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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のサブキャリアからなるマルチキャリア信号を送信し、それぞれが異なる帯域幅で
の異なる通信能力を有する複数の無線通信移動局装置と通信する無線通信基地局装置であ
って、
　前記複数の無線通信移動局装置のうち、最低の前記通信能力を有する無線通信移動局装
置が通信可能な帯域幅毎に複数の第１帯域に分割された第２帯域において、前記複数の第
１帯域のいずれかに報知チャネル信号の送信帯域を設定する設定手段と、
　前記複数のサブキャリアのうち前記設定手段によって設定された前記送信帯域にあるサ
ブキャリアに前記報知チャネル信号をマッピングして前記マルチキャリア信号を生成する
生成手段と、
　前記マルチキャリア信号を前記無線通信移動局装置へ送信する送信手段と、を具備し、
　前記設定手段は、前記第２帯域において前記送信帯域を設定する前記第１帯域を時間の
経過とともに変化させる、
　無線通信基地局装置。
【請求項２】
　前記設定手段は、前記第２帯域において前記送信帯域を設定する前記第１帯域を時間の
経過とともに周期的に変化させる、
　請求項１記載の無線通信基地局装置。
【請求項３】
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　前記生成手段は、さらに、前記設定手段によって設定された前記送信帯域が前記複数の
第１帯域のいずれであるかを通知する同期チャネル信号を前記複数のサブキャリアのうち
あらかじめ定められたサブキャリアにマッピングする、
　請求項１記載の無線通信基地局装置。
【請求項４】
　前記送信手段は、前記同期チャネル信号を含むマルチキャリア信号の第１送信タイミン
グから前記無線通信移動局装置が周波数切替に要する時間だけ後の第２送信タイミングで
、前記報知チャネル信号を含むマルチキャリア信号を送信する、
　請求項３記載の無線通信基地局装置。
【請求項５】
　前記設定手段は、ユーザデータの通信中にある第１無線通信移動局装置とユーザデータ
の通信中にない第２無線通信移動局装置のうち、前記第１無線通信移動局装置が必要な情
報を含む第１報知チャネル信号の送信帯域を設定する、
　請求項１記載の無線通信基地局装置。
【請求項６】
　前記生成手段は、前記第２無線通信移動局装置が必要な情報を含む第２報知チャネル信
号を前記複数のサブキャリアのうちあらかじめ定められたサブキャリアにマッピングする
、
　請求項５記載の無線通信基地局装置。
【請求項７】
　前記設定手段は、前記複数の第１帯域のそれぞれに異なる前記第１報知チャネル信号の
送信帯域を設定し、
　前記送信手段は、異なる前記第１報知チャネル信号を含むマルチキャリア信号を同一の
送信タイミングで送信する、
　請求項５記載の無線通信基地局装置。
【請求項８】
　前記設定手段は、隣接セルの他の無線通信基地局装置が前記送信帯域を設定する前記第
１帯域と互いに異なる前記第１帯域に前記送信帯域を設定する、
　請求項１記載の無線通信基地局装置。
【請求項９】
　前記設定手段は、前記第２報知チャネル信号のスケジューリング情報とスケジューリン
グブロックのスケジューリング情報を前記第２帯域の中心帯域に設定し、前記第１報知チ
ャネル信号のスケジューリング情報を通知するスケジューリングブロックを前記第１帯域
に設定する、
　請求項６記載の無線通信基地局装置。
【請求項１０】
　異なる報知チャネル信号同士を関連付ける関連付け手段を具備し、
　前記設定手段は、前記複数の第１帯域のそれぞれに前記関連付けられた異なる報知チャ
ネル信号同士を設定する、
　請求項９記載の無線通信基地局装置。
【請求項１１】
　報知チャネル信号の送信帯域設定方法であって、
　それぞれが異なる帯域幅での異なる通信能力を有する複数の無線通信移動局装置のうち
、最低の前記通信能力を有する無線通信移動局装置が通信可能な帯域幅毎に複数の第１帯
域に分割された第２帯域において前記複数の第１帯域のいずれかに報知チャネル信号の送
信帯域を設定する際に、前記送信帯域を設定する前記第１帯域を時間の経過とともに変化
させる、
　送信帯域設定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、無線通信基地局装置および報知チャネル信号の送信帯域設定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、無線通信、特に移動体通信では、音声以外に画像やデータなどの様々な情報が伝
送の対象になっている。今後は、多様なコンテンツの伝送に対する需要がますます高くな
ることが予想されるため、高速な伝送に対する必要性がさらに高まるであろうと予想され
る。しかしながら、移動体通信において高速伝送を行う場合、マルチパスによる遅延波の
影響が無視できなくなり、周波数選択性フェージングにより伝送特性が劣化する。
【０００３】
　周波数選択性フェージング対策技術の１つとして、ＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency D
ivision Multiplexing）などのマルチキャリア通信が注目されている。マルチキャリア通
信は、周波数選択性フェージングが発生しない程度に伝送速度が抑えられた複数の搬送波
（サブキャリア）を用いてデータを伝送することにより、結果的に高速伝送を行う技術で
ある。特に、ＯＦＤＭ方式は、データが配置される複数のサブキャリアが相互に直交して
いるため、マルチキャリア通信の中でも周波数利用効率が高く、また、比較的簡単なハー
ドウェア構成により実現できることから、とりわけ注目されており、様々な検討が行われ
ている。
【０００４】
　現在、３ＧＰＰのＬＴＥ標準化では、ＯＦＤＭ方式の移動体通信システムにおいて、互
いに異なる周波数帯域幅（以下、帯域幅と省略する）の複数の無線通信移動局装置（以下
、移動局と省略する）を使用可能とすることが検討されている。このような移動体通信シ
ステムはスケーラブル帯域幅通信システムと呼ばれることがある。例えば、２０ＭＨｚの
周波数帯域（以下、帯域と省略する）を有するスケーラブル帯域幅通信システムにおいて
は、５ＭＨｚ、１０ＭＨｚ、２０ＭＨｚのうちいずれかの通信能力を持つ移動局が使用可
能である。以下、５ＭＨｚの通信能力を持つ移動局を５ＭＨｚ移動局、１０ＭＨｚの通信
能力を持つ移動局を１０ＭＨｚ移動局、２０ＭＨｚの通信能力を持つ移動局を２０ＭＨｚ
移動局という。また、使用可能な３種類の移動局のうち最低の通信能力を持つ移動局を最
低能力移動局という。よって、ここでは、５ＭＨｚ移動局が最低能力移動局となる。この
ようなスケーラブル帯域幅通信システムでは、５ＭＨｚ移動局に対しては２０ＭＨｚの帯
域のうちの５ＭＨｚの帯域幅が割り当てられて通信が行われる。また、２０ＭＨｚ移動局
は、２０ＭＨｚ全体を使った通信が可能であり、より高速に通信を行うことができる。
【０００５】
　一方、セルラ方式の移動体通信システムにおいては、無線通信基地局装置（以下、基地
局と省略する）は、セル毎に、ユーザデータの通信を行う上で必要な情報をセル内のすべ
ての移動局に報知する。この報知情報はＢＣＨ（Broadcast Channel；報知チャネル）に
よって伝送される。ＢＣＨは下り方向の共通制御チャネル（Common Control Channel）の
１つで、システム情報、セル情報、送信パラメータ等の報知情報を送信するためのチャネ
ルである。以下、ＢＣＨで送信される報知情報をＢＣＨデータという。移動局は電源投入
時にＢＣＨデータを受信し、システム情報、セル情報、送信パラメータ等を把握してから
ユーザデータの通信を開始する。また、フレームフォーマット等の送信パラメータは時間
の経過とともに更新されるため、移動局はユーザデータの通信中においてもＢＣＨデータ
を受信する必要がある。
【０００６】
　ここで、上記のようなスケーラブル帯域幅通信システムにおけるＢＣＨデータの送信方
法として、図１上段に示すように、２０ＭＨｚの帯域の中心帯域（帯域幅１.２５ＭＨｚ
）を用いてＢＣＨデータを送信することが提案されている（非特許文献１参照）。図１上
段に示すように、このスケーラブル帯域幅通信システムでは、最低能力移動局が通信可能
な帯域幅（５ＭＨｚ）に合わせて、２０ＭＨｚの帯域が帯域幅５ＭＨｚ毎に帯域ＦＢ１～
ＦＢ４の４つに均等に分割されている。最低能力移動局は、ＦＢ１～ＦＢ４のいずれか１
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つの帯域を割り当てられてユーザデータの通信を行う。なお、ここでは、１フレームは１
０ｍｓであり、２０サブフレームからなる。ＢＣＨデータは、１フレームにおいて、いず
れか１つのサブフレームで１回送信される。また、ＢＣＨデータの内容は約１００フレー
ムという比較的長い周期で更新される。
【非特許文献１】3GPP RAN WG1 Ad Hoc on LTE meeting(2005.06) R1-050590 “Physical
 Channels and Multiplexing in Evolved UTRA Downlink”
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記のように、最低能力移動局は、ＦＢ１～ＦＢ４のいずれか１つの帯域を割り当てら
れてユーザデータの通信を行う。このため、例えばＦＢ１を割り当てられた最低能力移動
局は、ユーザデータの受信中にＢＣＨデータを受信するためには、図１下段に示すように
、ユーザデータの受信中に受信周波数を切り替えなければならない。すなわち、ＦＢ１を
用いてユーザデータの通信を行う最低能力移動局は、ユーザデータを受信しているＦＢ１
から２０ＭＨｚの中心帯域（帯域幅１.２５ＭＨｚ）に受信周波数を切り替えてＢＣＨデ
ータを受信し、その後再び、中心帯域からＦＢ１に受信周波数を切り替えてユーザデータ
を受信する必要がある。この受信周波数の切替には各々１サブフレーム程度の時間を要す
るため、最低能力移動局は３サブフレームの間ユーザデータの受信ができなくなってしま
う。このため、ユーザスループットが低下する。
【０００８】
　また、ＢＣＨデータ受信のためにすべての移動局が同時に受信周波数を切り替えると、
基地局ではその間（３サブフレーム間）ユーザデータの送信が一切できなくなってしまう
。このため、システムスループットが低下する。
【０００９】
　さらに、最低能力移動局はＢＣＨデータを受信するために受信周波数を切り替える必要
があるため、移動局での処理量が増加し消費電力が大きくなる。
【００１０】
　受信周波数の切替に伴うこれらの課題を解決するために、図２に示すように、ＦＢ１～
ＦＢ４のすべての帯域でＢＣＨデータを毎フレーム送信することが考えられる。しかし、
これでは、ユーザデータに使用できる通信リソースが大きく減少してしまう。
【００１１】
　そこで、図３に示すように、図２に比べてＢＣＨデータの送信間隔を広げることが考え
られる。しかし、依然としてＦＢ１～ＦＢ４のすべての帯域で同じタイミングでＢＣＨデ
ータが送信されるため、ＢＣＨデータのピーク電力が大きくなってしまう。セル境界に位
置する移動局でも受信可能なように大電力で送信されるＢＣＨデータでは、このピーク電
力は非常に大きなものとなる。このようなピーク電力の増大は、送信信号の歪みの原因と
なり、誤り率特性の劣化をもたらす。誤り率特性の劣化を防ぐためには、基地局は、線形
領域が広い高性能なアンプを備える必要があり、その結果、基地局の製造にかかるコスト
が増加してしまう。
【００１２】
　本発明の目的は、上記課題を解決してＢＣＨデータの送信を効率よく行うことができる
基地局および報知チャネル信号の送信帯域設定方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の一態様に係る基地局は、複数のサブキャリアからなるマルチキャリア信号を送
信する基地局であって、最低能力の移動局が通信可能な帯域幅毎に複数の第１帯域に分割
された第２帯域において、前記複数の第１帯域のいずれかに報知チャネル信号の送信帯域
を設定する設定手段と、前記複数のサブキャリアのうち前記設定手段によって設定された
前記送信帯域にあるサブキャリアに前記報知チャネル信号をマッピングして前記マルチキ
ャリア信号を生成する生成手段と、前記マルチキャリア信号を前記移動局へ送信する送信
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手段と、を具備し、前記設定手段は、前記第２帯域において前記送信帯域を設定する前記
第１帯域を時間の経過とともに変化させる構成を採る。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、ＢＣＨデータの送信を効率よく行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の説
明では、ＯＦＤＭ方式をマルチキャリア通信方式の一例として説明するが、本発明はＯＦ
ＤＭ方式に限定されるものではない。
【００１６】
　（実施の形態１）
　本実施の形態に係る基地局１００の構成を図４に示す。
【００１７】
　符号化部１０１は、ＢＣＨデータを符号化する。
【００１８】
　変調部１０２は、符号化後のＢＣＨデータを変調する。
【００１９】
　送信帯域設定部１０３は、ＢＣＨデータの送信帯域を設定する。送信帯域設定部１０３
は、マルチキャリア信号であるＯＦＤＭシンボルを構成する複数のサブキャリアのいずれ
かにＢＣＨデータの送信帯域を設定する。この送信帯域設定の詳細は後述する。
【００２０】
　符号化部１０４－１～１０４－Ｎおよび変調部１０５－１～１０５－Ｎは、基地局１０
０がユーザデータを送信する移動局＃１～＃Ｎにそれぞれ対応して備えられる。
【００２１】
　符号化部１０４－１～１０４－Ｎは、ユーザデータ＃１～＃Ｎをそれぞれ符号化する。
【００２２】
　変調部１０５－１～１０５－Ｎは、符号化後のユーザデータ＃１～＃Ｎをそれぞれ変調
する。
【００２３】
　ＩＦＦＴ部１０６は、ＢＣＨデータおよびユーザデータ＃１～＃Ｎをサブキャリア＃１
～＃Ｋの各々にマッピングしてＩＦＦＴ（Inverse Fast Fourier Transform：逆高速フー
リエ変換）を行ってＯＦＤＭシンボルを生成する。この際、ＩＦＦＴ部１０６は、サブキ
ャリア＃１～＃Ｋの複数のサブキャリアのうち送信帯域設定部１０３によって設定された
送信帯域にあるサブキャリアにＢＣＨデータをマッピングする。
【００２４】
　このようにして生成されたＯＦＤＭシンボルは、ＣＰ付加部１０７でサイクリック・プ
リフィクスを付加された後、無線送信部１０８でアンプコンバート等の所定の無線処理が
施され、アンテナ１０９から移動局＃１～＃Ｎへ無線送信される。
【００２５】
　次いで、送信帯域設定の詳細について説明する。ここでは、図５に示すように、１ＯＦ
ＤＭシンボルがサブキャリア＃１～＃１６（Ｋ＝１６）で構成されるものとする。また、
このＯＦＤＭシンボルの帯域幅は２０ＭＨｚであり、この２０ＭＨｚの帯域が、上記同様
、最低能力移動局が通信可能な帯域幅（５ＭＨｚ）に合わせて帯域幅５ＭＨｚ毎に帯域Ｆ
Ｂ１～ＦＢ４の４つに均等に分割されている。また、最低能力移動局は、ＦＢ１～ＦＢ４
のいずれか１つの帯域を用いてユーザデータの通信を行う。
【００２６】
　そして、送信帯域設定部１０３は、帯域ＦＢ１～ＦＢ４のいずれかにＢＣＨデータの送
信帯域を設定する。この際、送信帯域設定部１０３は、フレーム毎にＢＣＨデータの送信
帯域を変化させる。例えば、送信帯域設定部１０３は、ＢＣＨデータの送信帯域を、フレ
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ーム＃１ではＦＢ１に設定し、フレーム＃２ではＦＢ２に設定し、フレーム＃３ではＦＢ
３に設定し、フレーム＃４ではＦＢ４に設定する。よって、この例の場合は、ＩＦＦＴ部
１０６は、フレーム＃１ではＦＢ１に含まれるサブキャリア＃１～＃４のいずれかにＢＣ
Ｈデータをマッピングし、フレーム＃２ではＦＢ２に含まれるサブキャリア＃５～＃８の
いずれかにＢＣＨデータをマッピングし、フレーム＃３ではＦＢ３に含まれるサブキャリ
ア＃９～＃１２のいずれかにＢＣＨデータをマッピングし、フレーム＃４ではＦＢ４に含
まれるサブキャリア＃１３～＃１６のいずれかにＢＣＨデータをマッピングする。この際
、ＩＦＦＴ部１０６は、各帯域ＦＢ１～ＦＢ４のそれぞれに含まれる４つのサブキャリア
のうち、いずれか１つのサブキャリアにＢＣＨデータをマッピングしてもよいし、複数の
サブキャリアにＢＣＨデータをマッピングしてもよい。このように、送信帯域設定部１０
３は、２０ＭＨｚの帯域においてＦＢ１～ＦＢ４の４つの帯域のうちＢＣＨデータの送信
帯域を設定する帯域を時間の経過とともに変化させる。
【００２７】
　この様子を示したのが図６である。この図に示すように、ＢＣＨデータの送信帯域は、
フレーム＃１ではＦＢ１に設定され、フレーム＃２ではＦＢ２に設定され、フレーム＃３
ではＦＢ３に設定され、フレーム＃４ではＦＢ４に設定される。そして、フレーム＃５で
は、ＢＣＨデータの送信帯域は再びＦＢ１に設定される。このように、送信帯域設定部１
０３は、ＢＣＨデータの送信帯域を設定する帯域を時間の経過とともに周期的に変化させ
る。なお、ここではＢＣＨデータの送信帯域をＦＢ１,ＦＢ２,ＦＢ３,ＦＢ４の順序で変
化させたが、変化の順序はこの順序に限定されない。また、ここでは１フレーム毎に送信
帯域を変化させたが、複数フレーム毎に変化させてもよい。
【００２８】
　ＢＣＨデータの送信帯域の設定を以上のようにして行うことで、例えばＦＢ１を用いて
ユーザデータの通信を行う最低能力移動局は、ユーザデータの受信中に受信周波数を切り
替えることなく、フレーム＃１および＃５においてＢＣＨデータを受信することができる
。ＦＢ２～ＦＢ４のいずれかを用いてユーザデータの通信を行う最低能力移動局について
も同様である。つまり、最低能力移動局は、ユーザデータの受信と受信周波数を切り替え
ることなく、４フレーム毎に必ず一度ＢＣＨデータを受信することができる。このように
、本実施の形態によれば、帯域ＦＢ１～ＦＢ４のいずれを用いてユーザデータの通信を行
う最低能力移動局においても、ＢＣＨデータの受信のために受信周波数の切替が不要とな
るため、受信周波数の切替に伴うユーザスループットの低下およびシステムスループット
の低下を防ぐことができる。
【００２９】
　また、最低能力移動局はＢＣＨデータを受信するために受信周波数を切り替える必要が
なくなるため、受信周波数の切替処理による電力消費をなくすことができる。
【００３０】
　また、上記のようにＢＣＨデータの内容は約１００フレームという比較的長い周期で更
新されるため、上記図２に示すようにＦＢ１～ＦＢ４のすべての帯域でＢＣＨデータを毎
フレーム送信する必要はなく、本実施の形態のようにＦＢ１～ＦＢ４の各帯域で４フレー
ムに一度ＢＣＨデータを送信すれば十分である。このように、本実施の形態によれば、図
２に示す場合に比べ、ＦＢ１～ＦＢ４の各帯域でのＢＣＨデータの送信回数を減少させた
ため、ユーザデータに使用できる通信リソースの減少を抑えることができる。
【００３１】
　また、本実施の形態によれば、各フレームではＦＢ１～ＦＢ４のいずれか１つの帯域で
のみＢＣＨデータ送信され、ＦＢ１～ＦＢ４のすべての帯域で同じタイミングでＢＣＨデ
ータが送信されることがないため、ＢＣＨデータのピーク電力の増大を防ぐことができる
。
【００３２】
　以上のように、本実施の形態によれば、ＢＣＨデータの送信を効率よく行うことができ
る。



(7) JP 5030795 B2 2012.9.19

10

20

30

40

50

【００３３】
　（実施の形態２）
　本実施の形態に係る基地局は、送信帯域設定部１０３によって設定されたＢＣＨデータ
の送信帯域を同期チャネル信号を用いて移動局へ通知する。
【００３４】
　本実施の形態に係る基地局２００の構成を図７に示す。図７において実施の形態１（図
４）と同一の構成部分には同一符号を付し説明を省略する。
【００３５】
　送信タイミング制御部２０１は、ＢＣＨデータの送信タイミングを制御する。この送信
タイミング制御の詳細は後述する。
【００３６】
　送信帯域設定部１０３は、設定したＢＣＨデータの送信帯域を移動局へ通知するデータ
、すなわち、設定した送信帯域が帯域ＦＢ１～ＦＢ４のいずれであるかを移動局へ通知す
るデータ（送信帯域通知データ）を生成し、Ｓ－ＳＣＨ（Secondary Synchronization Ch
annel）データとして符号化部２０２に出力する。つまり、送信帯域通知データは、ＳＣ
Ｈ（Synchronization Channel；同期チャネル）のうちＳ－ＳＣＨにより伝送される。Ｓ
－ＳＣＨでは、この他にスクランブリングコード情報なども伝送してもよい。
【００３７】
　符号化部２０２は、Ｓ－ＳＣＨデータを符号化する。
【００３８】
　変調部２０３は、符号化後のＳ－ＳＣＨデータを変調する。
【００３９】
　また、ＳＣＨのうちＰ－ＳＣＨ（Primary Synchronization Channel）で伝送されるデ
ータ（Ｐ－ＳＣＨデータ）が変調部２０４で変調される。Ｐ－ＳＣＨデータには全セル共
通の系列が含まれ、この系列はセルサーチ時のタイミング同期に用いられる。
【００４０】
　ＩＦＦＴ部１０６は、Ｐ－ＳＣＨデータとＳ－ＳＣＨデータとからなるＳＣＨデータ、
ＢＣＨデータおよびユーザデータ＃１～＃Ｎをサブキャリア＃１～＃Ｋの各々にマッピン
グしてＩＦＦＴを行ってＯＦＤＭシンボルを生成する。この際、ＩＦＦＴ部１０６は、Ｓ
ＣＨデータをサブキャリア＃１～＃１６のうちあらかじめ定められたサブキャリアにマッ
ピングする。ここでは、例えば、２０ＭＨｚの帯域の中心帯域であるサブキャリア＃８ま
たは＃９のいずれかにＳＣＨデータをマッピングする。
【００４１】
　次いで、送信タイミング制御の詳細について説明する。
【００４２】
　送信タイミング制御部２０１は、図８に示すように、ＢＣＨデータの送信タイミングを
、ＳＣＨデータの送信タイミングからΔｔだけ後のタイミングに設定する。Δｔは、移動
局が受信周波数の切替に要する時間（周波数切替時間）である。よって、この送信タイミ
ング制御により、無線送信部１０８は、ＳＣＨデータを含むＯＦＤＭシンボルの送信タイ
ミングからΔｔだけ後の送信タイミングでＢＣＨデータを含むＯＦＤＭシンボルを送信す
ることとなる。そして、このＳＣＨデータには、このＳＣＨデータよりΔｔだけ後に送信
されるＢＣＨデータについての送信帯域通知データが含まれている。なお、移動局での受
信周波数の切替には通常１サブフレーム程度の時間を要する。
【００４３】
　このように、本実施の形態によれば、ＳＣＨを用いて各移動局へ送信帯域通知データを
送信するため、電源投入直後でセルサーチ中にある最低能力移動局は、ＳＣＨを検出後、
送信帯域通知データにより示された帯域に受信周波数を切り替えることにより、ＳＣＨの
検出からΔｔ後にはＢＣＨデータを受信することができる。また、Δｔを移動局が受信周
波数の切替に要する時間としたことで、最低能力移動局は受信周波数を切り替えた直後に
ＢＣＨデータを受信することができる。よって、本実施の形態によれば、実施の形態１の
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ようにしてＢＣＨデータを送信する場合でも、電源投入直後の最低能力移動局は、電源投
入時のＢＣＨデータの受信をＳＣＨの検出後即座に行うことができるため、ユーザデータ
の通信開始までの時間を短縮することができる。
【００４４】
　（実施の形態３）
　本実施の形態に係る基地局３００の構成を図９に示す。図９において実施の形態１（図
４）と同一の構成部分には同一符号を付し説明を省略する。
【００４５】
　基地局３００がＢＣＨデータを送信する各移動局は、ユーザデータの通信中にある移動
局と、電源投入直後等でユーザデータの通信中にない移動局とに大別される。なお、ユー
ザデータの通信中にある状態をConnected ModeまたはActive Modeと呼び、ユーザデータ
の通信中にない状態をIdle ModeまたはInactive Modeと呼ぶことがある。また、Connecte
d Modeはユーザデータの通信を行う帯域が移動局に割り当てられた後の状態をいい、Idle
 Modeは、待ち受け時等、ユーザデータの通信を行う帯域が移動局に割り当てられる前の
状態をいうこともある。
【００４６】
　図９において、ＢＣＨ１データはConnected Modeの移動局に必要な報知情報であり、例
えば、Multicastサブフレームの配置等のサブフレーム構成情報、サブフレーム内のDistr
ibuted ChannelおよびLocalized Channelの配置等のマッピング情報、等である。ＢＣＨ
１データは、実施の形態１と同様にして送信帯域が設定される。
【００４７】
　一方、ＢＣＨ２データはIdle Modeの移動局に必要な情報であり、例えば、Pagingチャ
ネルのマッピング情報、RACHリソース情報等である。
【００４８】
　符号化部３０１は、ＢＣＨ２データを符号化する。
【００４９】
　変調部３０２は、符号化後のＢＣＨ２データを変調する。
【００５０】
　ＩＦＦＴ部１０６は、ＢＣＨ１データ、ＢＣＨ２データおよびユーザデータ＃１～＃Ｎ
をサブキャリア＃１～＃Ｋの各々にマッピングしてＩＦＦＴを行ってＯＦＤＭシンボルを
生成する。この際、ＩＦＦＴ部１０６は、ＢＣＨ２データをサブキャリア＃１～＃１６の
うちあらかじめ定められたサブキャリアにマッピングする。ここでは、例えば、２０ＭＨ
ｚの帯域の中心帯域であるサブキャリア＃８または＃９のいずれかにＢＣＨ２データをマ
ッピングする。
【００５１】
　つまり、基地局３００は、図１０に示すように、Connected Modeの移動局が必要な情報
を含むＢＣＨ１データを実施の形態１と同様にして送信し、Idle Modeの移動局が必要な
情報を含むＢＣＨ２データをあらかじめ定められた帯域（図１０では２０ＭＨｚの中心帯
域）で毎フレーム送信する。
【００５２】
　このように、本実施の形態によれば、ＢＣＨ１データを実施の形態１と同様にして送信
するのに対し、ＢＣＨ２データをあらかじめ定められた帯域で毎フレーム送信するため、
実施の形態１のようにしてＢＣＨ１データを送信する場合でも、電源投入直後でIdle Mod
eにある移動局は、電源投入時に必要なＢＣＨ２データの受信を最大１フレーム以内で行
うことができるため、ユーザデータの通信開始までの時間を短縮することができる。
【００５３】
　（実施の形態４）
　本実施の形態は、互いに隣接するセルの複数の基地局が実施の形態１と同様にしてＢＣ
Ｈデータを送信し、かつ、その送信パターンを互いに異ならせるものである。例えば、セ
ル＃１の基地局１００（図４）の送信帯域設定部１０３は、上記図６に示すようＢＣＨデ
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ータの送信帯域を設定するのに対し、セル＃１の隣接セルであるセル＃２の基地局１００
の送信帯域設定部１０３は、図１１に示すようＢＣＨデータの送信帯域を設定する。さら
に、セル＃１およびセル＃２の隣接セルであるセル＃３の基地局１００の送信帯域設定部
１０３は、図１２に示すようＢＣＨデータの送信帯域を設定する。
【００５４】
　図６、図１１、図１２を比較すると、フレーム＃１～＃６のいずれのフレームにおいて
も、各基地局は隣接セルの他の基地局と互いに異なる帯域でＢＣＨデータの送信を行って
いる。例えば、フレーム１では、セル＃１の基地局１００は帯域ＦＢ１でＢＣＨデータを
送信するに対し、セル＃２の基地局１００は帯域ＦＢ２でＢＣＨデータを送信し、セル＃
３の基地局１００は帯域ＦＢ３でＢＣＨデータを送信する。
【００５５】
　このように、本実施の形態では、基地局１００の送信帯域設定部１０３は、隣接セルの
他の基地局１００がＢＣＨデータの送信帯域を設定する帯域と互いに異なる帯域に自局の
ＢＣＨデータの送信帯域を設定する。よって、本実施の形態によれば、大電力で送信され
るＢＣＨデータのセル間干渉を小さくすることができる。
【００５６】
　（実施の形態５）
　ＵＭＴＳでは、報知情報（ＳＩＢ１－１８）のスケジューリング情報は、ＭＩＢ（Mast
er Information Block）、ＳＢ１（Scheduling Block 1）、ＳＢ２（Scheduling Block 2
）によって送られている。ＭＩＢはＳＩＢ１－１８、ＳＢ１、ＳＢ２のスケジューリング
情報を含み、ＳＢ１／２はＳＩＢ１－１８のスケジューリング情報を含む。
【００５７】
　ＭＩＢの送信タイミングは、ＵＭＴＳにおいて一意に決められている。移動局としては
、最初に決められているタイミングでＭＩＢを取得することでＳＩＢ、ＳＢ１、ＳＢ２の
スケジューリング情報を知ることができる。それにより、初めて移動局はどのタイミング
で受信すればどの情報を得ることができるかを知ることができる。しかしながら、ＳＢ１
又はＳＢ２が含まれている時には、ＳＢ１又はＳＢ２で含まれているスケジューリング情
報はこの時点では分からないため、ＳＢ１又はＳＢ２を受信することで全てのスケジュー
リング情報がそろうことになる。なお、ＳＢ１、ＳＢ２はオプション機能であり、全ての
ＳＩＢのスケジューリングをＭＩＢによって通知してもよい。
【００５８】
　ここで、ＬＴＥでのスケジューリング情報送信について考える。ＬＴＥにおいてもＵＭ
ＴＳと同様にＭＩＢのような情報、すなわち、移動局内に保持されている情報でスケジュ
ーリングがわかり、受信可能な報知情報が必要となる。この情報が、中心帯域（帯域幅１
．２５ＭＨｚ）の固定的なリソースで送られると考えられ、移動局はそのリソースを取得
することによって報知情報のスケジューリング情報を得ることができる。
【００５９】
　上述したように、移動局は中心帯域の固定的なリソースを取得することによってスケジ
ューリング情報を得ることができる。しかしながら、１５ＭＨｚもしくは２０ＭＨｚ受信
のcapabilityを持たない移動局はRRC_CONNECTED状態に移った後には、中心周波数帯域の
固定的なリソースを取得することはできないと考えられる。すなわち、移動局は、RRC_ID
LE状態では中心帯域を受信しており、報知情報のスケジューリング情報を受信できる。こ
の後に、RRC_CONNECTED状態に移った場合、報知情報のスケジューリング情報を受信でき
なくなる。これにより、以下の二つの課題が存在する。
【００６０】
　一つには、RRC_CONNECTED中にも必要な報知情報が存在し、これらの情報は更新される
毎に受信する必要がある。情報の更新が行われたかどうかは、ＭＩＢ（またはＳＢ１／２
）に含まれているValue tagで通知されており、移動局はＭＩＢを受信することで情報が
更新されたかどうかを知ることができる。そのため、ＭＩＢを取得できないRRC_CONNECTE
D中の移動局は、実際にデータを受け取ってから、情報が変わっているかどうかを知るこ



(10) JP 5030795 B2 2012.9.19

10

20

30

40

50

とができる。
【００６１】
　二つには、報知情報のスケジューリングは、それほど頻繁に変わらないと思われるが、
情報の大きさが変わったりした場合には、スケジューリングも変わることがある。このよ
うな場合、再度ＭＩＢを取得しなければ新しい報知情報のスケジューリング情報が得られ
ない。
【００６２】
　実施の形態３においては、Connected Modeの移動局に必要なＢＣＨ１の周波数軸上の配
置が時間の経過とともに変更されており、Idle Modeの移動局に必要なＢＣＨ２は中心帯
域で固定されていた。ここで、Connected Modeの移動局に対する報知情報の送信を詳細に
考えてみると、様々な情報が移動局に送られることになる。具体的には、ＵＭＴＳでは、
報知情報はＭＩＢ、ＳＢ、ＳＩＢ（ＳＩＢにはＳＩＢ１，２，３，…，１８等のように多
数のタイプが存在する）に分類されている。また、3GPP TS 25.331: Radio Resource Con
trol; Protocol Specificationに詳細に示してあるように、Connected Mode移動局に必要
とされる情報要素も多く存在している。
【００６３】
　本実施の形態に係る基地局４００の構成を図１３に示す。図１３において実施の形態１
（図４）と同一の構成部分には同一符号を付し説明を省略する。
【００６４】
　図１３に示すように、基地局４００はＢＣＨ１データのブロック１～Ｍのそれぞれにつ
いて、符号化部１０１－１～１０１－Ｍ、変調部１０２－１～１０２－Ｍが備えられてい
る。ここでは、データの入力として必要なリソースの単位毎に定義されている。ＢＣＨ１
データはそれぞれ必要なリソース毎に符号化、変調される。変調されたＢＣＨ１データは
送信帯域設定部４０１に出力される。また、リソース間で符号化変調は同一でもよいし、
異なるようにしてもよい。
【００６５】
　送信帯域設定部４０１は、変調部１０２－１～１０２－Ｍから出力されたＢＣＨ１デー
タが実際に送信される周波数帯を設定し、周波数帯を設定したＢＣＨ１データをＩＦＦＴ
部１０６に出力する。
【００６６】
　このようなことから、これらの情報をConnected Mode移動局に送信するためには多くの
無線リソースを使用することが考えられる。そこで、実施の形態３に示したＢＣＨ１のリ
ソースを割り当てる周波数帯域を時間毎に切り替える（以下、「ホッピング」という）動
作と組み合わせると、図１４に示すようなＢＣＨ送信方法が考えられる。
【００６７】
　図１４では、４つのタイプの報知情報のブロックが定義されており、それぞれの報知情
報のブロックが、最低能力移動局の通信可能な帯域幅（５ＭＨｚ）毎に送信されている。
例えば、報知情報のブロックをａ、ｂ、ｃ、ｄとすると、最初のフレームではａが一番上
の５ＭＨｚ帯域、ｂが上から二番目の５ＭＨｚ帯域、ｃが上から三番目の５ＭＨｚ帯域、
ｄが上から四番目の５ＭＨｚ帯域で送られる。次のフレームでは、ｂが一番上の５ＭＨｚ
帯域、ｃが上から二番目の５ＭＨｚ帯域というように、各ブロックをずらして送信するよ
うになる。この例では、上記の通りａ、ｂ、ｃ、ｄの４つのブロックを定義し、それぞれ
がリソースを持つようになる。そのため、図１３の例で言うとＭ＝４となり、例えば、ａ
＝ＢＣＨ１データブロック１、ｂ＝ＢＣＨ１データブロック２のようになる。
【００６８】
　このように、本実施の形態によれば、最低能力移動局は自分の通信している帯域幅（５
ＭＨｚ）のみの受信で報知情報を受信できるほか、高い能力を持つ移動局は複数の報知情
報を同時に受信することができ、報知情報を受信するための遅延削減、または消費電力の
低減を図ることができる。
【００６９】
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　本実施の形態では、ＢＣＨ１のリソースを時間毎に周波数帯域上にホッピングする際、
異なるＢＣＨ１の無線リソースが同一のホッピング動作を行うものを例として示したが、
図１５に示すようなホッピング動作も可能である。具体的には、ＢＣＨ１－１とＢＣＨ１
－２が存在する場合、ＢＣＨ１－１はフレーム毎にホッピングし、ＢＣＨ１－２は２フレ
ーム毎にホッピングすることが可能である。
【００７０】
　また、ＢＣＨ１の定義を複数の無線リソースの組み合わせとして定義することができる
。すなわち、図１６に示すように、ＢＣＨ１の実態としては、１フレーム目に３つのリソ
ースをもち、そのうちの一番先頭のリソースは、４フレームで一度しか用いられておらず
、二番目のリソースは２フレーム毎に確保されており、最後のリソースはフレーム毎に確
保されている。この時のこれらの集合体をＢＣＨ１として定義し、それを周波数軸上にホ
ッピングさせることが可能である。図１６の場合には、Ｍ＝１となり、一つのリソースの
単位しか存在しないこととなる。しかしながら、このような無線リソースの組み合わせを
複数持つことも可能であり、その場合にはＭが複数となる。
【００７１】
　また、本実施の形態では、Idle Mode用の報知情報が全て中心周波数帯の１．２５ＭＨ
ｚで送られる場合に関して説明したが、これ以外のリソースを用いて送信することも可能
である。具体的には、図１７に示すように中心周波数帯の１．２５ＭＨｚ以外にもIdle M
ode用の報知情報を送信するリソースブロックを用意するようになる。ただし、Idle Mode
の移動局全てがこの情報を受信できる必要があるため、使われる周波数帯域は中心周波数
帯の最低能力移動局が通信可能な帯域幅（ここでは５ＭＨｚ）に限られる。
【００７２】
　（実施の形態６）
　実施の形態５では、Connected Mode移動局に対して送る必要のある多くの情報に対して
どのように無線リソースを割り当てるかについて説明したが、本発明の実施の形態６では
、その無線リソースに割り当てる情報のスケジューリングに関する情報について説明する
。なお、ここでは、ＭＩＢ、ＳＩＢ１－３がIdle Mode移動局用の報知情報、ＳＢ、ＳＩ
Ｂ４－８がConnected Mode移動局用の報知情報と仮定する。
【００７３】
　上述したように、ＵＭＴＳでは、報知情報（ＳＩＢ）のスケジューリング情報はＭＩＢ
又はＳＢ１／２で送られている。しかしながら、これらのスケジューリング情報を中心帯
域で送ってしまうと、Connected Modeの移動局は新たにスケジューリング情報を受信する
ことができないという問題が発生する。この問題を解決するため、ＭＩＢでは中心帯域で
送られる報知情報のスケジューリング情報と、中心帯域以外で送信されるＳＢのスケジュ
ーリング情報を送る。
【００７４】
　ここで、ＳＢは、最低能力移動局が受信できるように、最低能力移動局が通信可能な帯
域幅（５ＭＨｚ）毎に送信される。そして、ＳＢにおいて、RRC_CONNECTED中の移動局が
必要な報知情報のスケジューリング情報が通知されることになる。図１８にその概念図を
示す。ここでは、簡単のため最低能力移動局の通信可能な帯域幅が５ＭＨｚではなく１０
ＭＨｚのケースを示しており、Idle Mode用の報知情報としてＳＩＢ１－３が存在して、C
onnected Mode用の報知情報としてＳＩＢ４－８が存在するものとする。ここで、ＭＩＢ
はIdle Modeの移動局用の報知情報ＳＩＢ１－３と、ＳＢのスケジューリング情報を含む
。一方、ＳＢはConnected Mode用の報知情報ＳＩＢ４－８のスケジューリング情報を含む
。このため、Idle Mode移動局は、自分に必要なＳＩＢ１－３のスケジューリング情報に
加えて、Connected Modeに移った際に受信すべき報知情報のスケジューリング情報を含む
ＳＢのスケジューリング情報を得ることができる。また、Connected Modeの移動局はIdle
 Modeにおいて受信したＳＢのスケジューリング情報に基づいてＳＢを受信する。そしてC
onnected Mode用の報知情報であるＳＩＢ４－８のスケジューリング情報を得て、ＳＩＢ
４－８を受信できるようになる。
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【００７５】
　本実施の形態に係る基地局５００の構成を図１９に示す。図１９において実施の形態５
（図１３）と同一の構成部分には同一符号を付し説明を省略する。
【００７６】
　図１９において、報知情報コントロール部５０１は、報知情報の送信頻度、送信タイミ
ング、報知情報の送信に必要なリソース情報（リソース量）などを制御する。制御情報と
して、Connected Mode用移動局に対する情報については、Connected用スケジューリング
情報作成部５０２に出力され、Idle Mode用移動局に対する情報については、Idle用スケ
ジューリング情報作成部５０３に出力される。また、報知情報コントロール部５０１は、
送信帯域設定部４０１も制御し、報知情報の送信帯域などを制御する。
【００７７】
　Connected用スケジューリング情報作成部５０２は、Connected Modeの移動局に送る報
知情報のスケジューリング情報を作成する。これは上述したＳＢの中身に相当するもので
ある。この結果は、Connected用報知情報Message作成部５０５に出力される。
【００７８】
　Idle用スケジューリング情報作成部５０３は、Connected Modeの移動局に送る報知情報
のスケジューリング情報を作成する。これは上述したＭＩＢの中身に含まれるものである
。この結果は、Idle用報知情報Message作成部５０６に送られる。
【００７９】
　報知情報データ部５０４は、報知情報のデータを処理し、Connected Modeの移動局用の
報知情報をConnected用報知情報Message作成部５０５に、Idle Modeの移動局用の報知情
報をIdle用報知情報Message作成部５０６に出力する。
【００８０】
　Connected用報知情報Message作成部５０５は、Connected Modeの移動局に対する報知情
報Messageをそれぞれの帯域毎に作成し、ＢＣＨ１データとして符号化部１０１－１～１
０１－Ｍに出力する。
【００８１】
　Idle用報知情報Message作成部５０６は、Idle Modeの移動局に対する報知情報Message
を作成し、ＢＣＨ２データとして符号化部３０１に出力する。
【００８２】
　次に、図１９に示した基地局の動作について説明する。
【００８３】
　報知情報コントロール部５０１は、報知情報を制御する情報を決定する。ここで、報知
情報を制御する情報とは、報知情報の種類、報知情報の種類毎のサイズ、報知情報の種類
毎の送信タイミングなどである。報知情報コントロール部５０１は、持っている報知情報
の種類からこのセルで送るべきConnected Modeの移動局に対する報知情報をピックアップ
し、それらのサイズ、送信タイミング等を報知情報の種類毎にConnected用スケジューリ
ング情報作成部５０２に出力する。同様に、報知情報コントロール部５０１は、持ってい
る報知情報の種類からこのセルで送るべきIdle Modeの移動局に対する報知情報をピック
アップし、それらのサイズ、送信タイミング等を報知情報の種類毎にIdle用スケジューリ
ング情報作成部５０３に出力する。
【００８４】
　Connected用スケジューリング情報作成部５０２、Idle用スケジューリング情報作成部
５０３では、それぞれ報知情報コントロール部５０１から出力された情報に基づいて、ス
ケジューリング情報を作成する。スケジューリング情報の例としては、報知情報の種類毎
の送信タイミング、送信周期、報知情報の送信に必要な無線リソース情報等である。この
結果は、Connected用スケジューリング情報作成部５０２からは、Connected用報知情報Me
ssage作成部５０５、Idle用スケジューリング情報作成部５０３からはIdle用報知情報Mes
sage作成部５０６に出力される。ここで、Idle用スケジューリング情報は、ＭＩＢで送信
されるものであり、一つと考えられる。ただし、Idle用スケジューリング情報の送信に、
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ＭＩＢとＳＢ両方を用いる場合には複数の種類が存在することになる。また、Connected
用スケジューリング情報に関しては、帯域毎に違う情報を送る可能性もある。その場合に
は、どの帯域で送るかによってスケジューリング情報を変える必要があるため、どの周波
数帯域に送るかということを考慮したうえでスケジューリング情報を作成する必要がある
。
【００８５】
　報知情報データ部５０４は、報知情報に含めるデータを管理しており、Connected Mode
の移動局用の報知情報をConnected用報知情報Message作成部５０５に、Idle Modeの移動
局用の報知情報をIdle用報知情報Message作成部５０６に出力する。なお、この報知情報
の中身は、上位レイヤから設定されたり、手動で設定されたりなど様々な方式が考えられ
るが、どの方式でもよい。
【００８６】
　Connected用報知情報Message作成部５０５では、報知情報データ部５０４から出力され
たConnected Mode移動局に対する報知情報のデータと、Connected用スケジューリング情
報作成部５０２から出力されたスケジューリング情報とを用いて報知情報のMessageを作
成する。図１８の例では、ＳＢ、ＳＩＢ４－８が生成されることとなる。作成された報知
情報Messageは符号化部１０１－１～１０１－Ｍのうち送信すべき部に出力される。図１
８の例の１フレーム目の場合には、上の１０ＭＨｚにＳＩＢ６が、下の１０ＭＨｚにＳＢ
が送られている。ＳＩＢ６を送信するＢＣＨデータブロック１として、ＳＢを送信するＢ
ＣＨデータブロックＭとすると、ＳＩＢ６が符号化部１０１－１に、ＳＢが符号化部１０
１－Ｍに送られることになる。このような動作が、報知情報を送信するタイミング毎にな
される。
【００８７】
　また、符号化部１０１－１～１０１－Ｍに出力されるデータは同じではなく、図１８の
例では、１フレーム目は符号化部１０１－１にＳＢを、符号化部１０１－ＭにＳＩＢ６を
出力するようになっている。符号化及び変調された信号は送信帯域設定部４０１に出力さ
れる。
【００８８】
　送信帯域設定部４０１は報知情報コントロール部５０１によって制御される。具体的に
は、どの報知情報をどの帯域で送るかの制御となる。
【００８９】
　Idle用報知情報Message作成部５０６では、報知情報データ部５０４から出力されたIdl
e Mode移動局に対する報知情報のデータと、Idle用スケジューリング情報作成部５０３か
ら出力されたスケジューリング情報から報知情報のMessageを作成する。図１８の例では
、ＭＩＢ、ＳＩＢ１－３が生成されることとなる。
【００９０】
　このように、本実施の形態によれば、Connected Mode移動局に対して送信する報知情報
を周波数軸上にホッピングさせることが可能である。この結果、帯域毎に同じ報知情報を
送っている場合と比べて、２０ＭＨｚ帯域を受信できる移動局が報知情報の受信遅延を抑
制して受信することが可能になる。
【００９１】
　なお、ＵＭＴＳにおいては、報知情報のスケジューリング情報として、ＳＩＢの位置を
示す情報（Frame number相当の情報）、送信頻度（何フレーム毎に送信するかを示す情報
）、フレームにまたがっている（Segmentationされている）場合の情報が送られている。
ＬＴＥでもＵＭＴＳと同様の情報又は同様の情報に加える補足情報（サブキャリア情報な
ど）をスケジューリング情報として用いてもよい。ただし、その他の情報を用いてスケジ
ューリングを行ってもよい。
【００９２】
　上記サブキャリア情報の送信についてはいくつかのパターンが考えられる。ＬＴＥでは
、複数のサブキャリアを集めて一つの無線リソースとして管理している。この無線リソー
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スに対してインデックスをつけることで、どの無線リソースで送信を行うかを簡易に移動
局に通知できる。しかしながら、この無線リソースの割り当てとして複数のパターンが考
えられ、どのパターンを用いるかによって、同じインデックスでも実際に割り当てられて
いるサブキャリアが異なることになる。このパターンの情報は、ＳＢのスケジューリング
を行うため、中心帯域で送る必要がある。そのため、移動局としてはIdle Modeで受信し
たパターンをそのまま使用することが考えられる。また、更にはConnected Mode用でも再
度送ることが考えられる。これにより、Connected Modeの移動局も中心帯域を受信するこ
となく無線リソースの割当パターンを知ることができる。また、ＴＴＩ毎に割当パターン
を変更することも考えられている。この場合には、移動局はL1/2 control signalingに基
づいて、最終的な割当パターンを知ることができる。
【００９３】
　本実施の形態では、ＳＢは最低能力移動局の対応帯域毎に送られる。このＳＢの内容は
帯域毎に変えることも可能であるし、まったく同じにすることも可能である。まったく同
じにする場合には、ＳＩＢの位置を示す情報が帯域毎に同じになってしまい、本発明の効
果がなくなってしまう。そのため、ＳＢの位置を基準としてＳＩＢの位置を決めることが
考えられる。すなわち、通常のスケジューリングはＳＦＮ（System Frame Number）を用
いて決定されるが、それに加えてＳＢの位置分ずらすようになる。ＵＭＴＳでの設定を用
いて具体的に説明すると、ＭＩＢで教えられるＳＢのスケジューリング情報が、ＳＢの位
置を示す情報＝４フレーム目、送信頻度＝３２フレーム毎と設定されており、ＳＢで教え
られるＳＢのスケジューリング情報が、ＳＩＢ４の位置を示す情報＝６フレーム目、送信
頻度＝６４フレーム毎と設定されているとする。この場合、ＳＢは“ＳＦＮの値mod３２
”が４である場合に送られる。そしてＳＩＢ４は通常だと“ＳＦＮの値mod64”が６の時
に送られるが、ＳＢの位置を示す４を足して１０の時に送られることになる。その場合、
ＳＢの位置さえ、帯域毎にずらしておけば同じＳＢの内容であっても同時に同じ情報を送
信することがなくなる。
【００９４】
　また、帯域毎のオフセットを予め決定しておくことも可能である。具体的には、４つ帯
域がある場合に０－３とそれぞれの帯域に番号をつける。オフセット値×帯域番号を移動
局で計算することにより、自分の接続している帯域のスケジューリング情報を受信できる
。このオフセット情報は、ＭＩＢに含めてもよいし、ＳＢに含めてもよい。さらには、シ
ステムに固定の内容であってもよい。この場合には、ＳＢの位置だけは帯域間で同じにす
るなどの動作が可能である。
【００９５】
　また、図１８に示したように、上下の周波数帯でＳＩＢの順番が同じように並んでいて
もよいし、別の順番で並んでいてもよい。また、同一の内容である場合には高い能力を持
った移動局は片方のＳＢのみを受信すればよいことになるし、違う帯域のスケジューリン
グを通知すること自体もその差分を示すのみでよくなる。また、異なる順番の場合には、
違う帯域のスケジューリング情報全てを含むことが必要である。
【００９６】
　上記のように、ＳＢの内容を帯域間で共通化する、または他の帯域のスケジューリング
情報を教えることによって、特定の帯域のみを受信している移動局も、他の帯域のスケジ
ューリング情報を知ることができる。この効果としては、移動局側で必要な情報があると
きに、周波数帯域を変更することで他の周波数帯から情報を受けられるという利点がある
。具体的には、移動局にしばらくデータが送られてこない、そして送る必要がないときに
、必要な報知情報があることがわかった場合、他の周波数帯に移った方が早く報知情報を
得ることができるのであれば周波数帯を変更する。
【００９７】
　なお、本実施の形態では、ＳＢに対するスケジューリング情報（ＭＩＢに含まれている
ＳＢの位置情報）についてはある程度定常的なものを想定したが、変更した場合にも対応
可能である。具体的には、Idle Modeの移動局に対してはＭＩＢの内容を更新するだけで
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対応可能であり、Connected Modeの移動局に対しては個別チャネルでＳＢに対するスケジ
ューリング情報を通知すればよい。また、Connected Modeの移動局に関しては、ＵＭＴＳ
で使用されているSYSTEM INFORMATION CHANGE INDICATION等と同様にＭＩＢのValue tag
を送信することで、移動局に再度ＭＩＢの取得を指示することも考えられる。
【００９８】
　（実施の形態７）
　実施の形態６では、主に同じ順番で報知情報が最低能力移動局の対応帯域毎に送られる
場合について説明したが、本発明の実施の形態７では、移動局に必要な情報の受信に対す
る動作に基づいて、さらなる最適化を図る場合について説明する。
【００９９】
　実施の形態５において説明したように、多くのＳＩＢが存在している。ここで、RACH p
rocedureを移動局が行う場合には、共通チャネルのチャネル設定情報、上りの干渉量等の
情報が必要となり、これらが異なるブロックで送られることが考えられる。この場合には
、移動局はこの二つの情報を受信して初めてRACH procedureを開始できる。そのため、こ
の二つの情報を同時、またはできるだけ近いタイミングで受信する必要がある。これを実
現する報知情報送信の概念図を図２０に示す。
【０１００】
　ここで、ＳＩＢ５とＳＩＢ６が、例えばRACH procedureにおいて必要な情報のセットで
あるとする。このとき、２フレームにて、ＳＩＢ５とＳＩＢ６が上の帯域と下の帯域でそ
れぞれに送られている。２０ＭＨｚの能力を持つ移動局はこの時点で情報がそろうことに
なる。次に３フレームにて、ＳＩＢ６とＳＩＢ５が上の帯域と下の帯域でそれぞれに送ら
れている。この時点で、１０ＭＨｚの能力を持つ移動局がどちらの帯域に接続していても
、情報を得ることができる。このような送信方法とすることで、１フレーム内、または連
続した数フレーム内で必要な情報を得ることができるため、遅延低減が可能となる。
【０１０１】
　本実施の形態に係る基地局６００の構成を図２１に示す。図２１において、報知情報間
関連付け部６０１は、異なる報知情報の種類の関連情報を管理しており、その情報を報知
情報コントロール部５０１に出力する。
【０１０２】
　次に、図２１に示した基地局の動作について説明する。
【０１０３】
　報知情報間関連付け部６０１では、上記の通り異なる報知情報の種類の関連情報を管理
する。ここで、関連情報とは、RACH procedureを行うために必要な報知情報の種類、Hand
overを行う際に必要な報知情報の種類等である。図２０の例では、ＳＩＢ５とＳＩＢ６が
関連するペアとして管理され、ＳＩＢ７とＳＩＢ８とが関連するペアとして管理されてい
る。これらの情報が、報知情報間関連付け部６０１から、報知情報コントロール部５０１
に出力される。この情報により、報知情報コントロール部５０１は関連する報知情報を同
一のタイミングで異なる周波数帯で送信するようにスケジューリングを行い、また時間軸
上ではこれらの情報が連続するようにスケジューリングを行う。
【０１０４】
　なお、本実施の形態では、RACH procedureを例に挙げて説明したが、それ以外の処理（
例えば、Handover処理等）でも同様に実現することが可能である。
【０１０５】
　このスケジューリングの通知方法については、異なる帯域のＳＢの値を同じにすること
も可能である。具体的には、ＳＩＢ５とＳＩＢ６に対して反転を行うようなFlagをつけて
おき、特定の帯域のみでその反転を実施するなどである。このような処理によって、異な
る帯域のＳＢを取得しなくてもスケジューリング情報を知ることが可能となり、移動局が
必要な報知情報の受信に失敗した場合に、自主的に周波数シフトを行って受信処理を行う
などの処理が可能である。
【０１０６】
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　報知情報の中で関連するペアを考える際に、特定の情報要素が複数の処理に関わる場合
がある。例えば、RACH procedureに必要な報知情報とHandoverに必要な報知情報とが一部
共通している場合には、どちらを優先するかのPriorityをつけることなどが考えられる。
このPriorityの情報も報知情報間関連付け部６０１が管理し、報知情報コントロール部５
０１に出力することにより、Priorityに応じた報知情報のスケジューリングが可能となる
。
【０１０７】
　なお、以上全ての発明に対して、報知情報としてＭＢＭＳのデータ、すなわちマルチキ
ャスト、ブロッドキャストのデータを含むことも可能である。なお、以上全ての発明に対
して、二つ以上のものを組み合わせて使用することも可能である。
【０１０８】
　以上、本発明の実施の形態について説明した。
【０１０９】
　なお、上記実施の形態では５ＭＨｚ移動局を最低能力移動局として説明したが、最低能
力移動局は５ＭＨｚ移動局以外の移動局であってもよい。
【０１１０】
　また、無線部では２０ＭＨｚの帯域幅の通信能力があるが、ベースバンド部では５ＭＨ
ｚの帯域幅の通信能力しかない移動局が存在する場合は、５ＭＨｚを最低通信能力として
本発明を適用することが可能である。また、２０ＭＨｚの帯域幅の受信能力があるが、５
ＭＨｚの帯域幅の送信能力しかない移動局が存在する場合も同様に、５ＭＨｚを最低通信
能力として本発明を適用することが可能である。
【０１１１】
　また、上記実施の形態ではＦＢ１～ＦＢ４の帯域が連続しており、ＦＢ１～ＦＢ４を１
つのまとまった帯域として利用する場合について説明したが、本発明はこれに限定されな
い。例えば、ＦＢ１が８００ＭＨｚ帯で運用される帯域、ＦＢ２が１.５ＭＨｚ帯で運用
される帯域等、ＦＢ１とＦＢ２とが不連続な異なる帯域幅の帯域であってもよい。
【０１１２】
　また、ＦＢ１～ＦＢ４の帯域毎にＢＣＨデータの内容を互いに異ならせてもよい。　
【０１１３】
　また、基地局はNode B、移動局はUE、サブキャリアはトーン、サイクリック・プリフィ
クスはガードインターバル、サブフレームはタイムスロットまたは単にスロットと呼ばれ
ることもある。
【０１１４】
　また、上記実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明し
たが、本発明はソフトウェアで実現することも可能である。
【０１１５】
　また、上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるＬ
ＳＩとして実現される。これらは個別に１チップ化されてもよいし、一部又は全てを含む
ように１チップ化されてもよい。
【０１１６】
　ここでは、ＬＳＩとしたが、集積度の違いにより、ＩＣ、システムＬＳＩ、スーパーＬ
ＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。
【０１１７】
　また、集積回路化の手法はＬＳＩに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで
実現してもよい。ＬＳＩ製造後に、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Field Progra
mmable Gate Array）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィ
ギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
【０１１８】
　さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路化
の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バ
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【０１１９】
　２００６年１月１１日出願の特願２００６－００４１５７の日本出願および２００６年
１０月６日出願の特願２００６－２７５６３９の日本出願に含まれる明細書、図面および
要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
【産業上の利用可能性】
【０１２０】
　本発明は、移動体通信システムおいて使用される基地局等に好適である。
【図面の簡単な説明】
【０１２１】
【図１】従来のＢＣＨデータ送信方法
【図２】従来のＢＣＨデータ送信方法に対する課題解決例１
【図３】従来のＢＣＨデータ送信方法に対する課題解決例２
【図４】本発明の実施の形態１に係る基地局の構成を示すブロック図
【図５】本発明の実施の形態１に係るＯＦＤＭシンボル例
【図６】本発明の実施の形態１に係るＢＣＨデータ送信方法
【図７】本発明の実施の形態２に係る基地局の構成を示すブロック図
【図８】本発明の実施の形態２に係るＢＣＨデータ送信方法
【図９】本発明の実施の形態３に係る基地局の構成を示すブロック図
【図１０】本発明の実施の形態３に係るＢＣＨデータ送信方法
【図１１】本発明の実施の形態４に係るＢＣＨデータ送信方法（隣接セル＃２）
【図１２】本発明の実施の形態４に係るＢＣＨデータ送信方法（隣接セル＃３）
【図１３】本発明の実施の形態５に係る基地局の構成を示すブロック図
【図１４】本発明の実施の形態５に係るＢＣＨデータ送信方法
【図１５】本発明の実施の形態５に係るその他のＢＣＨデータ送信方法
【図１６】本発明の実施の形態５に係るその他のＢＣＨデータ送信方法
【図１７】本発明の実施の形態５に係るその他のＢＣＨデータ送信方法
【図１８】本発明の実施の形態６に係るスケジューリング情報送信方法
【図１９】本発明の実施の形態６に係る基地局の構成を示すブロック図
【図２０】本発明の実施の形態７に係るスケジューリング情報送信方法
【図２１】本発明の実施の形態７に係る基地局の構成を示すブロック図
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