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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局との間でシグナリング制御チャネルと共有データチャネルとを設定し、通信を行
う無線基地局であって：
　１つ、または複数の情報ブロックを含むシステム情報を生成するシステム情報生成手段
；
　前記１つ、または複数の情報ブロックのスケジューリング情報を生成するスケジューリ
ング情報生成手段；
　前記スケジューリング情報をシステム情報の一部として共有データチャネル上で送信す
るシステム情報送信手段；
　前記情報ブロックを共有データチャネル上で送信するシステム情報配信手段；
　を備えることを特徴とする無線基地局。
【請求項２】
　請求項１に記載の無線基地局において：
　システム情報を１つ、または複数の情報ブロックへ分割する情報ブロック分割手段；
　を更に備えることを特徴とする無線基地局。
【請求項３】
　請求項２に記載の無線基地局において：
　前記スケジューリング情報生成手段で生成されるスケジューリング情報は、前記情報ブ
ロック分割手段で分割した各情報ブロックのタイミング、サイズ、リソース割当情報、送
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信周期の少なくとも１つを含むこと
　を特徴とする無線基地局。
【請求項４】
　無線基地局との間でシグナリング制御チャネルと共有データチャネルとを設定し、通信
を行う移動局であって：
　前記無線基地局から共有データチャネル上でシステム情報を受信するシステム情報受信
手段；
　受信したシステム情報から各情報ブロックのスケジューリング情報を抽出し、保存する
スケジューリング情報保存手段；
　前記スケジューリング情報に従って、共有データチャネル上で送信される情報ブロック
を受信する情報ブロック受信手段；
　を備えることを特徴とする移動局。
【請求項５】
　請求項４に記載の移動局において：
　前記スケジューリング情報保存手段で保存されるスケジューリング情報は、各情報ブロ
ックの送信タイミング、サイズ、リソース割当情報、送信周期の少なくとも１つを含むこ
と
　を特徴とする移動局。
【請求項６】
　移動局と無線基地局との間で共有データチャネルとシグナリング制御チャネルを設定し
、通信を行う移動通信システムであって：
　前記無線基地局は、
　１つ、または複数の情報ブロックを含むシステム情報を生成するシステム情報生成手段
；
　前記１つ、または複数の情報ブロックのスケジューリング情報を生成するスケジューリ
ング情報生成手段；
　前記スケジューリング情報をシステム情報の一部として共有データチャネル上で送信す
るシステム情報送信手段；
　前記情報ブロックを共有データチャネル上で送信するシステム情報配信手段；
　を備え、
　前記移動局は、
　前記無線基地局から共有データチャネル上でシステム情報を受信するシステム情報受信
手段；
　受信したシステム情報から各情報ブロックのスケジューリング情報を抽出し、保存する
スケジューリング情報保存手段；
　前記スケジューリング情報に従って、共有データチャネル上で送信される情報ブロック
を受信する情報ブロック受信手段；
　を備えることを特徴とする移動通信システム。
【請求項７】
　請求項６に記載の移動通信システムにおいて：
　前記無線基地局は、システム情報を１つ、または複数の情報ブロックへ分割する情報ブ
ロック分割手段；
　を更に備えることを特徴とする移動通信システム。
【請求項８】
　移動局と無線基地局との間で共有データチャネルとシグナリング制御チャネルとを設定
し、通信を行う移動通信システムにおけるシステム情報送受信方法であって：
　前記無線基地局が１つ、または複数の情報ブロックを含むシステム情報を生成するシス
テム情報生成ステップ；
　前記１つ、または複数の情報ブロックのスケジューリング情報を生成するスケジューリ
ング情報生成ステップ；
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　前記スケジューリング情報をシステム情報の一部として共有データチャネル上で送信す
るシステム情報送信ステップ；
　前記移動局がシステム情報を共有データチャネル上で受信するシステム情報受信ステッ
プ；
　受信したシステム情報から各情報ブロックのスケジューリング情報を抽出し、保存する
スケジューリング情報保存ステップ；
　前記無線基地局が、前記情報ブロックを共有データチャネル上で送信するシステム情報
配信ステップ；
　を有することを特徴とするシステム情報送受信方法。
【請求項９】
　請求項８に記載のシステム情報送受信方法において：
　前記無線基地局がシステム情報を１つ、または複数の情報ブロックへ分割する情報ブロ
ック分割ステップ；
　を更に有することを特徴とするシステム情報送受信方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載のシステム情報送受信方法において：
　前記スケジューリング情報生成ステップで生成されるスケジューリング情報は、前記分
割した各情報ブロックのタイミング、サイズ、リソース割当情報、送信周期の少なくとも
１つを含み、
　前記スケジューリング情報保存ステップで保存されるスケジューリング情報は、各情報
ブロックの送信タイミング、サイズ、リソース割当情報、送信周期の少なくとも１つを含
むこと
　を特徴とするシステム情報送受信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動局、無線基地局および移動通信システム並びに報知情報送受信方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信システムでは、接続設定時や接続中に必要な情報や他システムに関する情報を
事前に報知している。この情報は報知情報（System Information）と呼ばれている。
【０００３】
　IMT2000における報知情報は、主要情報ブロック(MIB:
Master Information Block)と、従属するシステム情報ブロック(SIB: System Informatio
n Block)とから構成される。
【０００４】
　主要情報ブロックには、各システム情報ブロックの送信タイミング、情報内容の変更の
有無を示す数値(Value Tag)が含まれる。一方、システム情報ブロックは同じ性質を持つ
情報別に定義される。例えば、システム情報ブロックには、共通チャネルの設定情報や規
制に関する情報が、異なるシステム情報ブロックとして定義されている。（非特許文献1
）
　報知情報を共有チャネルで送信する場合、主要情報ブロックやシステム情報ブロックは
共有データチャネルで送信するが、各システム情報ブロックのサイズやリソース割当に関
する情報は、シグナリング制御チャネルで通知される。このシグナリング制御チャネルは
セル内に1つ、または複数設定することができ、シグナリング制御チャネルの数が同一タ
イミングに送信できるユーザ数に対応する。（非特許文献2）
【非特許文献１】TS25.331V6.10.0 8.1.1
【非特許文献２】TS25.212V6.5.0 4.6
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した背景技術には以下の問題がある。
【０００６】
　報知情報を共有データチャネルで送信する場合、セル端にいる移動局も報知情報を受信
する必要があるため、報知情報用のシグナリング制御チャネルの所要電力が大きくなり、
送信可能なシグナリング制御チャネルの本数が制限される。この結果、報知情報と同一タ
イミングで送信できるユーザの数が制限され、セルの帯域を使い切れず、伝送効率が劣化
する、という問題がある。
【０００７】
　また、報知情報がいつ送信されるか分からなければ、移動局はシグナリング制御チャネ
ルを常に受信し、報知情報が送信されているか判断する必要がある。この結果、移動局は
常に受信機を起動しておく必要があり、移動局のバッテリーを消費する、という問題があ
る。
【０００８】
　本発明は、このような課題に鑑みてなされたもので、本来シグナリング制御チャネルで
送信する情報を報知情報の中で送信されるスケジューリング情報の一部として送信するこ
とで、シグナリング制御チャネルを不要とし、送信できるシグナリング制御チャネルの本
数、つまり多重できるユーザ数の制限を緩和し、伝送効率を改善し、また移動局のバッテ
リー消費を低減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明の無線基地局は、移動局との間でシグナリング制御チ
ャネルと共有データチャネルを設定し、通信を行う無線基地局であって、1つ、または複
数の情報ブロックを含む報知情報を生成する報知情報生成手段と、前記1つ、または複数
の情報ブロックのスケジューリング情報を生成するスケジューリング情報生成手段と、前
記スケジューリング情報を報知情報の一部として送信する報知情報送信手段とを備えるこ
とを特徴の1つとする。
【００１０】
　このように構成することにより、本来シグナリング制御チャネルで送信していた情報が
、報知情報の中のスケジューリング情報の一部として送信されるため、報知情報用のシグ
ナリング制御チャネルを不要とし、多重できるユーザ数の制限を緩和することができる。
また、スケジューリング情報が事前に分かっているため、移動局はスケジューリングされ
たタイミングのみ、受信機を起動すれば良く、バッテリー消費を低減することができる。
【００１１】
　また、本発明の移動局は、無線基地局との間でシグナリング制御チャネルと共有データ
チャネルを設定し、通信を行う移動局であって、前記無線基地局から報知情報を受信する
報知情報受信手段と、受信した報知情報から各情報ブロックのスケジューリング情報を抽
出し、保存するスケジューリング情報保存手段とを備えることを特徴の1つとする。
【００１２】
　このように構成することにより、本来シグナリング制御チャネルで送信していた情報が
、報知情報の中のスケジューリング情報の一部として送信されるため、報知情報用のシグ
ナリング制御チャネルを不要とし、多重できるユーザ数の制限を緩和することができる。
また、スケジューリング情報が事前に分かっているため、移動局はスケジューリングされ
たタイミングのみ、受信機を起動すれば良く、バッテリー消費を低減することができる。
【００１３】
　また、本発明の移動通信システムは、移動局と無線基地局との間で共有データチャネル
とシグナリング制御チャネルを設定し、通信を行う移動通信システムであって、前記無線
基地局は、1つ、または複数の情報ブロックを含む報知情報を生成する報知情報生成手段
と、前記1つ、または複数の情報ブロックのスケジューリング情報を生成するスケジュー
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リング情報生成手段と、前記スケジューリング情報を報知情報の一部として送信する報知
情報送信手段とを備え、前記移動局は、前記無線基地局から報知情報を受信する報知情報
受信手段と、受信した報知情報から各情報ブロックのスケジューリング情報を抽出し、保
存するスケジューリング情報保存手段とを備えることを特徴の1つとする。
【００１４】
　このように構成することにより、本来シグナリング制御チャネルで送信していた情報が
、報知情報の中のスケジューリング情報の一部として送信されるため、報知情報用のシグ
ナリング制御チャネルを不要とし、多重できるユーザ数の制限を緩和することができる。
また、スケジューリング情報が事前に分かっているため、移動局はスケジューリングされ
たタイミングのみ、受信機を起動すれば良く、バッテリー消費を低減することができる。
【００１５】
　また、本発明の報知情報送受信方法は、移動局と無線基地局との間で共有データチャネ
ルとシグナリング制御チャネルとを設定し、通信を行う移動通信システムにおける報知情
報送受信方法であって、前記無線基地局が1つ、または複数の情報ブロックを含む報知情
報を生成する報知情報生成ステップと、前記1つ、または複数の情報ブロックのスケジュ
ーリング情報を生成するスケジューリング情報生成ステップと、前記スケジューリング情
報を報知情報の一部として送信する報知情報送信ステップとを有し、前記移動局が報知情
報を受信する報知情報受信ステップと、受信した報知情報から各情報ブロックのスケジュ
ーリング情報を抽出し、保存するスケジューリング情報保存ステップとを有することを特
徴の1つとする。
【００１６】
　このように構成することにより、本来シグナリング制御チャネルで送信していた情報が
、報知情報の中のスケジューリング情報の一部として送信されるため、報知情報用のシグ
ナリング制御チャネルを不要とし、多重できるユーザ数の制限を緩和することができる。
また、スケジューリング情報が事前に分かっているため、移動局はスケジューリングされ
たタイミングのみ、受信機を起動すれば良く、バッテリー消費を低減することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の実施例によれば、本来シグナリング制御チャネルで送信していた情報が、報知
情報の一部として送信されるスケジューリング情報の一部として送信されるため、報知情
報用のシグナリング制御チャネルを不要とし、多重できるユーザ数の制限を緩和すること
ができる。また、スケジューリング情報が事前に分かっているため、移動局はスケジュー
リングされたタイミングのみ、受信機を起動すれば良く、バッテリー消費を低減すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施例にかかる移動通信システムを示す説明図である。
【図２】本発明の一実施例にかかる移動局を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施例にかかる報知情報スケジューリング情報保存テーブルを示す図
である。
【図４】本発明の一実施例にかかる無線基地局を示すブロック図である。
【図５】本発明の一実施例にかかる報知情報スケジューリング情報を示す図である。
【図６】本発明の一実施例にかかる移動局の動作を示すフローチャートである。
【図７】本発明の一実施例にかかる無線基地局の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００１９】
　100　移動局
　200　無線基地局
　102　報知情報受信部
　104　スケジューリング情報保存部
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　202　報知情報生成部
　204　スケジューリング情報生成部
　206　報知情報送信部
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　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。
【００２１】
　本発明の実施例にかかる移動通信システムについて、図１を参照して説明する。
【００２２】
　移動通信システムは、移動局100と無線基地局200とから構成される。
【００２３】
　移動局100と無線基地局200は、シグナリング制御チャネルと共有データチャネルとを設
定し、これらのチャネルを介して通信を行う。なお、これらのチャネルの構成として、3G
PP(The 3rd Generation Partnership Project)で検討されている構成が適用可能である（
例えば、3GPP
TS 36.211 (v8.0.0)の6.1.1 Physical Channelsおよび3GPP TS 36.300 (v8.1.0)の5.3 Tr
ansport Channels）。
【００２４】
　次に、本実施例にかかる移動局100の構成について、図２を参照して説明する。
【００２５】
　移動局100は、アンテナを備える報知情報受信手段としての報知情報受信部102と、報知
情報受信部102と接続されたスケジューリング情報保存部104とを備える。
【００２６】
　報知情報受信部102は、報知情報の受信を行う。例えば、報知情報受信部は、報知情報
で通知され、移動局100のスケジューリング情報保存部104に保持された各情報ブロックの
送信タイミングに各情報ブロックの受信を行う。
【００２７】
　スケジューリング情報保存部104は、報知情報の中に含まれる各情報ブロックの配信ス
ケジュール情報を保持する。例えば、報知情報の中に含まれる各情報ブロックのスケジュ
ーリング情報は、図３で示す表のようなスケジューリング情報テーブルであっても良い。
【００２８】
　次に、本実施例にかかる無線基地局200について、図４を参照して説明する。
【００２９】
　基地局装置200は、報知情報生成部202と、報知情報生成部202と接続されたスケジュー
リング情報生成部204と、報知情報生成部202とスケジューリング情報生成部204と接続さ
れた報知情報送信部206とを備える。
【００３０】
　報知情報生成部202は、基地局装置200が送信する1つ、または複数の情報ブロックを含
む報知情報の生成を行う。報知情報生成部202は、報知情報を１つ、または複数の情報ブ
ロックへ分割する情報ブロック分割部を備えても良い。
【００３１】
　スケジューリング情報生成部204は、報知情報生成部202で生成された1つ、または複数
の情報ブロックのスケジューリング情報を生成する。例えば、図５に示される表のような
スケジューリング情報を生成しても良い。共有データチャネル上で伝送される報知情報の
受信に必要な符号化率等は図５の表の一部としても良いし、全情報ブロックタイプに共有
なパラメータとして、事前に定義されていても良い。
【００３２】
　報知情報送信部206は、報知情報生成部202とスケジューリング生成部204で生成した報
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リング制御チャネルで送信されるものであるが、共有データチャネル上で伝送されること
が好ましい。
【００３３】
　次に、本実施例にかかる報知情報送受信方法としての移動通信システムの動作について
説明する。
【００３４】
　最初に、移動局100の動作について、図６を参照して説明する。
【００３５】
　移動局100は、報知情報の配信タイミングにおいて（ステップS602：　YES）、報知情報
の受信を行う（ステップS604）。報知情報の配信タイミングでなければ（ステップS602：
　NO）、報知情報の配信タイミングになるまで待つ。具体的には、事前に定められた報知
情報の配信タイミングを待って、報知情報の受信を行う。報知情報の配信タイミングを待
っている間、移動局は受信機を停止しても良い。
【００３６】
　次に、無線基地局200の動作について、図７を参照して説明する。
【００３７】
　無線基地局200は、報知情報生成部202で生成した報知情報を受信すると（ステップS702
）、報知情報のスケジューリング情報を生成し（ステップS704）、報知情報の送信を行う
（ステップS706）。具体的には、無線基地局起動時に、図７のステップS702およびステッ
プS704の動作を行い、その後は定期的に報知情報の送信（ステップS706）を行う。
【００３８】
　本国際出願は２００６年１０月３日に出願した日本国特許出願２００６－２７２３４１
号に基づく優先権を主張するものであり、２００６－２７２３４１号の全内容を本国際出
願に援用する。
【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】
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