
JP 5035795 B2 2012.9.26

10

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各基地局からの携帯インターネット信号を受信する携帯インターネット信号受信部と、
　前記携帯インターネット信号から信号品質測定を望む基地局の個数ＮＢＳだけのプリア
ンブルコードを検出するプリアンブルコード相関部と、
　前記プリアンブルコード相関部によって検出されたプリアンブルコードを参照して、Ｆ
ＣＨ（Frame Control Header）区間及びＤＬ-ＭＡＰ（DownLink-MAP）区間の情報を獲得
し、各基地局の固有番号情報を復調するチャンネル補償/復調部と、
　Ｍ番目（１≦Ｍ≦ＮＢＳ）の基地局の信号品質
【数１】

を、前記プリアンブルコード相関部によって検出された前記Ｍ番目の基地局のプリアンブ
ルコードの相関値

【数２】

と、前記プリアンブルコード相関部によって検出された前記Ｍ番目の基地局以外の他の各
基地局のプリアンブルコードの相関値



(2) JP 5035795 B2 2012.9.26

10

20

30

40

【数３】

とを用いて次式により計算し、
【数４】

前記チャンネル補償/復調部によって復調された各基地局の固有番号情報と、前記計算さ
れた各基地局の信号品質とを出力する制御部とを含んで構成される携帯インターネットシ
ステムの信号品質計測装置。
【請求項２】
　信号品質測定を望む基地局の個数の入力を含めて、計測に必要な各種選択または設定が
入力されるキー入力部と、
　計測装置の各種動作状態や信号品質の計測結果を表示する画面表示部と、
　ＧＰＳ衛星から計測装置の現在位置情報を受信するＧＰＳ信号受信部と、
　計測装置によって測定された信号品質及びその計測位置情報を保存する信号品質/位置
情報保存部をさらに備え、
　前記制御部は、前記キー入力部により信号品質測定を望む基地局の個数が入力され、前
記プリアンブルコード相関部に伝達し、前記チャンネル補償/復調部によって復調された
各基地局の固有番号情報と前記プリアンブルコード相関部によって検出された前記プリア
ンブルコードに対する信号品質を取り集めた後、前記ＧＰＳ信号受信部から伝達される計
測装置の現在位置情報とともに、前記信号品質/位置情報保存部に保存し、前記画面表示
部を通じて出力することを特徴とする請求項１に記載の携帯インターネットシステムの信
号品質計測装置。
【請求項３】
　（ａ）各基地局から発射された携帯インターネット信号を受信し、前記基地局の個数Ｎ

ＢＳだけのプリアンブルコードを獲得する段階と、
　（ｂ）前記獲得されたプリアンブルコードに対し、すべてのセグメントにわたってその
相関値の大きい順番を検出する段階と、
　（ｃ）前記獲得されたプリアンブルコードのセグメントによってＦＣＨ（Frame Contro
l Header）情報を獲得する段階と、
　（ｄ）前記獲得されたＦＣＨ情報を利用して該当基地局の固有番号情報があるＤＬ-Ｍ
ＡＰ（DownLink-MAP）内のデータに接近し、それに含まれている基地局の固有番号情報を
獲得する段階と、
　（ｅ）Ｍ番目（１≦Ｍ≦ＮＢＳ）の基地局の信号品質

【数５】

を、前記Ｍ番目の基地局の前記獲得されたプリアンブルコードの相関値
【数６】

と、前記Ｍ番目の基地局以外の他の各基地局の前記獲得されたプリアンブルコードの相関
値
【数７】

とを用いて次式により計算し、
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【数８】

前記獲得された各基地局の固有番号情報及びその信号品質を相関値の大きい順に並べて出
力する段階とを含んで構成される携帯インターネットシステムの信号品質測定方法。
【請求項４】
　（ｆ）ＧＰＳ信号を受信し、計測装置の現在位置情報を獲得する段階と、
　（ｇ）前記獲得された計測装置の現在位置情報による該当基地局の固有番号とその受信
信号品質をディスプレイすると同時に保存する段階をさらに含むことを特徴とする請求項
３に記載の携帯インターネットシステムの信号品質計測方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯インターネットシステムの信号品質計測装置及びその方法に関し、特に
、携帯インターネットシステムの各基地局から受信する携帯インターネット信号の品質を
測定できるようにした携帯インターネットシステムの信号品質計測装置及び方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　現在の無線通信システムのうち、セルラーシステムのような基地局を基盤とするデータ
通信システムにおいて、基地局の維持及び補修のための信号品質計測機器は、サービスの
品質につながるのでその必要性がますます高まってきている。しかし、多くのセルラーシ
ステムのうち、すでに商用化に成功したＣＤＭＡ（Code Division Multiple Access）シ
ステムの場合には、隣接基地局の信号品質を無線環境で測定することを可能にする計測機
器が市場に出ている状態であり、ＷＣＤＭＡ（Wideband Code Division Multiple Access
）システムやＣＤＭＡ２０００システムなども、その信号品質計測機器がＣＤＭＡ標準に
基づいて開発されている状態である。
【０００３】
　一方、ＣＤＭＡシステムくらい広く知られている無線通信技術であるＯＦＤＭ（Orthog
onal Frequency Division Multiplexing）システムの場合には、依然セルラーシステムと
しての実現がＣＤＭＡシステムに比べて多少遅れている状態であり、近来になってやっと
韓国の携帯インターネット（ＷｉＢｒｏ）システムが商用化のための第一歩を踏み出した
。
【０００４】
　従って、このような携帯インターネットシステムのセルプランニング（Cell Planning
）を効率良く行うためには、携帯インターネットシステムの各基地局から受信した携帯イ
ンターネット信号の品質を測定することができるようにした信号品質計測機器の開発が必
須であるのにもかかわらず、現在のところ、これに対する開発が進められていないのが現
状である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記の従来の問題点を解決するためになされたものであって、本発明の目的
は、携帯インターネットシステムの各基地局から受信した携帯インターネット信号の品質
を測定可能にすることによって、携帯インターネットシステムのセルプランニングを効率
良く行うことができるようにした携帯インターネットシステムの信号品質計測装置及びそ
の方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　上記目的を達成するための本発明の携帯インターネットシステムの信号品質計測装置は
、各基地局からの携帯インターネット信号を受信する携帯インターネット信号受信部と、
前記携帯インターネット信号から信号品質測定を望む基地局の個数だけのプリアンブルコ
ードを検出するプリアンブルコード相関部と、前記プリアンブルコード相関部によって検
出されたプリアンブルコードを参照して、フレームコントロールヘッダ（ＦＣＨ（Frame 
Control Header））区間及び下向リンクマップ（ＤＬ-ＭＡＰ（DownLink-MAP））区間の
情報を獲得し、基地局の固有番号情報を復調するチャンネル補償/復調部と、前記チャン
ネル補償/復調部によって復調された各基地局の固有番号情報と前記プリアンブルコード
相関部によって検出された前記プリアンブルコードに対する信号品質を取り集めて処理す
る制御部とを含んで構成されている。
【０００７】
　本発明の他の特徴による携帯インターネットシステムの信号品質計測方法は、（a）各
基地局から発射された携帯インターネット信号を受信し、前記基地局の個数だけのプリア
ンブルコードを獲得する段階と、（b）前記獲得されたプリアンブルコードに対し、すべ
てのセグメントにわたってその相関値の大きい順番を検出する段階と、（c）前記獲得さ
れたプリアンブルコードのセグメントによってＦＣＨ（Frame Control Header）情報を獲
得する段階と、（d）前記獲得されたＦＣＨ情報を利用して該当基地局の固有番号情報の
あるＤＬ-ＭＡＰ（DownLink-MAP）内のデータに接近し、それに含まれている基地局の固
有番号情報を獲得する段階と、（e）前記獲得された各基地局の固有番号情報及びその信
号品質を相関値の大きい順に並べて出力する段階とを含んで構成されている。
【発明の効果】
【０００８】
　以上のように、本発明の携帯インターネットシステムの信号品質計測装置及びその方法
によれば、計測器の運営者は、計測装置から移動する位置によって変化する信号品質が分
かるようになり、これを活用して陰影地域を見つけ出し、基地局の補修及び設置を決定す
ることができ、結果的に携帯インターネットシステムの品質を向上させることができると
いう効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、添付した図面を参照して本発明の好ましい実施例による携帯インターネットシス
テムの信号品質計測装置及びその方法を詳細に説明する。
【００１０】
　図１は、ＯＦＤＭを基盤とした携帯インターネットシステムの転送フレームの構造を示
した図である。図１に示すように、ＯＦＤＭを基盤とした携帯インターネットシステムに
おいては、データの情報は、時間領域（横軸）と周波数領域（縦軸）によって示され、上
向リンクと下向リンクは、図示するように、それぞれ左側領域及び右側領域として時間に
よって区分される。
【００１１】
　上記のような構造において、上向リンク区間は大きく分けて、プリアンブル（Preamble
）区間、フレームコントロールヘッダ（ＦＣＨ（Frame Control Header））区間、下向リ
ンクマップ（ＤＬ-ＭＡＰ（DownLink-MAP））区間、上向リンクマップ（ＵＬ-ＭＡＰ（Up
Link-MAP））区間、及びデータ転送区間に分けられる。ここで、プリアンブル区間中に転
送されるデータは、同期のための信号及びセル区分のための信号であって、携帯インター
ネット端末がデータを受信するときに最も先に調べるべき情報である。標準によれば、プ
リアンブル区間で転送されるコードの種類は全部で１１４種があり、携帯インターネット
端末は、このような１１４種のプリアンブルコードのうち相関度が最も高い一つを選択し
た後、このように選ばれたプリアンブルコードの情報を利用してＦＣＨ区間に接近するこ
とができるようになる。
【００１２】
　次に、ＦＣＨ区間内のデータは、ＤＬ-ＭＡＰのデータがどのような方式によって変調
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されたのか、そして符号化の方法は何かなど、ＤＬ-ＭＡＰデータを複号するのに必要な
情報を含んでいる。一方、ＤＬ-ＭＡＰ内のデータは、ＵＬ-ＭＡＰ区間及びデータ転送区
間で各携帯インターネット端末に割当てられたデータ区間及び変調方法などを指示し、そ
の他にも、携帯インターネット端末が選択した基地局の固有番号に対する情報を含んでい
る。
【００１３】
　図２は、携帯インターネットシステムにおける各基地局を３つのセクターに区分した状
態を説明するための図である。図３は、携帯インターネットシステムにおいて各セグメン
トによって周波数領域でのデータ位置を説明するための図である。
【００１４】
　上記のように、１１４種の互いに異なるプリアンブルコードは、３つのセグメント値に
よって分類することができ、この３つのセグメントは、一つの基地局（セル）を図２のよ
うにセクター毎に分けた場合、それぞれ１、２、３の領域を示すものと言える。これは、
各セグメントによって周波数領域でのデータ位置が図３に図示したように決定されるため
、ユーザーの位置から隣接するセクターでは互いに異なるセグメントのプリアンブルコー
ドが存在するようにし、周波数領域での干渉を最小化するためである。
【００１５】
　図４は、本発明の携帯インターネットシステムの信号品質計測装置の機能を示すブロッ
ク図である。図４に示すように、本発明の携帯インターネットシステムの信号品質計測装
置は、各基地局からの携帯インターネット信号を受信する携帯インターネット信号受信部
１０と、信号品質測定を望む基地局の個数（ＮＢＳ）の入力を含めて計測に必要な各種選
択又は、設定が入力されるキー入力部５０と、受信された携帯インターネット信号から信
号品質測定を望む基地局の個数（ＮＢＳ）だけのプリアンブルコードを検出するプリアン
ブルコード相関部２０と、プリアンブルコード相関部２０によって検出されたプリアンブ
ルコードを参照し、ＦＣＨ区間及びＤＬ-ＭＡＰ区間の情報を獲得して、基地局の固有番
号（ＩＤＭ）情報を復調するチャンネル補償/復調部３０と、計測装置の各種動作状態や
信号品質計測結果などを表示する画面表示部６０と、ＧＰＳ衛星から計測装置の現在位置
情報を受信するＧＰＳ信号受信部７０と、計測装置で測定された信号品質及びその計測位
置情報を保存する信号品質/位置情報保存部８０と、キー入力部５０から信号品質測定を
望む基地局の個数（ＮＢＳ）が入力され、プリアンブルコード相関部２０に伝達し、各基
地局の固有番号（ＩＤＭ）情報及びプリアンブルコードに対する信号品質を取り集めた後
、ＧＰＳ信号受信部７０から伝達される計測装置の現在位置情報とともに、信号品質/位
置情報保存部８０に保存し、画面表示部６０を通じて出力する制御部４０とを含んで構成
されている。
【００１６】
　以下、本発明の携帯インターネットシステムの信号品質計測装置の動作についてその方
法と共に詳細に説明する。
【００１７】
　図５は、本発明の携帯インターネットシステムの信号品質計測方法を説明するためのフ
ローチャートである。特に言及がない限り、制御部４０が主体となって行われるものとす
る。本発明の携帯インターネットシステムの信号品質計測方法においては、次のような３
つの過程を経て隣接する基地局からの受信信号の品質を測定することができる。その第１
段階は、プリアンブルコードの相関度による隣接基地局信号の大きさの測定である。
【００１８】
　そのために、図５のステップＳ１０では、キー入力部５０を介してユーザーが測定した
い基地局の数を入力するようにする。以下、このようにして入力された基地局の数をＮＢ

Ｓとする。
【００１９】
　次に、ステップＳ１２では、携帯インターネット信号受信部１０を介して基地局から発
射された携帯インターネット信号を受信し、さらに、ステップＳ１４では、このように受
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信された携帯インターネット信号に対して、プリアンブルコード相関部２０を介して前記
ＮＢＳ個のプリアンブルコードを獲得するようになる。
【００２０】
　次に、ステップＳ１６乃至ステップＳ２６では、すべてのセグメントにわたってステッ
プＳ１４で獲得したＮＢＳ個のプリアンブルコードに対して、その相関値が大きい順番を
検出する。より詳細に説明すれば、まず、ステップＳ１６では、基地局の個数を示すカウ
ントＭを１と初期化し、さらに、ステップＳ１８では、Ｍ番目プリアンブルコードの信号
品質を測定して獲得するようになる。
【００２１】
　次に、ステップＳ２０では、このように受信されたプリアンブルコードのセグメントに
よってＦＣＨ情報を獲得し、さらに、ステップＳ２２では、このように獲得されたＦＣＨ
情報を利用して該当基地局の固有番号（ＩＤＭ）情報があるＤＬ-ＭＡＰ内のデータに接
近（第２段階）し、これに含まれている基地局の固有番号（ＩＤＭ）情報を獲得（第３段
階）するようになる。
【００２２】
　次に、ステップＳ２４では、カウントＭがステップＳ１０で入力された基地局の個数で
あるＮＢＳに到逹したかどうかを判断する。到逹しない場合は、ステップＳ２６に進み、
現在のカウント値を１だけ増加させた後にステップＳ１６に復帰する。一方、到逹した場
合は、ステップＳ２６に進み、各基地局の固有番号（ＩＤＭ）情報及びその信号品質を相
関値の大きい順に並べて表示するようになる。
【００２３】
　次に、ステップＳ３２では、ＧＰＳ信号受信部７０により計測装置の現在位置情報を獲
得し、さらに、ステップＳ３０では、このように獲得された計測装置の現在位置情報によ
る該当基地局の固有番号（ＩＤＭ）とその受信信号品質を画面表示部６０に表示するとと
もに、信号品質/位置情報保存部８０に保存する。
【００２４】
　これを整理して言えば、入力された基地局の個数はＮＢＳであり、検出されたプリアン
ブルコードのうちの一つを次のように示す。
【００２５】
【数１】

【００２６】
　残りの１１３個のプリアンブルコードのうちの一つを次のように示す。
【００２７】
【数２】

【００２８】
　その相関値をそれぞれ
【数３】

【数４】

とする場合、プリアンブルコードＣＭに対する信号品質
【数５】
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【００２９】
【数６】

【００３０】
　なお、本発明の携帯インターネットシステムの信号品質計測装置及びその方法は、上記
実施例に限られるものではない。本発明の技術的範囲から逸脱しない範囲内で多様に変更
実施することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】ＯＦＤＭを基盤とする携帯インターネットシステムにおける転送フレームの構造
を示した図である。
【図２】携帯インターネットシステムで各基地局を３つのセクターに区分した状態を説明
するための図である。
【図３】携帯インターネットシステムで各セグメントによって周波数領域でのデータ位置
を説明するための図である。
【図４】本発明の携帯インターネットシステムの信号品質計測装置の機能ブロック図であ
る。
【図５】本発明の携帯インターネットシステムの信号品質計測方法を説明するためのフロ
ーチャートである。
【符号の説明】
【００３２】
１０　携帯インターネット信号受信部
２０　プリアンブルコード相関部
３０　チャンネル補償/復調部
４０　制御部
５０　キー入力部
６０　画面表示部
７０　ＧＰＳ信号受信部
８０　信号品質/位置情報保存部
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