
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基地局装置からサーチ窓に関する情報を受信し、サーチ対象となる基地局装置の前記サー
チ窓を複数のサーチ幅に分割し、この複数のサーチ幅について並行して第一の積分時間で
相関検出を行い、この相関検出値の大きい方から順に複数の位相を選択し、この選択した
位相について第一の積分時間より長い第二の積分時間で相関検出を行い、この相関検出値
の大きい方から復調可能な数だけ相関値の電力を合成することを特徴とするセルサーチ方
法。
【請求項２】
基地局装置からサーチ窓の通知された周辺基地局装置数が所定数に満たない場合は、サー
チ終了後に非動作時間を挿入してセルサーチ周期を一定に保持することを特徴とする請求
項１記載のセルサーチ方法。
【請求項３】
セルサーチ終了後に挿入する非動作時間を窓幅の変化に合わせて変化させてセルサーチ周
期を一定に保持することを特徴とする請求項２記載のセルサーチ方法。
【請求項４】
相関値の検出に使用する相関器数を周辺基地局装置数に応じて切替えることを特徴とする
請求項１乃至請求項３のいずれかに記載のセルサーチ方法。
【請求項５】
移動局装置自身の移動速度を検出し、移動速度の低速化に応じてセルサーチ周期を長く設
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定し、サーチ終了後にセルサーチ周期の残り時間を埋めるように非動作時間を挿入するこ
とを特徴とする請求項１記載のセルサーチ方法。
【請求項６】
サーチ対象となる基地局装置のパイロットチャネルの相関検出を行う複数のサーチ用相関
器と、このサーチ用相関器の動作及び相関を検出する位相の制御を行うサーチ制御手段と
、周辺基地局装置のパイロットチャネルのコード位相及びサーチ窓を受信する受信手段と
を備え、前記サーチ制御手段は、前記受信したサーチ窓を前記サーチ用相関器数のサーチ
幅に分割し、この分割したサーチ幅について各相関器に並行して第一の積分時間で相関検
出を行わせ、この相関検出値の大きい方から順に複数の位相を選択し、この選択した位相
について各相関器に並行して第一の積分時間より長い積分時間で相関検出を行わせ、この
相関検出値の大きい方から復調可能な数だけ相関値の電力を合成することを特徴とする移
動局装置。
【請求項７】
サーチ制御手段は、基地局装置からサーチ窓の通知された周辺基地局装置数が所定数に満
たない場合は、サーチ終了後に非動作時間を挿入することを特徴とする請求項６記載の移
動局装置。
【請求項８】
サーチ制御手段は、セルサーチ終了後に挿入する非動作時間を窓幅の変化に合わせて変化
させてセルサーチ周期を一定保持することを特徴とする請求項７記載の移動局装置。
【請求項９】
サーチ制御手段は、相関値検出に使用する相関器数を周辺基地局装置数に応じて切替える
ことを特徴とする請求項６乃至請求項８のいずれかに記載の移動局装置。
【請求項１０】
移動局装置自身の移動速度を検出する移動速度検出手段を備え、前記サーチ制御手段は、
前記検出した移動速度の低速化に応じてセルサーチ周期を長く設定し、サーチ終了後にセ
ルサーチ周期の残りの時間を埋めるように非動作時間を挿入することを特徴とする請求項
６記載の移動局装置。
【請求項１１】
周辺基地局装置の使用パイロットチャネルのコード位相及びサーチ窓幅を移動局装置に通
知する通知手段を備える基地局装置と、請求項６乃至請求項１０のいずれかに記載の移動
局装置とから成ることを特徴とする通信システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ディジタル自動車電話、携帯電話等のセルラシステムに用いるセルサーチ方法
及び移動局装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、自動車電話、携帯電話等のセルラ無線通信システムにおいて、同一の周波数帯
域で複数の局が同時に通信を行う際の多元アクセス方式技術として、ＦＤＭＡ（Ｆｒｅｑ
ｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ：周波数分割多元接続
）方式、ＴＤＭＡ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ：時
分割多元接続）方式等が知られている。
【０００３】
また、スペクトル拡散方式を用いるＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ：符号分割多元接続）方式は、これらの技術と比較して、高い周波
数利用効率を図ることができ、より多くの利用者を収容できる方式である。
【０００４】
このスペクトル拡散とは、情報が含まれる信号を、信号の持つ帯域より広い帯域に拡散し
て伝送する方式であり、直接拡散（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ：ＤＳ）方式と周波
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数ホッピング（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｈｏｐｐｉｎｇ：ＦＳ）方式がある。この中でも、
衛星通信や地上系の移動通信で導入されるシステムは、装置化し易い等の利点から、直接
拡散／スペクトル拡散（ＤＳ／ＳＳ）方式が主流となっている。
【０００５】
このスペクトル拡散通信方式は、情報を伝送する際、最低限必要な帯域幅に比べて十分に
広い帯域に拡散して伝送する方式であり、秘話性、秘匿性、対干渉性に優れた通信方式で
ある。また、直接拡散（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ：ＤＳ）方式は、拡散において
拡散コードをそのまま情報信号に乗じるスペクトル拡散通信方式である。
【０００６】
このようなＣＤＭＡ方式では、拡散コードとして、直交性の高いコードを使用することが
容量増大を実現する上で有効である。しかし、直交性の高いコードとして知られるＷａｌ
ｓｈ符号や直交Ｇｏｌｄ符号は、その数が符号長と同数に限られているので、ユーザに割
り当てる拡散コード数を確保するために、情報のシンボル長と周期の等しいショートコー
ドと、このショートコードより周期の大きいロングコードを足し合わせて使用する方法が
採られている（ＵＳＰ５１０３４５９）。
【０００７】
また、その場合、下り回線において全基地局装置で使用するロングコードを１コードとし
、各基地局装置に異なるロングコードの位相を割り当てる方法を採ることによって、同一
セル内の全ユーザの直交性は保たれ、さらに、他セルの信号はロングコードの異なる位相
で拡散されているため、雑音化され、干渉を低く抑えることができる。このようなロング
コードを用いたシステムでは、移動局は通信を行う際ロングコード同期を獲得・保持する
必要がある。
【０００８】
セルラシステムにおいて、移動局が電源を投入した場合、移動局と基地局装置との通信が
切断された場合、又は移動局が通信中に位置の変化に伴い通信を行う基地局装置を切り替
えるハンドオーバー時に切り替え先の基地局装置を特定する場合は、移動局は、現在どの
基地局装置が最も近く、通信を行うのに最も良好であるかを特定する必要がある。これを
セルサーチと呼ぶ。
【０００９】
ＣＤＭＡ方式を用いたセルラシステムでは、セルサーチを行う方法として、全基地局装置
が同一のロングコードで拡散したパイロットチャネルを送信し、移動局装置が受信したパ
イロットチャネルの拡散コードの全位相を相関検出し、相関値すなわちパイロットチャネ
ルの強度が最大である位相で送信している基地局装置を最近傍と特定する方法（ＵＳＰ４
９０１３０７）がある。
【００１０】
また、移動局装置が通信中、又は待ち受け中にセルサーチを行う際、現在接続している基
地局装置より、周囲に存在する基地局装置が使用しているロングコード位相情報及び、周
囲の基地局装置が設置されている位置の相違による移動局装置受信タイミングのずれやマ
ルチパスの遅延分散から予想される位相の存在範囲（これをサーチ窓幅と呼ぶ。）を移動
局装置に通知することで、移動局装置がサーチするロングコード位相を限定し、セルサー
チを速やかに行う方法がある。
【００１１】
また、セルサーチを高速に行う方法としては、２段階休止同期捕捉方法がある。これは、
第１段階ではサーチ窓内の位相を順次短い積分長で相関検出を行い、相関値が閾値を超え
た場合に相関値の精度を得られる長い積分長で相関値を得て、パイロットの強度を検出す
るというものである。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、移動局装置が高速移動しているような場合や、大都市等加入者が多く基地
局装置が密集して設置されている場合、サーチすべき位相が増大し、周囲のセル環境が高
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速で変化するため、上記の従来技術よりもさらに高速にセルサーチを行わなければならな
いという課題がある。また、２段階休止同期捕捉方法では、設定する閾値が低すぎると、
ほとんどの位相で長時間の積分をすることとなり、セルサーチを高速に行うことが難しい
。一方、設定する閾値が高すぎると、この閾値を超える位相が存在しないこととなり、サ
ーチできない場合が生ずる。特に、時事刻々変化する移動通信環境においては、適切な閾
値の設定は困難であるという問題点がある。
【００１３】
本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、通信中、又は待ち受け中に高速に
セルサーチを行い、かつ消費電力を低くすることができるセルサーチ方法及び移動局装置
を提供することを目的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記の目的を達成するために、以下のような手段を講じた。
【００１５】
請求項１記載のセルサーチ方法の発明は、基地局装置からサーチ窓に関する情報を受信し
、サーチ対象となる基地局装置の前記サーチ窓を複数のサーチ幅に分割し、この複数のサ
ーチ幅について並行して第一の積分時間で相関検出を行い、この相関検出値の大きい方か
ら順に複数の位相を選択し、この選択した位相について第一の積分時間より長い第二の積
分時間で相関検出を行い、この相関検出値の大きい方から復調可能な数だけ相関値の電力
を合成する構成を採る。
また、請求項６記載の移動局装置の発明は、サーチ対象となる基地局装置のパイロットチ
ャネルの相関検出を行う複数のサーチ用相関器と、このサーチ用相関器の動作及び相関を
検出する位相の制御を行うサーチ制御手段と、周辺基地局装置のパイロットチャネルのコ
ード位相及びサーチ窓を受信する受信手段とを備え、前記サーチ制御手段は、前記受信し
たサーチ窓を前記サーチ用相関器数のサーチ幅に分割し、この分割したサーチ幅について
各相関器に並行して第一の積分時間で相関検出を行わせ、この相関検出値の大きい方から
順に複数の位相を選択し、この選択した位相について各相関器に並行して第一の積分時間
より長い積分時間で相関検出を行わせ、この相関検出値の大きい方から復調可能な数だけ
相関値の電力を合成する構成を採る。
【００１６】
これらの構成により、相関検出値の大きい値から順に複数のサーチ位相を選択することが
できるため、閾値を設定する必要がなく、信頼性の高いセルサーチを高速に行うことがで
きる。
【００１７】
また、請求項２記載の発明は、請求項１記載のセルサーチ方法において、基地局装置から
サーチ窓の通知された周辺基地局装置数が所定数に満たない場合は、サーチ終了後に非動
作時間を挿入してセルサーチ周期を一定に保持する構成を採る。
また、請求項７記載の発明は、請求項６記載の移動局装置において、サーチ制御手段は、
基地局装置からサーチ窓の通知された周辺基地局装置数が所定数に満たない場合は、サー
チ終了後に非動作時間を挿入する構成を採る。
【００１８】
これらの構成により、サーチする基地局装置数が少ない場合は、各相関器が動作を停止す
る時間を挿入することができるため、消費電力を低減させることができる。また、セルサ
ーチ周期を一定に保持することができるため、サーチ性能の劣化を防止することができる
。
【００１９】
また、請求項３記載の発明は、請求項２記載のセルサーチ方法において、セルサーチ終了
後に挿入する非動作時間を窓幅の変化に合わせて変化させてセルサーチ周期を一定に保持
する構成を採る。
また、請求項８記載の発明は、請求項７記載の移動局装置において、サーチ制御手段は、
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セルサーチ終了後に挿入する非動作時間を窓幅の変化に合わせて変化させてセルサーチ周
期を一定保持する構成を採る。
【００２０】
これらの構成により、マルチパスの遅延分散等が小さい環境で、基地局装置から通知され
るサーチ窓幅が小さい場合には、各相関器が動作を停止する時間を挿入することができる
ため、消費電力を低減させることができる。セルサーチ周期を一定に保持することができ
るため、通信品質の低下を防止することができる。
【００２１】
また、請求項４記載の発明は、請求項１乃至請求項３のいずれかに記載のセルサーチ方法
において、相関値の検出に使用する相関器数を周辺基地局装置数に応じて切替える構成を
採る。
また、請求項９記載の発明は、請求項６乃至請求項８のいずれかに記載の移動局装置にお
いて、サーチ制御手段は、相関値検出に使用する相関器数を周辺基地局装置数に応じて切
替える構成を採る。
【００２２】
これらの構成により、サーチすべき基地局装置数が少ない場合は、動作する相関器を少な
くなるように設定することができるため、消費電力の低減を図ることができる。
【００２３】
また、請求項５記載の発明は、請求項１記載のセルサーチ方法において、移動局装置自身
の移動速度を検出し、移動速度の低速化に応じてセルサーチ周期を長く設定し、サーチ終
了後にセルサーチ周期の残り時間を埋めるように非動作時間を挿入する構成を採る。
また、請求項１０記載の発明は、請求項６記載の移動局装置において、移動局装置自身の
移動速度を検出する移動速度検出手段を備え、前記サーチ制御手段は、前記検出した移動
速度の低速化に応じてセルサーチ周期を長く設定し、サーチ終了後にセルサーチ周期の残
りの時間を埋めるように非動作時間を挿入する構成を採る。
【００２４】
これらの構成により、移動局装置の移動速度が小さい場合は、移動局装置の周囲のセル環
境の変動も遅くなることから、セルサーチ周期を大きくすることができ、各相関器が動作
を停止する時間をより長く設定することができるため、消費電力をより低減させることが
できる。
【００２５】
また、請求項１１記載の発明は、周辺基地局装置の使用パイロットチャネルのコード位相
及びサーチ窓幅を移動局装置に通知する通知手段を備える基地局装置と、請求項６乃至請
求項１０のいずれかに記載の移動局装置とから成る。
【００２６】
この構成により、サーチ窓を分割して複数の相関器を動作させて窓内の相関値の最大判定
を行うことができるため、閾値の設定を行うことなく、セルサーチを高速に行うことがで
きる。
【００２７】
【発明の実施の形態】
【００２８】
（実施の形態１）
次に、本発明の実施の形態１に係る移動局装置について、図面を参照して説明する。
【００２９】
図１は、本発明の実施の形態１に係る移動局装置のブロック構成図である。図示しない基
地局装置から送信された信号を受信すると、その受信信号は、受信ＲＦ部１に入力され、
ベースバンド信号に変換される。ＡＤ変換部２は、このベースバンド信号に対してアナロ
グ信号からディジタル信号への変換を行う。このディジタル信号は、第１から第Ｎのサー
チ用相関器３と復調用相関器４とに入力される。復調用相関器４は、データチャネルが拡
散されているコードと後述するサーチ制御部８から入力される受信タイミングとを用いて
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入力信号に対して逆拡散を行う。ＲＡＫＥ合成器５は、この復調用相関器４の出力に対し
てＲＡＫＥ合成を行う。復号器６は、このＲＡＫＥ合成器５の出力に対して誤り訂正復号
を行い、受信データを出力する。制御部７は、復号器６から入力される受信データからセ
ルサーチする基地局装置の位相及びサーチ窓幅を分離し、これをサーチ制御部８に出力す
る。
【００３０】
一方、第１から第Ｎのサーチ用相関器３は、クロック発生部９から入力される動作クロッ
クで動作し、ＡＤ変換器３から入力されるディジタル信号に対してサーチ制御部８から指
示される図示しない位相におけるパイロットチャネルの相関値の検出を行い、この検出し
た相関値をサーチ制御部８に出力する。サーチ制御部８は、制御部７から入力されるサー
チ位相及びサーチ窓幅を用いて第１から第Ｎのサーチ用相関器３に対して相関検出する位
相を指示し、クロック発生器９に制御信号を出力する。クロック発生器９は、サーチ制御
部８から入力される制御信号に従い、第１から第Ｎの相関器３に動作クロックを出力する
。
【００３１】
次に、以上のように構成された移動局装置の待ち受け時又は通信時のセルサーチ動作につ
いて説明する。
【００３２】
サーチ制御部８は、通信中の基地局装置から受信した周辺基地局装置サーチ位相とサーチ
窓幅を用いてある基地局装置のパイロットチャネルの強度を測定しようとする場合、この
サーチ窓をＮ分割し、この分割した窓を第１から第Ｎのサーチ用相関器３に割り当てる。
この分割された窓を割り当てられた第１から第Ｎのサーチ用相関器３は、分割した窓内の
全位相について短い積分時間での相関値を求め、この相関値をサーチ制御部８に出力する
。
【００３３】
その結果、図２に示すような全サーチ窓内の相関値を得る。この相関器３の出力は、サー
チ時間を短縮するために積分時間を短くしているので、干渉や雑音の抑圧が十分でなく、
セル判定を行うための精度が得られていない。そこで、サーチ制御部８は、相関値を電力
値順に並べ替え、最大のものから複数の位相を選択し、選択した位相を第１から第Ｎの相
関器３に均等に割り当て、相関器３を動作させる。第１から第Ｎの相関器３は、指示され
た位相に対しセル判定を行う精度が得られる長い積分時間で相関値を検出し、サーチ制御
部８に出力する。
【００３４】
サーチ制御部８は、得られた相関値をさらに電力で並べ替えを行い、復調可能な数だけ上
位から選択し、この選択した相関値を合成してこの基地局装置のパイロットチャネル強度
を得る。復調可能な位相の数は、復調相関器４及びＲＡＫＥ合成器５が合成できるマルチ
パス数に依存している。
【００３５】
以上の動作を通知された基地局数だけ繰り返し行い、通信中の基地局装置から受信した全
周辺基地局装置のパイロットチャネル強度を測定する。
【００３６】
このように、サーチ窓を分割してそれぞれを複数の相関器に割り当て、サーチ窓内の全位
相について相関値を求めて最大判定をすることによって、閾値等の設定をする必要がなく
なるため、セルサーチを高速に行うことができる。
【００３７】
（実施の形態２）
次に、本発明の実施の形態２に係る移動局装置について説明する。本発明の実施の形態２
に係る移動局装置におけるサーチ制御部８は、移動局装置が基地局装置数の少ない場所に
移動した場合は、セルサーチ周期中に各相関器３が動作を停止する時間を挿入する機能を
有する。その他の構成については、上記の実施の形態１と同様であるため、全体構成の説
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明は省略する。
【００３８】
次に、本発明の実施の形態２に係る移動局装置の動作について、図３を参照して説明する
。図３は、実施の形態２に係る移動局装置における相関器の動作の概念図である。
【００３９】
図３（ａ）は、通信中の基地局装置から周辺基地局装置としてＡからＥまでの５基地局装
置の位相が通知された場合のサーチ用相関器３の動作を時間的に示したものである。
【００４０】
これに対し、図３（ｂ）は、郊外などで基地局装置の設置間隔が大きく、通知される基地
局装置が２個である場合のサーチ用相関器３の動作を示したものである。この図に示すよ
うに、サーチする基地局装置が少ない場合、サーチ制御部８は、クロック発生器９に対し
てサーチ用相関器３に動作クロックを出力しないように制御する。この制御により、基地
局装置数が少ない場所に移動した場合であってもセルサーチ周期中に非動作時間を挿入す
ることができるため、セルサーチ周期を一定に保つことができる。従って、サーチ性能を
劣化することなく、消費電力を低く抑えることができる。
【００４１】
このように、本発明の実施の形態２に係る移動局装置によれば、基地局装置数が少ない場
所に移動した場合であっても、サーチ用相関器３の非動作時間を挿入することができるた
め、セルサーチ周期、すなわちサーチ性能を劣化させることなく消費電力を低減させるこ
とができる。
【００４２】
（実施の形態３）
次に、本発明の実施の形態３に係る移動局装置について説明する。本発明の実施の形態３
に係る移動局装置におけるサーチ制御部８は、サーチする窓幅が小さい場合は、各相関器
３の動作を停止する時間を長く設定する。その他の構成に付いては、上記の実施の形態１
と同様であるため、全体構成の説明は省略する。
【００４３】
次に、本発明の実施の形態３に係る移動局装置の動作について、図４を参照して説明する
。図４は、実施の形態３に係る移動局装置における相関器の動作の概念図である。
【００４４】
図４（ａ）は、通信中の基地局装置から周辺基地局装置としてＡ及びＢの２基地局装置の
位相が通知された場合のサーチ用相関器３の動作を時間的に示したものである。
【００４５】
一方、図４（ｂ）は、マルチパスの遅延分散等が小さいような環境で、基地局装置から通
知されるサーチ窓幅が小さい場合の相関器の動作を示したものである。この図に示すよう
に、サーチ制御部８は、サーチする窓幅が小さい場合には１基地局装置あたりのサーチ時
間が短くなることから、サーチ用相関器３の非動作時間を長く設定するように制御する。
このように制御することによって、セルサーチ周期を変えずにさらに消費電力を低くする
ことが可能となる。
【００４６】
このように、本発明の実施の形態３に係る移動局装置によれば、基地局装置から通知され
るサーチ窓幅が小さい場合であっても、セルサーチ周期、すなわちサーチ性能を劣化させ
ることなく消費電力を低減させることができる。
【００４７】
（実施の形態４）
次に、本発明の実施の形態４に係る移動局装置について説明する。図５は、本発明の実施
の形態４に係る移動局装置のブロック構成図である。図５に示すように、実施の形態４で
は、上記の実施の形態１に係る移動局装置に加えて、移動速度検出器１０を設けた。この
移動速度検出器１０は、復調用相関器４の出力に対して相関値の時間的変動の速度を検出
することによって移動速度の相対値を検出し、サーチ制御部８に出力するものである。そ
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の他の構成については、実施の形態１と同様であるため、説明を省略する。
【００４８】
次に、以上のように構成された本発明の実施の形態４に係る移動局装置の動作について説
明する。図６は、実施の形態４に係る移動局装置における相関器の動作の概念図である。
【００４９】
図６（ａ）は、通信中の基地局装置から周辺基地局装置としてＡおよびＢの２基地局装置
の位相が通知された場合のサーチ用相関器３の動作を時間的に示したものである。
【００５０】
一方、図６（ｂ）は、移動速度検出器１０の検出した移動速度が小さい場合の相関器の動
作を示したものである。この図に示すように、各基地局装置から通知されるサーチ窓幅は
図６（ａ）と同様であるが、サーチ制御部８は、サーチ用相関器３の非動作時間が長くな
るように設定する。すなわち、移動速度が小さい場合、移動局装置の周囲のセル環境は、
変動が遅いために、セルサーチ周期を大きくすることができる。従って、その場合は、サ
ーチ制御部８が、サーチ用相関器３の非動作時間をさらに長く設定することによって、消
費電力を低くすることができる。
【００５１】
このように、本発明の実施の形態４に係る移動局装置によれば、移動局装置の移動速度が
小さい場合には、サーチ用相関器３の非動作時間を長く設定することができるため、消費
電力を低減させることができる。
【００５２】
（実施の形態５）
次に、本発明の実施の形態５に係る移動局装置について説明する。本発明の実施の形態５
に係る移動局装置におけるサーチ制御部８は、サーチする基地局装置数が少ない場合は、
一部の相関器の動作を停止させ、動作するサーチ用相関器数が少なくなるように制御する
。その他の構成については、上記の実施の形態１又は実施の形態４と同様であるため、全
体構成の説明は省略する。
【００５３】
次に、以上のように構成された本発明の実施の形態５に係る移動局装置の動作について図
７を参照して説明する。図７は、本発明の実施の形態５に係る移動局装置における相関器
の動作の概念図である。
【００５４】
図７（ａ）は、通信中の基地局装置から周辺基地局装置としてＡからＤの４基地局装置の
位相が通知された場合のサーチ用相関器の動作を時間的に示したものである。本実施の形
態５の場合、図７に示すように、サーチ用相関器３の数は、６個としている。基地局装置
Ａのサーチを開始して次に再び基地局装置Ａのサーチを開始するまでの時間がセルサーチ
周期となる。
【００５５】
一方、図７（ｂ）は、通知される基地局装置数が２個である場合のサーチ用相関器３の動
作を示したものである。この図に示すように、サーチする基地局装置数が少ない場合は、
サーチ制御部８はクロック発生器９に対して、動作するサーチ用相関器３の数が少なくな
るように制御する。その結果、動作する相関器数が少なくなるため、１基地局あたりのサ
ーチ時間は増加することとなる。しかし、この制御によって、動作する相関器の数を減少
させることができるため、消費電力を低く抑えることができる。
【００５６】
このように、本発明の実施の形態５に係る移動局装置によれば、基地局装置が少ない場所
に移動した場合、動作する相関器数を減少させることができるため、消費電力を低減させ
ることができる。
【００５７】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本発明によれば、サーチ窓を分割して複数の相関器を動
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作させ、相関検出値の大きい値から順に複数のサーチ位相を選択することができるため、
閾値の設定を行うことなく、信頼性の高いセルサーチを高速に行うことができる。また、
セルサーチを高速で行う必要がない場合は、複数の相関器を停止させると共に、セルサー
チ周期中に相関器が停止する時間を挿入することができるため、サーチ性能を劣化させる
ことなく、消費電力の低減を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１に係る移動局装置のブロック構成図
【図２】実施の形態１におけるサーチ窓の分割概念図
【図３】本発明の実施の形態２に係る移動局装置における相関器の動作の概念図
【図４】本発明の実施の形態３に係る移動局装置における相関器の動作の概念図
【図５】本発明の実施の形態４に係る移動局装置のブロック構成図
【図６】実施の形態４に係る移動局装置における相関器の動作の概念図
【図７】本発明の実施の形態５に係る移動局装置における相関器の動作の概念図
【符号の説明】
１　受信ＲＦ部
２　ＡＤ変換部
３　サーチ用相関器
４　復調用相関器
５　ＲＡＫＥ合成器
６　復号器
７　制御部
８　サーチ制御部
９　クロック発生器
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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