報、例えば、セル
　ＩＤを通知するようにしてもよいし、そのセル　ＩＤに加えて、他の基地局装置から送
信されるパイロットチャネルの受信品質、例えばＳＩＲ、受信レベル、パスロスなどを通
知するようにしてもよい。
【００５６】
　このようにすることにより新設基地局装置が送信する電波の伝搬状況に関する情報を自
動的に収集できる。また、新設基地局装置の周辺に位置する他の基地局装置の情報も収集
できる。
【００５７】
　制御部１０６は、報知チャネル受信部１０４により入力された報知情報に新設セル用の
セル　ＩＤ又は新設セル用のＴＡ　ＩＤが含まれないと判断した場合、制御部１０６は、
受信品質測定部１０８に既存の基地局装置から送信されるパイロットチャネルの受信品質
、例えばＳＩＲを測定するように命令する。制御部１０６は、受信品質測定部１０８によ
り測定された既存の基地局装置から送信されるパイロットチャネルの受信品質を、セル選
択部１１２に入力する。
【００５８】
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　セル選択部１１２は、入力された受信品質に基づいて、上述したように通信中のセルと
の受信レベルとの比較などを行うことによりセル選択を行う。
【００５９】
　次に、本実施例にかかる基地局装置２００の動作について、図６を参照して説明する。
【００６０】
　状態設定部２０６は、自基地局装置が新たに設置される場合にプリオペレーション状態
であることを設定する（ステップＳ６０２）。
【００６１】
　次に、報知チャネル作成部２０４は、プリオペレーション状態であることを示す情報、
例えば新設セル用のセル　ＩＤ又は新設セル用のＴＡ　ＩＤを含む報知チャネルを作成す
る（ステップＳ６０４）。
【００６２】
　次に、送信ＲＦ部２０２は、報知チャネルを送信する（ステップＳ６０６）。
【００６３】
　次に、本実施例にかかる移動局装置１００の動作について、図７を参照して説明する。
【００６４】
　セルサーチ部１０２は、所定の周期、例えば２００ｍｓ毎にセルサーチを行う（ステッ
プＳ７０２）。
【００６５】
　次に、セルサーチ部１０２は、新たなセルが検出されたか否かを判断する（ステップＳ
７０４）．
　新たなセルが検出されない場合（ステップＳ７０４：ＮＯ）、ステップＳ７０２に戻る
。一方、新たなセルが検出された場合（ステップＳ７０４：ＹＥＳ）、報知チャネル受信
部１０４は報知チャネルを受信する（ステップＳ７０６）。セルサーチ部１０２は、同期
チャネルから報知チャネルの送信帯域を知ることができる。
【００６６】
　次に、報知チャネル受信部４０６は、受信した報知チャネルに新設セル用のセル　ＩＤ
又は新設セル用のＴＡ　ＩＤが含まれているか否かを判断する（ステップＳ７０８）。
【００６７】
　受信した報知チャネルに新設セル用のセル　ＩＤ又は新設セル用のＴＡ　ＩＤが含まれ
ている場合（ステップＳ７０８：ＹＥＳ）、受信品質測定部１０８は新設基地局装置から
送信されるパイロットチャネルの受信品質を測定する（ステップＳ７１０）。
【００６８】
　次に、通知部１１０は、受信部１０８において測定された受信品質を報告する（ステッ
プＳ７１２）。
【００６９】
　一方、受信した報知チャネルに新設セル用のセル　ＩＤ又は新設セル用のＴＡ　ＩＤが
含まれていない場合（ステップＳ７０８：ＮＯ）、受信品質測定部１０８は既存の基地局
装置から送信されるパイロットチャネルの受信品質を測定する（ステップＳ７１４）。
【００７０】
　次に、セル選択部１１２は、受信品質測定部１０８において測定された受信品質に基づ
いてセル選択を行う（ステップＳ７１６）。
【００７１】
　本実施例によれば、新たに設置された基地局装置から送信される電波の伝搬状況につい
て自動的に収集できるため、新設セルの導入を効率化できる。
【００７２】
　また、新設基地局装置から新設セル用のセル　ＩＤ又は新設セル用のＴＡ　ＩＤが報知
されることにより、移動局装置がプリオペレーション状態のセルをセル再選択の候補とし
て、待ち受けしたりアクセスしたりする誤りを防止できる。
【００７３】
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　また、新設基地局装置とは異なる既存の他の基地局装置から送信されるパイロットチャ
ネルに基づいて、他の基地局装置のセル　ＩＤ及び／又はその他の基地局装置から送信さ
れるパイロットチャネルの受信品質を通知するようにすることにより、周辺セルのリスト
を作成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】本発明の一実施例に係る基地局装置を示す部分ブロック図である。
【図２】本発明の一実施例に係る移動局装置を示す部分ブロック図である。
【図３】本発明の一実施例に係る基地局装置の動作を示すフロー図である。
【図４】本発明の一実施例に係る移動局装置の動作を示すフロー図である。
【図５】本発明の一実施例に係る基地局装置の動作を示すフロー図である。
【図６】本発明の一実施例に係る移動局装置の動作を示すフロー図である。
【符号の説明】
【００７５】
１００　移動局装置（ＵＥ：　Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）
１０２　セルサーチ部
１０４　報知チャネル受信部
１０６　制御部
１０８　受信品質測定部
１１０　通知部
１１２　セル選択部
２００　基地局装置（ｅＮＢ：　ｅＮｏｄｅＢ）
２０２　送信ＲＦ部
２０４　報知チャネル作成部
２０６　状態設定部
【図１】

【図２】

【図３】
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