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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ページングチャネルを受信するユーザの属するグループＩＤと、前記ページングチャネ
ルが送信される無線リソース情報とを含むページングインジケータ情報を生成するページ
ングインジケータ情報生成手段；
　前記ページングインジケータ情報を多重する多重手段；
　を備え、
　前記ページングインジケータ情報生成手段は、無線リソース情報として、システム帯域
幅を連続する周波数サブキャリアからなるブロックに分割した周波数ブロックのうち、前
記ページングチャネルに割り当てる周波数ブロックを示す情報を生成することを特徴とす
る送信装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の送信装置において：
　前記ページングインジケータ情報生成手段は、所定のビットから成るグループＩＤを生
成することを特徴とする送信装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の送信装置において：
　ページングチャネルに割り当てる周波数ブロックの数と、その位置とが予め対応づけら
れ、
　前記ページングインジケータ情報生成手段は、前記ページングチャネルに割り当てる周
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波数ブロックの数を示す情報を生成することを特徴とする送信装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の送信装置において：
　前記多重手段は、前記グループＩＤおよび無線リソースを示す情報をＬ１／Ｌ２制御チ
ャネルに多重することを特徴とする送信装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の送信装置において：
　前記ページングインジケータ情報生成手段は、トリガーとなる情報を生成し、
　前記多重手段は、前記トリガーをページングインジケータチャネルに多重することを特
徴とする送信装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の送信装置において：
　前記多重手段は、前記グループＩＤをページングインジケータチャネルに多重し、前記
無線リソースを示す情報をＬ１／Ｌ２制御チャネルに多重することを特徴とする送信装置
。
【請求項７】
　請求項１に記載の送信装置において：
　前記多重手段は、前記グループＩＤおよび無線リソースを示す情報をページングインジ
ケータチャネルに多重することを特徴とする送信装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の送信装置において：
　前記多重手段は、前記ページングインジケータチャネルを、ページングチャネルに対し
て少なくとの１サブフレーム間隔を設けてマッピングすることを特徴とする送信装置。
【請求項９】
　請求項７に記載の送信装置において：
　前記多重手段は、ページングチャネル、ページングインジケータチャネル復調用のセク
タ共通パイロットチャネルとＬ１／Ｌ２制御チャネル復調用のセクタ固有パイロットチャ
ネルを多重することを特徴とする送信装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の送信装置において：
　前記多重手段は、セクタ共通パイロットとセクタ固有パイロットを少なくとも１つの同
じＯＦＤＭシンボルに多重することを特徴とする送信装置。
【請求項１１】
　請求項７に記載の送信装置において：
　前記ページングインジケータチャネルおよびページングチャネルに対して、セクタ間で
スクランブルコードおよび送信タイミングを共通にする制御手段；
　を備えることを特徴とする送信装置。
【請求項１２】
　請求項７に記載の送信装置において：
　前記ページングインジケータチャネルおよびページングチャネルに対して、周波数領域
でセクタ固有の直交コードを多重する制御手段；
　を備えることを特徴とする送信装置。
【請求項１３】
　請求項１に記載の送信装置において：
　前記グループＩＤの数と、ページングチャネルに割り当てる周波数ブロックの数と、そ
の位置との対応を示す情報とを含むシステム情報を生成するシステム情報生成手段；
　を備え、
　前記多重手段は、前記システム情報を報知チャネルに多重することを特徴とする送信装
置。
【請求項１４】
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　ページングチャネルを受信するユーザの属するグループＩＤと、前記ページングチャネ
ルが送信される無線リソース情報とを含むページングインジケータ情報を受信するページ
ングインジケータ情報受信手段；
　前記グループＩＤに基づいて、呼出し対象となるユーザＩＤを示す情報を含むページン
グチャネルを受信するページング情報受信手段；
　を備え、
　前記ページングインジケータ情報受信手段は、無線リソース情報として、システム帯域
幅を連続する周波数サブキャリアからなるブロックに分割した周波数ブロックのうち、前
記ページングチャネルに割り当てられた周波数ブロックを示す情報を受信することを特徴
とする受信装置。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の受信装置において：
　ページングインジケータ情報受信手段およびページング情報受信手段は、ソフトコンバ
イニングを適用し、前記ページングインジケータ情報およびページングチャネルを受信す
ることを特徴とする受信装置。
【請求項１６】
　ページングチャネルを受信するユーザの属するグループＩＤと、前記ページングチャネ
ルが送信される無線リソース情報とを含むページングインジケータ情報を受信するステッ
プと、
　前記グループＩＤに基づいて、呼出し対象となるユーザＩＤを示す情報を含むページン
グチャネルを受信するステップと、
　を備え、
　前記ページングインジケータ情報を受信するステップは、無線リソース情報として、シ
ステム帯域幅を連続する周波数サブキャリアからなるブロックに分割した周波数ブロック
のうち、前記ページングチャネルに割り当てられた周波数ブロックを示す情報を受信する
ことを特徴とするページング情報受信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、送信装置、受信装置およびページング情報受信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動体通信では端末に対して着信があった場合、その旨を端末に通知する必要がある。
ネットワークは端末の位置情報を位置登録エリアで管理しており、位置登録エリアごとに
ＬＡＩ（Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｒｅａ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）が割り当てられている。
ネットワークでは端末が位置登録している位置登録エリア内の全端末に対して着信があっ
たことを同報的に通知する。この手順をページングと呼ぶ（例えば、非特許文献１参照）
。
【０００３】
　Ｗ－ＣＤＭＡにおけるページング情報の受信手順について、図１を参照して説明する。
【０００４】
　受信装置では、ページングインジケータチャネル（ＰＩＣＨ：　Ｐａｇｉｎｇ　Ｉｎｄ
ｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）が受信される（ステップＳ２）。ＰＩＣＨは、ＰＣＨ（
Ｐａｇｉｎｇ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を受信すべきユーザグループのＩＤを示す。例えば、図
２に示すように、グループＩＤ毎のフラグが用意される。例えば、７２のユーザグループ
ある場合、７２ビット用意される。ＰＩＣＨにより、複数のグループＩＤを同時に呼び出
せるようになっている。
【０００５】
　次に、受信装置は、ＰＣＨを受信する（ステップＳ４）。ＰＣＨはＰＩＣＨで指示され
たグループＩＤのユーザが受信するチャネルであり、実際に呼び出されているユーザＩＤ
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が書いてある。例えば、ユーザＩＤは、ＴＭＳＩ（Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｍｏｂｉｌｅ　
Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）と呼ばれ、３２ビットで表される。Ｗ－ＣＤ
ＭＡでは、１つのＰＣＨで５人分の呼び出しユーザＩＤを通知できる。さらに、なぜ呼び
出されたかを示すＣａｕｓｅ　ＩＤも付加される。このＣａｕｓｅ　ＩＤは、通信種別、
例えば音声などを示し、２－３ビット程度である。
【０００６】
　次に、受信装置は、報知チャネル（ＢＣＨ：　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）
を受信する。ＰＣＨで呼び出されたユーザは、ＲＡＣＨ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　
Ｃｈａｎｎｅｌ）を送信してＩｎｉｔｉａｌ　ａｃｃｅｓｓを行うが、その前にＢＣＨを
確認して、規制がかかっていないかの確認と、上りパワコンのための最新干渉量情報を受
信する（ステップＳ６）。
【非特許文献１】立川敬二、「Ｗ－ＣＤＭＡ移動通信方式」、丸善株式会社、ｐｐ．２５
５－２５６
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述した背景技術には以下の問題がある。
【０００８】
　全グループＩＤ向けのページング情報が一度に送信されるため、送信される情報量が多
い問題がある。
【０００９】
　そこで本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、ページングに関する制御ビッ
ト数を減少させることができる送信装置、受信装置および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】
【００１０】
　上記課題を解決するため、本発明の送信装置は、
　ページングチャネルを受信するユーザの属するグループＩＤと、前記ページングチャネ
ルが送信される無線リソース情報とを含むページングインジケータ情報を生成するページ
ングインジケータ情報生成手段；
　前記ページングインジケータ情報を多重する多重手段；
　を備え、
　前記ページングインジケータ情報生成手段は、無線リソース情報として、システム帯域
幅を連続する周波数サブキャリアからなるブロックに分割した周波数ブロックのうち、前
記ページングチャネルに割り当てる周波数ブロックを示す情報を生成することを特徴の１
つとする。
【００１１】
　このように構成することにより、ページングインジケータ情報のビット数を低減するこ
とができる。
【００１２】
　また、本発明の受信装置は、
　ページングチャネルを受信するユーザの属するグループＩＤと、前記ページングチャネ
ルが送信される無線リソース情報とを含むページングインジケータ情報を受信するページ
ングインジケータ情報受信手段；
　前記グループＩＤに基づいて、呼出し対象となるユーザＩＤを示す情報を含むページン
グチャネルを受信するページング情報受信手段；
　を備え、
　前記ページングインジケータ情報受信手段は、無線リソース情報として、システム帯域
幅を連続する周波数サブキャリアからなるブロックに分割した周波数ブロックのうち、前
記ページングチャネルに割り当てられた周波数ブロックを示す情報を受信することを特徴
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の１つとする。
【００１３】
　このように構成することにより、報知チャネルにより報知されたページングチャネルを
受信するユーザの属するグループＩＤの数に基づいて、ページングチャネルを受信するユ
ーザの属するグループＩＤを特定できる。
【００１４】
　また、本発明のページング情報受信方法は、
　ページングチャネルを受信するユーザの属するグループＩＤと、前記ページングチャネ
ルが送信される無線リソース情報とを含むページングインジケータ情報を受信するステッ
プと、
　前記グループＩＤに基づいて、呼出し対象となるユーザＩＤを示す情報を含むページン
グチャネルを受信するステップと、
　を備え、
　前記ページングインジケータ情報を受信するステップは、無線リソース情報として、シ
ステム帯域幅を連続する周波数サブキャリアからなるブロックに分割した周波数ブロック
のうち、前記ページングチャネルに割り当てられた周波数ブロックを示す情報を受信する
ことを特徴の１つとする。

【００１５】
　このようにすることにより、報知チャネルにより報知されたページングチャネルを受信
するユーザの属するグループＩＤの数に基づいて、ページングチャネルを受信するユーザ
の属するグループＩＤを特定できる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の実施例によれば、ページングに関する制御ビット数を減少させることができる
送信装置、受信装置およびページング情報受信方法を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。
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。
【００１８】
　本発明の実施例にかかる無線通信システムについて説明する。
【００１９】
　本実施例にかかる無線通信システムは、基地局と移動局とを備える。基地局は送信装置
１０を備え、移動局は受信装置２０を備える。
【００２０】
　次に、本実施例にかかる送信装置１０について、図３を参照して説明する。
【００２１】
　送信装置１０は、報知チャネルと、ページングインジケータチャネルと、ページングチ
ャネルとを送信する。この報知チャネルを用いて、受信装置２０を備える移動局は、セル
サーチを行う。
【００２２】
　さらに、受信装置２０を備える移動局は、図４に示すように、ページングインジケータ
チャネルを受信することにより、自移動局の属するグループＩＤが呼ばれているか否かを
判断し、自移動局が呼ばれていると判断した場合、ページングチャネルのリソースブロッ
ク情報（ＲＢ　ｉｎｄｅｘ）を得る。さらに、受信装置２０を備える移動局は、ページン
グチャネルを受信することにより、自移動局のユーザＩＤ（ＴＭＳＩ）が呼ばれているか
否かを判断し、呼ばれている場合、呼ばれている理由、例えば通信種別を示すＣａｕｓｅ
ＩＤを得る。その後、移動局は（ＢＣＨを確認してから）、ランダムアクセスチャネル（
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ＲＡＣＨ：　Ｒａｎｄｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）でイニシャルアクセスを行
う。
【００２３】
　送信装置１０は、ネットワークからの呼出し信号が入力されるページングチャネル生成
部１０２と、ページングチャネル生成部１０２の出力信号が入力されるチャネル符号化デ
ータ変調部１０８３およびページングインジケータ情報生成手段としてのページングイン
ジケータチャネル生成部１０６と、ページングインジケータチャネル生成部１０６の出力
信号が入力されるチャネル符号化データ変調部１０８２と、システム情報生成部１０４と
、システム情報生成部１０４の出力信号が入力されるチャネル符号化データ変調部１０８

１と、チャネル符号化データ変調部１０８１、チャネル符号化データ変調部１０８２およ
びチャネル符号化データ変調部１０８３からの出力信号がそれぞれ入力される乗算部１１
０１、１１０２および１１０３と、乗算部１１０１、１１０２および１１０３の出力信号
が入力される多重部１１２と、乗算部１１０１、１１０２および１１０３に入力するスク
ランブルコードを生成するスクランブルコード生成器１１４と、乗算部１１０１、１１０

２および１１０３に入力するスクランブルコードを制御する制御部１１６とを備える。
【００２４】
　システム情報発生部１０４から入力されたシステム情報、例えばＰＩＣＨの受信タイミ
ング、間欠受信間隔、ＰＩＣＨのＭＣＳ、ＰＩＣＨの最大呼出し数、ＰＣＨのリソースブ
ロックを示す情報と該リソースブロックを示す情報に対応する位置との関係を示す情報の
うち少なくとも１つを示す情報は、チャネル符号化データ変調部１０８１において、符号
化処理および変調処理が行われる。
【００２５】
　また、ネットワークから入力された呼び出し信号に基づいてページングチャネル生成部
１０２において生成されたページング情報は、チャネル符号化データ変調部１０８３にお
いて、符号化処理および変調処理が行われる。
【００２６】
　また、ページングチャネル生成部１０２は、呼出し情報を受信したことをページングイ
ンジケータチャネル生成部１０６に入力する。ページングインジケータチャネル生成部１
０６は、ページングチャネル生成部１０２により通知された呼出し情報に基づいて、ペー
ジングインジケータチャネルを生成する。
【００２７】
　ページングインジケータチャネル生成部１０６で生成されたページングインジケータチ
ャネルは、チャネル符号化データ変調部１０８２において、符号化処理および変調処理が
行われる。
【００２８】
　そして、変調されたシステム情報、ページングインジケータチャネルおよびページング
チャネルは、乗算器１１０１、１１０２および１１０３において、セル固有のスクランブ
リング符号、セクタ固有のスクランブリング符号およびセル固有のスクランブリング符号
が乗算される。乗算器１１０１、１１０２および１１０３には、スクランブルコード生成
器１１４の出力する制御部１１６において制御されたスクランブリング符号が入力される
。
【００２９】
　スクランブリング符号が乗算されたシステム情報、ページングインジケータチャネルお
よびページングチャネルは、多重部１１２において、それぞれ報知チャネル、ページング
インジケータチャネルおよびページングチャネルに多重される。
【００３０】
　例えば、多重部１１２では、図５Ａに示すように、ＰＩＣＨをＰＣＨに対して、少なく
とも１サブフレーム前送りとなるようにマッピングする。すなわち、多重部１１２は、ペ
ージングインジケータチャネルを、ページングチャネルに対して少なくとも１サブフレー
ム間隔を設けてマッピングする。このようにすることにより、受信装置２０における受信
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処理を簡略化できる。すなわち。受信装置２０では、ＰＩＣＨに基づいて、ＰＣＨを受信
するか否かが判断される。したがって、ＰＩＣＨとＰＣＨとの間に少なくとも１サブフレ
ーム程度間隔を空けるほうが望ましい。図５Ａでは、パイロットチャネルなどのその他の
チャネルは省略される。
【００３１】
　また、多重部１１２では、ＰＩＣＨ、ＰＣＨを送信する場合に、パイロットチャネルを
多重するようにしてもよい。
【００３２】
　この場合、図５Ｂに示すように、ＰＣＨ、ＰＩＣＨ送信時において、ＰＣＨ、ＰＩＣＨ
復調用のセクタ共通パイロットチャネルとＬ１／Ｌ２制御チャネル復調用のセクタ固有パ
イロットチャネルと多重する。さらに、セクタ共通パイロットとセクタ固有パイロットは
少なくとも１つの同じＯＦＤＭシンボルから送信するようにしてもよい。
【００３３】
　次に、報知チャネル、ページングインジケータチャネルおよびページングチャネルの生
成処理について説明する。
【００３４】
　システム情報発生部１０４は、報知チャネルで送信するシステム情報を生成する。シス
テム情報発生部１０４は、ページングインジケータチャネル（ＰＩＣＨ）の受信タイミン
グを示す情報、間欠受信間隔を示す情報、ＰＩＣＨのＭＣＳ、ＰＩＣＨの最大の呼出し数
、ページングチャネルのリソースブロックを示す識別子とリソースブロックの位置との関
係を示す情報のうち少なくとも１つを示す情報を生成する。
【００３５】
　３ＧＰＰ　Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ　ａｎｄ　ＵＴＲＡＮでは、１．２５ＭＨｚから
２０ＭＨｚのシステム帯域幅を取り得るが、本実施例にかかる送信装置１０では、報知チ
ャネルを常に１．２５ＭＨｚ、もしくは１．２５ＭＨｚまたは５ＭＨｚで送信する。
【００３６】
　このように、報知チャネルの送信帯域幅を予め決定することにより、移動局はシステム
帯域幅がわからない段階においても報知チャネルを受信することが可能であり、報知チャ
ネルを受信することによってシステム帯域幅を認識することができる。
【００３７】
　また、報知チャネルを同期チャネルと同じ中心周波数で送信することにより、移動局は
セルサーチ後、中心周波数を変更することなく、直ちに報知チャネルを受信することがで
きるため、短時間で必要最低限のシステム情報を得ることができる。また、報知チャネル
の中心周波数は、システム帯域幅の中心とすることにより、移動局の受信処理を簡易化す
ることができる。
【００３８】
　また、報知チャネルが送信される帯域幅は、全ての移動局が最低限受信しなければなら
ない帯域幅以下で送信することにより、全ての移動局が報知チャネルを受信できるように
することができる。
【００３９】
　ページングインジケータチャネル生成部１０６は、ネットワークからの呼び出し信号に
基づいてページングインジケータ情報を生成する。ページングインジケータチャネル生成
部１０６は、ページングインジケータ情報として、ページングチャネルを受信するユーザ
の属するグループＩＤと、ページングチャネルの無線リソース情報を示すリソースブロッ
クインデックス（ＲＢ　ｉｎｄｅｘ）を示す情報を生成する。
【００４０】
　例えば、ページングインジケータチャネル生成部１０６は、グループＩＤとして、直接
グループＩＤを指示する情報を生成する。例えば、図６に示すように、所定の数ビット、
例えば６ビットからなる呼出しグループＩＤを生成する。図６によれば、６ビットから構
成される呼出しグループＩＤが４個生成されるが、４以上としてもよいし４以下としても
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よい。
【００４１】
　この場合、最大４グループを同時に呼び出すことができる。この同時に呼出しできるグ
ループＩＤの数は、例えば、報知チャネルにより通知される。この場合ＰＩＣＨのグルー
プＩＤに必要なビット数は４×６＝２４ビットとなる。各呼出しグループＩＤは６ビット
で構成されるため、１２８までのグループＩＤを示すことができる。このようにした場合
、呼出しＩＤ数が４に満たない場合には、０を入れる。
【００４２】
　このように、直接グループＩＤを指示する形式とすることにより、ＰＣＨを受信すべき
グループＩＤに使用されるビット数を低減できる。直接グループＩＤを指示する形式では
、同時に呼び出せるグループＩＤ数に制限があるが、直接呼び出すグループＩＤの数を増
加させることにより解決できる。
【００４３】
　これまで、グループＩＤは、フラグ型により指定されていた。フラグ型では、図７に示
すように、ＰＣＨを受信すべきユーザグループ数分フラグが用意され、該フラグの値によ
り呼び出すグループの指定が行われる。例えば、図７に示すように、グループの数が６４
である場合に、グループＩＤ毎にフラグが用意され、そのフラグを“＋１”にすることに
より呼出すグループが指示される。
【００４４】
　また、ページングインジケータチャネル生成部１０６は、ＲＢインデックスを示す情報
として、ＰＣＨに割り当てるＲＢの数を示す情報を生成する。この場合、ＲＢの数を示す
情報に対応するＰＣＨにおけるＲＢの位置は予めシステムで決められる。ここで、リソー
スブロックとは、システム帯域幅を連続する周波数サブキャリアからなるブロックに分割
した周波数ブロックを示す。
【００４５】
　例えば、図８Ａに示すように、ＲＢの数を示す情報として１が生成された場合、複数の
リソースブロックの内、所定位置のリソースブロックをＰＣＨに割り当てると予め決定さ
れる。例えば、全リソースブロック数が１２である場合、例えば、１番目のリソースブロ
ックを割り当てると決定される。
【００４６】
　また、例えば、図８Ｂに示すように、ＲＢの数を示す情報として２が生成された場合、
複数のリソースブロックの内、所定の２カ所の位置のリソースブロックをＰＣＨに割り当
てると予め決定される。例えば、全リソースブロック数が１２である場合、例えば、１番
目と７番目のリソースブロックを割り当てると決定される。
【００４７】
　また、例えば、図８Ｃに示すように、ＲＢの数を示す情報として３が生成された場合、
複数のリソースブロックの内、所定の３カ所の位置のリソースブロックをＰＣＨに割り当
てると予め決定される。例えば、全リソースブロック数が１２である場合、例えば、１番
目と５番目と９番目のリソースブロックを割り当てると決定される。
【００４８】
　ページングチャネル生成部１０２は、ページング情報を生成する。ページングチャネル
生成部１０２は、ページング情報として、ユーザＩＤと、ＣａｕｓｅＩＤを示す情報を生
成する。
【００４９】
　後述するように、ページングインジケータ情報およびページング情報を送信する場合は
、同一基地局内のセクタ間で共通のスクランブルコードをかけて受信側でのソフトコンバ
イニング受信を可能とする。
【００５０】
　また、ページングインジケータチャネルおよびページングチャネルは、報知チャネルが
送信される周波数と同じ中心周波数で送信する。このようにすることにより、移動局の受
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信処理を簡易化できる。
【００５１】
　また、ページングインジケータチャネルおよびページングチャネルは、システム帯域幅
の中心周波数と同じ中心周波数で送信することにより、移動局の受信処理を簡易化できる
。
【００５２】
　また、ページングチャネルが送信される帯域幅は、全ての移動局が最低限受信しなけれ
ばならない帯域幅以下で送信することにより、全ての移動局がページング信号を受信でき
るようにすることができる。
【００５３】
　また、ページングチャネルは、１つの無線リソースブロックまたはその一部を用いて送
信することにより、移動局の受信処理を簡易化できる。
【００５４】
　次に、制御部１１６における処理について説明する。
【００５５】
　ＣＤＭＡにおいて、複数の基地局、複数のセクタで同様の信号を送信する場合、セクタ
の境界領域に在圏する移動局では、両信号を受信できる。すなわち、移動局は両セクタか
ら送信される信号を受信できる。しかし、基地局では２倍の無線リソースを使うことにな
り、移動局では両セクタから送信される信号が互いに干渉となるため、無駄が多くなり、
結果として効率が落ちてしまう。
【００５６】
　ＯＦＤＭＡにおいては、セクタ間で共通のスクランブルコードを用い、かつ、送信タイ
ミングを一致させた場合、隣接するセクタからの信号は干渉とはならず、各セクタから送
信された信号が受信される時点で合成される（ソフトコンバイニング）。
【００５７】
　具体的には、制御部１１６は、ページングインジケータチャネルおよびページングチャ
ネルで送信されるページングインジケータ情報およびページング情報に対して、スクラン
ブルコードを共通化し、送信タイミングを合わせるように制御する。例えば、基地局は、
共通のスクランブルコードが乗算されたページングインジケータ情報およびページング情
報を両セクタから、セクタ間のスケジューラのコーディネーションにより同一タイミング
で送信する。このようにすることにより、受信側では合成されたページングインジケータ
情報およびページング情報が受信される。
【００５８】
　また、制御部１１６は、ページングインジケータチャネルおよびページングチャネルで
送信されるページングインジケータ情報およびページング情報に対して、複数のセクタに
おいて、セクタ固有の直交コードを用いるようにしてもよい。その結果、周波数領域でセ
クタ固有の直交コードが各セクタから送信されるページングインジケータチャネルおよび
ページングチャネルに多重される。
【００５９】
　このようにすることにより、受信側では同一基地局のセクタ間におけるページングイン
ジケータチャネルおよびページングチャネル間の直交性は保たれるので、各セクタのペー
ジングインジケータチャネルおよびページングチャネルを互いに干渉を受けずに受信でき
る。
【００６０】
　一例として、セクタ１、セクタ２から異なる直交コード（Ｃ１，Ｃ２）を用いて送信し
た場合について、図９を参照して説明する。
【００６１】
　セクタ１からはスクランブルコードＣ１が乗算されたページングインジケータチャネル
およびページングチャネルが送信され、セクタ２からはスクランブルコードＣ２が乗算さ
れたページングインジケータチャネルおよびページングチャネルが送信される。
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【００６２】
　例えば、図９Ｂに示すように、コード１はｐ１、ｐ１、ｐ１、ｐ１、ｐ１、ｐ１、ｐ１
、ｐ１、ｐ１、・・・の系列から構成され、コード２はｐ１、ｐ２、ｐ３、ｐ１、ｐ２、
ｐ３、ｐ１、ｐ２、ｐ３、・・・の系列から構成される（この例はＳｐｒｅａｄｉｎｇ　
ｆａｃｔｏｒが３の場合を示している）。ここで、例えばｐ１＝１、ｐ２＝ｅｘｐ｛ｊ（
２／３）π｝、ｐ３＝ｅｘｐ｛－ｊ（２／３）π｝とすることにより、コード1とコード
２を直交させることができる。Ｃ１とＣ２は直交するので、受信側では各セクタのページ
ングインジケータチャネルおよびページングチャネルを互いに干渉を受けずに受信できる
。
【００６３】
　また、ページングインジケータ情報をＬ１／Ｌ２制御チャネルで送信するようにしても
よい。この場合、送信装置１０は、図１０に示すように、ページングチャネル生成部１０
２の出力信号が入力されるＬ１／Ｌ２シグナリング生成部１０７と、Ｌ１／Ｌ２シグナリ
ング生成部１０７の出力信号が入力されるチャネル符号化データ変調部１０８４と、チャ
ネル符号化データ変調部１０８４の出力信号が入力される乗算器１１０４とを備える。乗
算器１１０４の出力信号は多重部１１２に入力され、乗算器１１０４にはスクランブルコ
ード生成期１１４によりスクランブリングコードが入力される。
【００６４】
　Ｌ１／Ｌ２シグナリング生成部１０７は、上述したグループＩＤと、ＲＢインデックス
を示す情報とを生成する。グループＩＤと、ＲＢインデックスを示す情報は、チャネル符
号化データ変調部１０８４において符号化、変調される。
【００６５】
　また、トリガーとなる信号をページングインジケータチャネルにより送信し、ページン
グインジケータ情報をＬ１／Ｌ２制御チャネルで送信するようにしてもよい。この場合、
送信装置１０は、図１０に示した送信装置と同様の構成となる。ページングインジケータ
チャネル生成部１０６は、トリガーとなる信号を生成する。Ｌ１／Ｌ２シグナリング生成
部１０７は、上述したグループＩＤと、ＲＢインデックスを示す情報とを生成する。
【００６６】
　また、ページングインジケータ情報のうちグループＩＤをページングインジケータチャ
ネルにより送信し、ページングインジケータ情報のうちＲＢインデックスを示す情報をＬ
１／Ｌ２制御チャネルで送信するようにしてもよい。この場合、送信装置１０は、図１０
に示した送信装置と同様の構成となる。ページングインジケータチャネル生成部１０６は
、上述したグループＩＤを生成する。Ｌ１／Ｌ２シグナリング生成部１０７は、上述した
ＲＢインデックスを示す情報を生成する。
【００６７】
　移動局は、ＤＲＸ周期に基づいて、ＰＩ機能によりページングがあることが通知される
。
【００６８】
　基地局は、ＤＲＸ（Ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ）周期を可変に
し、ＤＲＸ周期を通知するようにしてもよい。
【００６９】
　ある移動局がＰＩ機能によりページングがあることを通知される周期（ＤＲＸ周期）は
、長くするほど移動局の間欠受信間隔が長くなるためバッテリーセービング面で有利であ
る反面、ページング遅延が増大する。ＤＲＸ周期を可変とすることにより、運用面での柔
軟性を向上させることができる。
【００７０】
　この場合、ＤＲＸ周期は、システム情報で通知される。また、ＤＲＸ周期をセル毎に可
変にできる。
【００７１】
　また、送信装置１０は、ＰＩ機能をもつチャネル、例えば、ＰＩＣＨまたはＬ１／Ｌ２
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制御チャネル、または、ページング情報を送信するページングチャネルに対して、ページ
ングに適した送信ダイバーシチを適用するようにしてもよい。送信ダイバーシチを適用す
ることにより、効率的なページング制御情報の送信が可能となる。具体的には、より少な
い時間・周波数・電力のトータルの無線リソースで送信が可能となる。
【００７２】
　また、制御部１１６は、報知チャネルに対して、スクランブルコードおよび送信タイミ
ングを共通にするように制御するようにしてもよい。
【００７３】
　ページングでは、通常のデータチャネル送信時のように基地局－移動局間の制御ループ
が確立していないため、オープンループの送信ダイバーシチが適する。
例えば、送信ダイバーシチとして、ＳＴＢＣ（Ｓｐａｃｅ　Ｔｉｍｅ　Ｂｌｏｃｋ　Ｃｏ
ｄｅ）、ＳＦＢＣ（Ｓｐａｃｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｂｌｏｃｋ　Ｃｏｄｅ）、ＴＳＴ
Ｄ（Ｔｉｍｅ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）、ＴＳＴＤ
が一定周期（時間）で送信アンテナを変えるのに対して、周波数毎に送信アンテナを変え
るＦＳＴＤ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｄｉｖｅｒｓ
ｉｔｙ）、ＣＤＤ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｄｅｌａｙ　Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）のいずれかを適用
できる。
【００７４】
　また、送信装置１０は、ＰＩ機能をもつチャネル、例えば、ＰＩＣＨまたはＬ１／Ｌ２
制御チャネル、または、ページング情報を送信するページングチャネルに対して、時間ダ
イバーシチを適用するようにしてもよい。
【００７５】
　時間ダイバーシチを適用することにより、効率的なページング制御情報の送信が可能と
なる。具体的には、より少ない時間・周波数・電力のトータルの無線リソースで送信が可
能となる。例えば、時間ダイバーシチとして、繰り返し送信を用いる。このようにするこ
とにより、送信側もシンプルであり、受信側で単純なＣｈａｓｅ合成による高品質受信が
可能となる。また、例えば、時間ダイバーシチとして、Ｉｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ　Ｒｅｄ
ｕｎｄａｎｃｙ（ＩＲ）を用いるようにしてもよい。このようにすることにより、送受信
処理は、繰り返し送信を用いる場合と比較して若干複雑になるが、高品質受信が可能とな
る。
【００７６】
　また、時間ダイバーシチにより複数回にわたる送信を行う際に、送信毎に事前に割り当
てられた周波数ブロック内で周波数ホッピングを行うようにしてもよい。このように、時
間ダイバーシチに加えて、周波数ダイバーシチ効果も得ることができ、高品質でのページ
ングが可能となる。
【００７７】
　また、ページングチャネルに割り当てる無線リソースブロックは、一定周期で変えても
よい。これにより、チャネル負荷のランダム化の効果が得られ、無線リソースの効率的な
利用が可能となる。
【００７８】
　また、周波数ダイバーシチ効果を得るための送信方法としては、ディストリビュート型
（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）もしくはローカライズド型（Ｌ
ｏｃａｌｉｚｅｄ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）の送信方法のいずれかを用いる。
【００７９】
　また、周波数軸上で繰り返しまたはチャネル符号化を用いて周波数ダイバーシチを用い
てもよい。このようにして周波数ダイバーシチ効果を得ることができ、高品質でのページ
ングが可能となる。
【００８０】
　次に、本発明の実施例にかかる受信装置２０について、図１１を参照して説明する。
【００８１】



(12) JP 4790484 B2 2011.10.12

10

20

30

40

50

　本実施例にかかる受信装置２０は、受信信号が入力される報知情報受信手段としての報
知チャネル受信部２０２、ページングインジケータ情報受信手段としてのページングイン
ジケータチャネル（ＰＩＣＨ）受信部２０４およびページング情報受信手段としてのペー
ジングチャネル（ＰＣＨ）受信部２０６とを備える。
【００８２】
　報知チャネル受信部２０２は、報知情報（ＢＣＨ）を受信する。報知情報には、ＰＩＣ
Ｈの受信タイミング、間欠受信間隔、ＰＩＣＨのＭＣＳ、ＰＩＣＨの最大呼出し数、ＰＣ
Ｈのリソースブロックを示す情報と、該リソースブロックを示す情報に対応する位置との
関係を示す情報が含まれる。
【００８３】
　報知チャネル受信部２０２は、受信した報知情報、すなわちＰＩＣＨの受信タイミング
、間欠受信間隔、ＰＩＣＨのＭＣＳ、ＰＩＣＨの最大呼出し数、ＰＣＨのリソースブロッ
クを示す情報と、該リソースブロックを示す情報に対応する位置との関係を示す情報をペ
ージングインジケータチャネル受信部２０４に入力する。
【００８４】
　ページングインジケータチャネル受信部２０４は、報知情報に含まれるＰＩＣＨのＭＣ
Ｓ、ＰＩＣＨの最大呼出し数（Ｎ）に基づいて、ページングインジケータ情報の受信処理
を行う。ＰＩＣＨ受信部２０４は、ページングインジケータ情報を受信し、該ページング
インジケータ情報に含まれるユーザのグループＩＤを参照し、自移動局が属するグループ
ＩＤが該当するか否かを判断する。例えば、ページングインジケータチャネル受信部２０
４は入力されたページングインジケータ情報に含まれる呼出しグループＩＤを参照し、自
移動局が属するグループＩＤが含まれるか否かを判断し、含まれる場合に自移動局の属す
るグループＩＤと、ＲＢインデックスをページングチャネル受信部２０６に入力する。
【００８５】
　ページングチャネル受信部２０６は、入力されたグループＩＤと、ＲＢインデックスに
基づいて、ページングチャネルを受信する。
【００８６】
　また、ページングインジケータチャネル受信部２０４は、ソフトコンバイニングを適用
し、ページングインジケータチャネルを受信する。
【００８７】
　ページングチャネル受信部２０６は、自移動局の属するグループＩＤと、リソースブロ
ックインデックスが入力された場合、ページングチャネルを受信し、ページングチャネル
に含まれるユーザＩＤを示す情報を参照し、自移動局のユーザＩＤが含まれるか否かを判
断する。自移動局のユーザＩＤが含まれる場合、移動局はＲＡＣＨを送信し、イニシャル
アクセスを行い、通信を開始する。
【００８８】
　また、ページングチャネル受信部２０６は、ソフトコンバイニングを適用し、ページン
グチャネルを受信する。
【００８９】
　セクタ間でソフトコンバイニングを行うためには各セクタからの受信信号のチャネル推
定値が必要である。
【００９０】
　受信装置２０では、報知チャネル受信部２０２、ページングインジケータチャネル受信
部２０４およびページングチャネル受信部２０６において、セクタ固有のパイロットチャ
ネルを使って、セクタ毎のチャネル推定値を求め、該セクタ毎のチャネル推定値の合計か
らソフトコンバイニング用のチャネル推定値が求められる。このようにすることにより、
セクタ独立のパイロットチャネルは、共有データチャネルなどの受信に必要なので、余計
なパイロットの追加の必要が無く実現できる。
【００９１】
　また、送信装置１０からセクタ共通のパイロットチャネルを別途送信するようにし、受
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信装置２０は、報知チャネル受信部２０２、ページングインジケータチャネル受信部２０
４およびページングチャネル受信部２０６において、ソフトコンバイニング用のチャネル
推定値を直接求めるようにしてもよい。このようにすることにより、ソフトコンバイニン
グ時のチャネル推定が簡単である。
【００９２】
　また、Ｌ１／Ｌ２制御チャネルによりグループＩＤ、リソースブロックインデックスが
送信される場合の受信装置の構成は、図１２に示すように、図１１を参照して説明した受
信装置に、受信信号が入力されるＬ１／Ｌ２シグナリング受信部２０８を備える。Ｌ１／
Ｌ２シグナリング受信部２０８の出力信号はページングチャネル受信部２０６に入力され
る。
【００９３】
　次に、本実施例にかかる受信装置２０の動作について、図１３を参照して説明する。
【００９４】
　報知チャネル受信部２０２は、報知チャネル（ＢＣＨ）を受信する（ステップＳ１２０
２）。例えば、報知チャネル受信部２０２は、報知チャネルに含まれる、ＰＩＣＨの受信
タイミング、間欠受信間隔、ＰＩＣＨのＭＣＳ、ＰＩＣＨの最大呼出し数、ＰＣＨのリソ
ースブロックを示す情報と該リソースブロックを示す情報に対応する位置との関係を示す
情報を得る。
【００９５】
　次に、ページングインジケータチャネル受信部２０４は、ページングインジケータチャ
ネルを周期的に受信する（ステップＳ１２０４）。
【００９６】
　次に、ページングインジケータチャネル受信部２０４は、受信したページングインジケ
ータ情報に基づいて、自移動局の属するグループＩＤが含まれているか否かを判断する（
ステップＳ１２０６）。
【００９７】
　自移動局の属するグループＩＤが含まれていると判断された場合（ステップＳ１２０６
：ＹＥＳ）、ページングインジケータチャネル受信部２０４は、ページングチャネル受信
部２０６に、グループＩＤとリソースブロックのインデックス（ＲＢ　ｉｎｄｅｘ）を入
力する。その結果、ページングチャネル受信部２０６は、ページングチャネルを受信する
（ステップＳ１２０８）。
【００９８】
　一方、自移動局の属するグループＩＤが含まれていると判断されない場合（ステップＳ
１２０６：ＮＯ）、ステップＳ１２０４に戻る。
【００９９】
　次に、ページングチャネル受信部２０６は、受信したページングチャネルに基づいて、
自移動局のユーザＩＤが含まれるか否かを判断する（ステップＳ１２１０）。
【０１００】
　自移動局のユーザＩＤが含まれると判断した場合（ステップＳ１２１０：ＹＥＳ）、移
動局はランダムアクセスチャネルを送信し、イニシャルアクセスを行う（ステップＳ１２
１２）。
【０１０１】
　一方、自移動局のユーザＩＤが含まれると判断されない場合（ステップＳ１２１０：Ｎ
Ｏ）、ステップＳ１２０４に戻る。
【０１０２】
　また、ページングインジケータ情報を構成するグループＩＤおよびＲＢインデックスが
Ｌ１／Ｌ２制御チャネルで送信される場合について、図１４を参照して説明する。
【０１０３】
　この場合、Ｌ１／Ｌ２シグナリング受信部２０８は、送信装置１０から送信されたＬ１
／Ｌ２制御チャネルの受信処理を行い、グループＩＤと、リソースブロックのインデック
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スをページングチャネル受信部２０６に入力する。以降、図１３を参照して説明したステ
ップＳ１２０６以降の処理が行われる。
【０１０４】
　また、トリガー（Ｔｒｉｇｇｅｒ）となる信号がページングインジケータチャネルによ
り送信され、ページングインジケータ情報を構成するグループＩＤおよびＲＢインデック
スがＬ１／Ｌ２制御チャネルで送信される場合について、図１５を参照して説明する。
【０１０５】
　この場合、送信装置１０から送信されたページングインジケータチャネルにより送信さ
れたトリガー信号がページングインジケータチャネル受信部２０４において受信されたこ
とをトリガーとして、Ｌ１／Ｌ２シグナリング受信部２０８は、Ｌ１／Ｌ２制御チャネル
の受信処理を行い、グループＩＤと、ＲＢインデックスをページングチャネル受信部２０
６に入力する。以降、図１３を参照して説明したステップＳ１２０６以降の処理が行われ
る。
【０１０６】
　次に、ページングインジケータ情報のうちグループＩＤをページングインジケータチャ
ネルにより送信し、ページングインジケータ情報のうちＲＢインデックスを示す情報をＬ
１／Ｌ２制御チャネルで送信する場合について、図１６を参照して説明する。
【０１０７】
　この場合、ページングインジケータチャネル受信部２０４は、送信装置１０から送信さ
れたページングインジケータチャネルの受信処理を行い、グループＩＤを取得し、次に、
Ｌ１／Ｌ２シグナリング受信部２０８は、Ｌ１／Ｌ２制御チャネルの受信処理を行いリソ
ースブロックのインデックスを取得し、ページングチャネル受信部２０６に入力する。以
降、図１３を参照して説明したステップＳ１２０６以降の処理が行われる。
【産業上の利用可能性】
【０１０８】
　本発明にかかる送信装置、受信装置およびページング情報受信方法は、無線通信システ
ムに適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１０９】
【図１】ページング情報の受信手順を示すフロー図である。
【図２】グループＩＤを示す説明図である。
【図３】本発明の一実施例にかかる送信装置を示す部分ブロック図である。
【図４】本発明の一実施例にかかるページング情報の受信手順を示す説明図である。
【図５Ａ】本発明の一実施例にかかるページング情報のマッピングの一例を示す説明図で
ある。
【図５Ｂ】本発明の一実施例にかかるページング情報のマッピングの一例を示す説明図で
ある。
【図６】本発明の一実施例にかかるページングインジケータチャネルにおけるグループＩ
Ｄを示す説明図である。
【図７】ページングインジケータチャネルのフォーマットを示す説明図である。
【図８Ａ】本発明の一実施例にかかるページングインジケータチャネルにおけるリソース
ブロックインデックスを示す説明図である。
【図８Ｂ】本発明の一実施例にかかるページングインジケータチャネルにおけるリソース
ブロックインデックスを示す説明図である。
【図８Ｃ】本発明の一実施例にかかるページングインジケータチャネルにおけるリソース
ブロックインデックスを示す説明図である。
【図９Ａ】本発明の一実施例にかかるページングインジケータチャネルとページングイン
ジチャネルの送信方法を示す説明図である。
【図９Ｂ】本発明の一実施例にかかるページングインジケータチャネルとページングイン
ジチャネルの送信方法を示す説明図である。
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【図１０】本発明の一実施例にかかる送信装置を示す部分ブロック図である。
【図１１】本発明の一実施例にかかる受信装置を示す部分ブロック図である。
【図１２】本発明の一実施例にかかる受信装置を示す部分ブロック図である。
【図１３】本発明の一実施例にかかる受信装置の動作を示すフロー図である。
【図１４】本発明の一実施例にかかる受信装置の動作を示す説明図である。
【図１５】本発明の一実施例にかかる受信装置の動作を示す説明図である。
【図１６】本発明の一実施例にかかる受信装置の動作を示す説明図である。
【符号の説明】
【０１１０】
１０　送信装置
２０　受信装置

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図６】

【図７】

【図８Ａ】 【図８Ｂ】
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【図８Ｃ】 【図９Ａ】

【図９Ｂ】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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【図５Ａ】
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【図５Ｂ】
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