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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カバーするエリアを複数のメッシュに分割した各エリアを単位として制御情報を送信す
る手段と、
　前記複数のメッシュに分割した各エリアに対応する制御情報を格納する手段と、
　前記複数のメッシュに分割した各エリアの位置に基づいて、前記制御情報の送信電力を
制御する手段と
　を有し、
　前記制御する手段は、前記複数のメッシュに分割したエリア毎に、前記制御情報の送信
電力を異なるように制御することを特徴とする基地局装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の基地局装置において、
　前記制御する手段は、前記複数のメッシュに分割した各エリアの位置に基づいて決定さ
れた電力が平均値となるように、前記制御情報の送信電力をランダムに制御することを特
徴とする基地局装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の基地局装置において、
　前記送信する手段は、前記制御情報を複数回送信することを特徴とする基地局装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか１項に記載の基地局装置において、
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　前記制御情報には、前記複数のメッシュに分割した各エリアで運用されている複数の無
線通信システムの制御情報が含まれることを特徴とする基地局装置。
【請求項５】
　カバーするエリアを複数のメッシュに分割した各エリアを単位として、制御情報を送信
する基地局装置における方法であって、
　前記複数のメッシュに分割した各エリアの位置に基づいて、前記制御情報の送信電力を
制御するステップと、
　前記制御するステップにおいて決定された送信電力により、前記複数のメッシュに分割
した各エリアに対応する制御情報を送信するステップと
　を有し、
　前記制御するステップでは、前記複数のメッシュに分割したエリア毎に、前記制御情報
の送信電力を異なるように制御することを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、共通制御チャネルなどの各地域で運用する無線システム全般の制御信号を扱
う装置に関し、特に基地局装置、無線制御装置及び端末装置並びに方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　各地域で運用されている無線システム全般に対して、該各地域内で利用している周波数
や無線方式などの情報を配信するコグニティブパイロットチャネル(CPC: Cognitive Pilo
t Channel)が提案されている。コグニティブパイロットチャネルを適用することにより、
端末装置が接続可能な無線システムの基本パラメータ情報をスキャニングする処理を無く
すことができる。また、コグニティブパイロットチャネルを適用することにより、無線シ
ステムの一部のパラメータの変更の際にも上記の配信情報を変更することで対応可能であ
る。また、コグニティブパイロットチャネルは、端末装置自体を変更することなく適用で
きる。
【０００３】
　従って、本技術を採用することにより、端末装置の低価格化、及び無線システムパラメ
ータの変更の際の対応が可能になる。また、無線システムパラメータの変更の際の対応が
可能になることにより、周波数利用効率の高い無線システムへの移行を容易に行うことが
できると期待することが可能である。本技術では、基地局装置がカバーするエリア内を複
数のメッシュとして分割する。該基地局装置がカバーするエリアでは、制御信号が送信さ
れる。そして、該メッシュ単位で、無線資源の利用方法が複数回にわたって通知される。
通知される情報は同一であってもよい。図１には、下りリンクのブロードキャストコグニ
ティブパイロットチャネルが示される。図１に示される例では、基地局装置がカバーする
エリアは、Ｎm個（Ｎmは、Ｎm>１の整数）のメッシュに分割される。各メッシュでは、周
期的に継続して制御情報が送信される。端末装置は、コグニティブパイロットチャネルを
検出すると、当該端末装置が位置するメッシュに対応する制御情報が送信されるまで待機
する。各メッシュにおいて制御情報が送信される時間の合計(Tm,B)は、下りリンクのブロ
ードキャストコグニティブパイロットチャネルが送信されるビットレートに依存する。Tm
,Bは、Tsにより示される複数のタイムスロットを含む。このようにすることにより、端末
装置は、該チャネルで送信される全情報系列と同期を取ることができる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】J.　Perez-Romero,　at　al.,　"A　Novel　On-Demand　Cognitive　Pi
lot　Channel　enabling　Dynamic　Spectrum　Allocation,"　IEEE　Dyspan　2007.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　しかし、上記背景技術において説明した全無線システムパラメータを配信する無線制御
装置には、以下に示すような問題点がある。例えば、このような無線制御信号の配信の際
には、端末装置は、制御信号を受信できなければ運用されている各無線システムを利用し
た通信を行うことができない。また、端末装置は、無線資源を利用した通信が提供されて
いる地域においては十分な通信品質を確保しなければならない。
【０００６】
　しかし、メッシュ単位で制御信号が配信されるため、該メッシュにおいて運用されてい
る無線システム又はその無線パラメータが異なる場合がある。この場合、該制御信号は、
配信するメッシュ単位で異なる場合があり、結果として基地局装置単位で異なってしまう
。このため、十分な受信品質を提供できる単一周波数ネットワーク(SFN:　Single　Frequ
ency　Network）などの全ての基地局装置から同一信号を送信し、受信品質を向上させる
技術を適用することは困難である。例えば、図２に示すように、コグニティブパイロット
チャネルが送信されるセル#1及び#2が存在する場合(以下、CPC　Cell#1及びCPC　Cell#2
と呼ぶ)について説明する。CPC　Cell#1及びCPC　Cell#2は複数のメッシュを含む。この
ような場合に、図3に示すように、CPC　Cell#1に含まれるメッシュ#iにおいてコグニティ
ブパイロットチャネルが送信されるタイミングと、該メッシュ#iに隣接するCPC　Cell#2
に含まれるメッシュ#jにおいてコグニティブパイロットチャネルが送信されるタイミング
とが重なる場合には、端末装置は常に同等の受信電力をもつ干渉信号を受けたコグニティ
ブパイロットチャネルを受信することになる。
【０００７】
　また、制御信号に広帯域を割り当てることはオーバヘッドが増加するため好ましくない
。このため、各基地局装置において同一周波数を利用する１周波数繰り返しでの運用が必
要となる。１周波数繰り返しでの運用を考える際には、端末装置において高い受信品質を
得られる高度な送受信アルゴリズムを実装することが必須となる。しかし、以前より運用
されている無線システムを利用する全ての端末装置に高度なアルゴリズムを実装すること
は困難である。従って、基地局装置に高度な送信アルゴリズムを実装し、簡易な受信アル
ゴリズムを実装した端末装置でも十分な受信品質を満足できるようにすることが好ましい
。
【０００８】
　そこで本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、その目的は、
カバーするエリアを複数に分割したエリアを単位として、基地局装置が制御情報を送信す
る場合に、端末装置における受信品質を改善することができる基地局装置、無線制御装置
及び端末装置並びに方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本基地局装置は、
　カバーするエリアを複数のメッシュに分割した各エリアを単位として制御情報を送信す
る手段と、
　前記複数のメッシュに分割した各エリアに対応する制御情報を格納する手段と、
　前記複数のメッシュに分割した各エリアの位置に基づいて、前記制御情報の送信電力を
制御する手段と
　を有し、
　前記制御する手段は、前記複数のメッシュに分割したエリア毎に、前記制御情報の送信
電力を異なるように制御する。
【００１１】
　本方法は、
　カバーするエリアを複数のメッシュに分割した各エリアを単位として、制御情報を送信
する基地局装置における方法であって、
　前記複数のメッシュに分割した各エリアの位置に基づいて、前記制御情報の送信電力を
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制御するステップと、
　前記制御するステップにおいて決定された送信電力により、前記複数のメッシュに分割
した各エリアに対応する制御情報を送信するステップと
　を有し、
　前記制御するステップでは、前記複数のメッシュに分割したエリア毎に、前記制御情報
の送信電力を異なるように制御する。

【発明の効果】
【００１２】
　本発明の実施例によれば、カバーするエリアを複数に分割したエリアを単位として、基
地局装置が制御情報を送信する場合に、端末装置における受信品質を改善することができ
る基地局装置、無線制御装置及び端末装置並びに方法を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】コグニティブパイロットチャネルの配信例を示す説明図である。
【図２】通信システムの一例を示す説明図である。
【図３】コグニティブパイロットチャネルの配信例を示す説明図である。
【図４】一実施例に係る通信システムを示す説明図である。
【図５】一実施例に係る基地局装置の動作を示す説明図である。
【図６】一実施例に係る基地局装置を示す部分ブロック図である。
【図７】一実施例に係る基地局装置の動作を示すフロー図である。
【図８】一実施例に係る基地局装置を示す部分ブロック図である。
【図９】一実施例に係る基地局装置の動作を示すフロー図である。
【図１０】一実施例に係る基地局装置の動作を示す説明図である。
【図１１】一実施例に係る基地局装置の動作を示す説明図である。
【図１２】一実施例に係る基地局装置を示す部分ブロック図である。
【図１３】一実施例に係る基地局装置の動作を示す説明図である。
【図１４】一実施例に係る基地局装置を示す部分ブロック図である。
【図１５】一実施例に係る基地局装置の動作を示すフロー図である。
【図１６】一実施例に係る基地局装置の動作を示す説明図である。
【図１７】一実施例に係る無線制御装置及び基地局装置を示す部分ブロック図である。
【図１８】一実施例に係る基地局装置の動作を示す説明図である。
【図１９】一実施例に係る端末装置を示す部分ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施例を、図面を参照しつつ説明する。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。
（第１の実施例）
　本実施例に係る通信システムについて、図４を参照して説明する。本実施例に係る通信
システムは基地局装置２００（２００１、２００２）を含む。また、本実施例に係る通信
システムは無線制御装置を含む。また、本実施例に係る通信システムは端末装置１００を
含む。また、無線制御装置の機能が基地局装置に含まれるようにしてもよい。図４には、
２の基地局装置が示されるが３以上であってもよい。また、図４には、１の端末装置が示
されるが２以上であってもよい。
【００１５】
　各基地局装置２００は、制御情報を配信する地域（領域）として、コグニティブパイロ
ットチャネルセル(CPC　Cell:　Cognitive　Pilot　Channel　Cell)（以下、CPC　Cellと
呼ぶ）をカバーする。各CPC　Cellは、複数のメッシュ(Mesh)を含む。メッシュとは、基
地局装置がカバーするエリアを複数に分割したエリアである。図４に示される例では、CP
C　Cell#１に含まれるMesh#iと、CPC　Cell#2に含まれるMesh#jとは隣接する。また、図
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４に示される例では、同様のハッチングが付されたメッシュは同じ無線通信システムによ
りカバーされる。ここで、コグニティブパイロットチャネルとは、各メッシュの制御情報
である。例えば、制御情報には、当該メッシュで運用されている無線通信システムの制御
情報が含まれるようにしてもよい。
【００１６】
　本実施例に係る基地局装置２００が制御情報を配信するメッシュの順序について、図５
を参照して説明する。制御情報には、コグニティブパイロットチャネルが含まれるように
してもよい。また、制御情報には、共通制御チャネルが含まれるようにしてもよい。図５
には、基地局装置２００が配信するメッシュの順番の一例が示される。
【００１７】
　本実施例に係る基地局装置２００は、各メッシュの制御情報を配信する際に、送信する
メッシュの順序をランダム化する。言い換えれば、該基地局装置２００は、各メッシュの
制御情報を配信する度に、前回からの時間間隔を変更する。このように、同一制御信号を
等時間間隔にて配信するのではなく、前回からの時間間隔を変更することにより、該基地
局装置２００に含まれるメッシュ#iにおいて制御情報が送信されるタイミングと、該メッ
シュ#iに隣接するCPC　Cell#2に含まれるメッシュ#jにおいて制御情報が配信されるタイ
ミングとが重なる確率を低減する。すなわち、当該基地局装置２００が配信する所定のメ
ッシュにおいて、該所定のメッシュに配信されるタイミングと同一タイミングで隣接する
基地局装置が配信するメッシュが、配信の度に異なるようにする。
【００１８】
　図５に示される例では、CPC　Cell#1においてMesh#iの制御情報を配信する際に、該配
信する時間間隔がランダム化される。このようにすることにより、ある配信タイミングで
は、Mesh#iにおいて制御情報が送信されるタイミングと、該Mesh#iに隣接するCPC　Cell#
2に含まれるメッシュ#jにおいて制御情報が送信されるタイミングとが重なる場合であっ
ても、その後の配信タイミングを異ならせることができる。このため、Mesh#iに位置する
端末装置１００は、該Mesh#iに隣接するMesh#jへ配信された干渉が低減されるため、受信
品質を改善できる。図５に示される例では、最初の送信タイミングでは、CPC　Cell#1に
含まれるメッシュ#iにおいて制御情報が送信されるタイミングと、該メッシュ#iに隣接す
るCPC　Cell#2に含まれるメッシュ#jにおいて制御情報が送信されるタイミングとが重な
るが、次の制御情報が送信されるタイミングは異なる。
【００１９】
　本実施例に係る基地局装置２００について、図６を参照して説明する。
【００２０】
　本実施例に係る基地局装置２００は、乱数生成部２０８を有する。乱数生成部２０８は
、制御情報の配信順序をランダム化するための乱数を生成する。乱数生成部２０８は、生
成した乱数を後述する送信タイミング決定部２０６に入力する。
【００２１】
　本実施例に係る基地局装置２００は、送信タイミング決定部２０６を有する。送信タイ
ミング決定部２０６は、乱数生成部２０８において生成した乱数に基づいて、当該基地局
装置２００がカバーするCPC　Cellに含まれる各メッシュにおける制御情報の配信順序を
決定する。送信タイミング決定部２０６は、決定した配信順序に従って、メッシュの送信
時刻となった場合に、配信するメッシュの識別子を後述する共通制御チャネル情報データ
ベース部２０２に入力する。該メッシュの識別子には、メッシュ番号が含まれてもよい。
【００２２】
　本実施例に係る基地局装置２００は、共通制御チャネル情報データベース部２０２を有
する。共通制御チャネル情報データベース部２０２は、各メッシュ内の無線システムを利
用して通信を行うために必要となる制御情報を保持する。ここで保持される制御情報は、
最低限必要となる制御情報であってもよい。共通制御チャネル情報データベース部２０２
は、入力されたメッシュの識別子に基づいて、該当する共通制御チャネルを後述する制御
チャネル送信部２０４に入力する。
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【００２３】
　本実施例に係る基地局装置２００は、制御チャネル送信部２０４を有する。制御チャネ
ル送信部２０４は、入力された共通制御チャネルを配信する。
【００２４】
　本実施例に係る基地局装置２００の動作について、図７を参照して説明する。
【００２５】
　基地局装置２００は、乱数を生成する（ステップＳ７０２）。例えば、乱数生成部２０
８は、乱数を生成する。この乱数は一様乱数や正規乱数や対数正規乱数であってもよい。
【００２６】
　基地局装置２００は、生成された乱数に基づいて、各メッシュの配信順序を決定する（
ステップＳ７０４）。例えば、送信タイミング決定部２０６は、乱数生成部２０８におい
て生成された乱数を元に、各メッシュの配信順序を決定する。
【００２７】
　基地局装置２００は、ステップＳ７０４において決定された配信順序に従って、メッシ
ュの制御情報を送信する（ステップＳ７０６）。送信タイミング決定部２０６は、決定し
た配信順序に基づいて、メッシュの送信順序となった場合に、共通制御チャネル情報デー
タベース部２０２に、配信するメッシュの識別子を通知する。共通制御チャネル情報デー
タベース部２０２は、送信タイミング決定部２０６により通知されたメッシュの識別子に
基づいて、該メッシュの識別子に対応する該メッシュの制御情報を制御チャネル送信部２
０４に入力する。制御チャネル送信部２０４は、入力されたメッシュの制御情報を、予め
定められた無線通信方式により変調し、送信を行う。
（第２の実施例）
　本実施例に係る通信システムは、図４を参照して説明した通信システムと同様である。
【００２８】
　本実施例に係る基地局装置２００は、制御情報を送信するメッシュの位置に応じて、該
制御情報の送信電力を変更する。
【００２９】
　本実施例に係る基地局装置２００について、図８を参照して説明する。
【００３０】
　本実施例にかかる基地局装置２００は、メッシュ位置データベース部２１２を有する。
メッシュ位置データベース部２１２は、当該基地局装置２００がカバーするCPC　Cellに
含まれるメッシュの位置を保持する。
【００３１】
　本実施例にかかる基地局装置２００は、基準送信電力データベース部２１０を有する。
基準送信電力データベース部２１０は、各メッシュにおける基準となる送信電力を示す情
報を保持する。
【００３２】
　本実施例に係る基地局装置２００は、共通制御チャネル情報データベース部２０２を有
する。共通制御チャネル情報データベース部２０２は、各メッシュ内の無線システムを利
用して通信を行うために必要となる制御情報を保持する。ここで保持される制御情報は、
最低限必要となる制御情報であってもよい。共通制御チャネル情報データベース部２０２
は、保持する制御情報を後述する制御チャネル送信部２０４に入力する。
【００３３】
　本実施例に係る基地局装置２００は、制御チャネル送信部２０４を有する。制御チャネ
ル送信部２０４は、基準送信電力データベース部２１０に保持された送信電力に従って制
御情報を配信する。
【００３４】
　本実施例に係る基地局装置２００の動作について、図９を参照して説明する。
【００３５】
　本実施例では、制御情報が送信されるメッシュの順序は予め決定される。
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【００３６】
　基地局装置２００は、メッシュの配信順序に従って、配信するメッシュの位置情報を求
める（ステップＳ９０２）。例えば、メッシュ位置データベース部２１２は、メッシュの
配信順序に従って、配信するメッシュの位置情報を求める。そして、メッシュ位置データ
ベース部２１２は、配信するメッシュの位置情報を基準送信電力データベース部２１０に
入力する。
【００３７】
　基地局装置２００は、ステップＳ９０２において求められたメッシュの位置に基づいて
、送信電力を求める（ステップＳ９０４）。例えば、基準送信電力データベース部２１０
は、入力されたメッシュの位置情報に基づいて、該位置に対応する送信電力を求める。例
えば、基準送信電力データベース部２１０には、当該基地局装置２００からの距離に応じ
て、該基地局装置２００がカバーするCPC　Cellに含まれるメッシュに対応する送信電力
が規定される。例えば、図１０に示すように、基地局装置２００から近い距離に位置する
メッシュに対しては小さい送信電力が規定される。また、基地局装置２００から遠い距離
に位置するメッシュに対しては大きい送信電力が規定される。これは一例であり、メッシ
ュの位置に対応する送信電力は適宜変更可能である。基準送信電力データベース部２１０
は、送信電力を示す情報を制御チャネル送信部２０４に入力する。
【００３８】
　基地局装置２００は、共通制御チャネル情報データベース部２０２により入力された共
通制御チャネルを、ステップＳ９０４において求められた送信電力で送信する（ステップ
Ｓ９０６）。共通制御チャネル情報データベース部２０２は、メッシュの配信順序に従っ
て、共通制御チャネルを制御チャネル送信部２０４に入力する。制御チャネル送信部２０
４は、入力されたメッシュの制御情報を、基準送信電力データベース部２１０から通知さ
れた送信電力で送信する。
【００３９】
　本実施例によれば、送信するメッシュ毎に、送信電力を異ならせることができる。この
ため、メッシュの位置に応じて干渉電力を制御することが可能となる。図１１に、各メッ
シュの送信電力と受信タイミングの関係を示す。図１１において、縦軸は送信電力であり
、横軸は時間である。
【００４０】
　本実施例によれば、隣接するメッシュにおいて受信タイミングが重なった場合でも、そ
の制御情報の送信電力は異なる。このため、端末装置が受信する制御情報が受ける干渉を
低減できる。よって、メッシュ単位で、制御情報の受信品質の制御を図ることができると
共に、端末装置における受信品質の向上を図ることが可能となる。
（第３の実施例）
　本実施例に係る通信システムは、図４を参照して説明した通信システムと同様である。
【００４１】
　本実施例に係る基地局装置２００は、制御情報を送信するメッシュの位置に応じて、該
制御情報の送信電力を変更する。この場合、本実施例に係る基地局装置２００では、メッ
シュの位置により平均送信電力が予め決定される。本実施例に係る基地局装置２００は、
該平均送信電力に基づいて、送信電力制御を行う。
【００４２】
　本実施例に係る基地局装置２００について、図１２を参照して説明する。本実施例に係
る基地局装置２００は、図８を参照して説明した基地局装置２００に、乱数生成部２１４
及び送信電力決定部２１６を有する。
【００４３】
　乱数生成部２１４は乱数を生成する。この乱数は一様乱数や正規乱数や対数正規乱数で
あってもよい。乱数生成部２１４は、生成した乱数を送信電力決定部２１６に入力する。
【００４４】
　送信電力決定部２１６は、制御情報の送信電力を決定する。例えば、送信電力決定部２
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１６は、各メッシュに対して予め決定された平均送信電力に基づいて、該平均送信電力と
なるように、当該基地局装置が送信可能な電力の範囲内で、複数回送信する制御情報の送
信電力をランダムに制御する。例えば、送信電力決定部２１６は、入力された乱数に基づ
いて、上述した条件を満足するように送信電力を決定する。
【００４５】
　本実施例によれば、各メッシュの制御情報の送信電力を、送信する度に変更することが
できる。このため、干渉の影響を常に変動させることができ、端末装置における受信品質
を向上させることが可能である。図１３には、配信するメッシュ位置により決定される平
均送信電力に基づいて、送信電力制御が行われる場合の送信タイミングと送信電力との関
係を示す。図１３において、縦軸は送信電力であり、横軸は時間である。
（第４の実施例）
　本実施例に係る通信システムは、図４を参照して説明した通信システムと同様である。
【００４６】
　本実施例に係る基地局装置２００は、各メッシュの配信順序をランダム化し、加えてメ
ッシュ位置に基づいて送信電力を制御する。
【００４７】
　本実施例に係る基地局装置２００は、図１４に示すように、上述した第１の実施例に係
る基地局装置と第３の実施例に係る基地局装置とを組み合わせたものである。
【００４８】
　本実施例に係る基地局装置２００の動作について、図１５を参照して説明する。
【００４９】
　基地局装置２００は、乱数を生成する（ステップＳ１５０２）。例えば、乱数生成部２
０８は、乱数を生成する。
【００５０】
　基地局装置２００は、生成された乱数に基づいて、各メッシュの配信順序を決定する（
ステップＳ１５０４）。例えば、送信タイミング決定部２０６は、乱数生成部２０８にお
いて生成された乱数を元に、各メッシュの配信順序を決定する。
【００５１】
　基地局装置２００は、ステップＳ１５０４において決定されたメッシュの配信順序に従
って、配信するメッシュの位置情報を求める（ステップＳ１５０６）。例えば、メッシュ
位置データベース部２１２は、メッシュの配信順序に従って、配信するメッシュの位置情
報を求める。そして、メッシュ位置データベース部２１２は、配信するメッシュの位置情
報を基準送信電力データベース部２１０に入力する。
【００５２】
　基地局装置２００は、ステップＳ１５０６において求められたメッシュの位置に基づい
て、送信電力を求める（ステップＳ１５０８）。例えば、送信電力決定部２１６は、各メ
ッシュに対して予め決定された平均送信電力に基づいて、該平均送信電力となるように、
当該基地局装置が送信可能な電力の範囲内で、複数回送信する制御情報の送信電力をラン
ダムに制御する。例えば、送信電力決定部２１６は、入力された乱数に基づいて、上述し
た条件を満足するように送信電力を決定する。
【００５３】
　基地局装置２００は、ステップＳ１５０４において決定された配信順序に従って、ステ
ップＳ１５０８において求められた送信電力で制御情報を送信する（ステップＳ１５１０
）。
【００５４】
　本実施例によれば、配信するメッシュの順序をランダム化できる。さらに、配信するメ
ッシュ位置により決定される平均送信電力に基づいて、送信電力制御を行うことができる
。図１６には、本実施例に係る基地局装置における配信するメッシュの順序のランダム化
と、配信するメッシュ位置に基づいて送信電力制御を行う場合の動作の一例が示される。
図１６において、縦軸は送信電力であり、横軸は時間である。
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【００５５】
　本実施例によれば、配信するメッシュの順序をランダム化し、さらに配信する際の送信
電力をメッシュ位置に基づいた平均送信電力を利用して制御することにより、隣接する基
地局装置に対する干渉信号の影響を低減することができる。
【００５６】
　また、第１の実施例に係る基地局装置の機能と第２の実施例に係る基地局装置の機能と
を組み合わせるようにしてもよい。このようにすることにより、配信するメッシュの順序
をランダム化でき、送信するメッシュ毎に送信電力を異ならせることができる。
（第５の実施例）
　本実施例に係る通信システムは、図４を参照して説明した通信システムと同様である。
【００５７】
　本実施例に係る通信システムでは、基地局装置２００１と基地局装置２００２とが同期
して制御情報の配信を行う。
【００５８】
　基地局装置２００１と基地局装置２００２は、無線制御装置３００と接続される。無線
制御装置３００は、基地局装置２００１と基地局装置２００２とを同期させる。基地局装
置２００１と基地局装置２００２は同期して、各メッシュの制御情報を送信する。
【００５９】
　本実施例に係る無線制御装置３００について、図１７を参照して説明する。図１７には
、説明の便宜のため、１の基地局装置２００が示されるが複数であってもよい。
【００６０】
　本実施例に係る無線制御装置３００は、タイマー３０２を有する。タイマー３０２は、
制御する基地局装置を同期させる。ここでは、基地局装置２００１と基地局装置２００２

とを同期させるために使用される。
【００６１】
　本実施例に係る無線制御装置３００は、基地局位置情報記憶部３０４を有する。基地局
位置情報記憶部３０４は、当該無線制御装置３００に接続された基地局装置の位置情報を
保有する。
【００６２】
　本実施例に係る無線制御装置３００は、送信基地局制御部３０６を有する。送信基地局
制御部３０６は、各基地局装置２００に対して、同期して送信させる制御を行う。
【００６３】
　本実施例に係る無線制御装置３００は、共通制御チャネル情報更新部３０８を有する。
共通制御チャネル情報更新部３０８は、当該無線制御装置３００が制御する全基地局装置
により保有され、管理される地域の制御情報の管理・更新を行う。
【００６４】
　本実施例に係る基地局装置２００について、図１７を参照して説明する。
【００６５】
　本実施例に係る基地局装置２００は、ネットワーク(NW)タイマー同期制御部２１８を有
する。NWタイマー同期制御部２１８は、無線制御装置３００から通知されるタイマー情報
に基づいて、他の基地局装置との同期を制御する。
【００６６】
　本実施例に係る基地局装置２００は、タイマー２２２を有する。タイマー２２２は、当
該基地局装置２００により保有される。タイマー２２２は、NWタイマー同期制御部２１８
により制御される。
【００６７】
　本実施例に係る基地局装置２００は、GPS信号受信部２２０を有する。GPS信号受信部２
２０は、無線制御装置３００から通知されるタイマー情報の遅延が生じた場合に、該遅延
の補正を行うためのGPS信号を受信する。
【００６８】
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　本実施例に係る基地局装置２００は、時刻同期制御部２２４を有する。時刻同期制御部
２２４は、タイマー２２２により入力されたタイマー情報に基づいて、時刻同期を行う。
また、時刻同期制御部２２４は、無線制御装置３００から通知されたタイマー情報の遅延
が生じた場合には、GPS信号受信部２２０により入力されたGPS信号に基づいて、時刻同期
の補正を行う。
【００６９】
　本実施例に係る基地局装置２００は、送信メッシュ情報制御部２２６を有する。送信メ
ッシュ情報制御部２２６は、無線制御装置３００から通知された送信時刻をメッシュの制
御信号として配信する制御を行う。また、送信メッシュ情報制御部２２６は、無線制御装
置３００から通知された送信電力をメッシュの制御信号として配信する制御を行うように
してもよい。
【００７０】
　本実施例に係る基地局装置２００は、共通制御チャネル情報データベース部２０２を有
する。共通制御チャネル情報データベース部２０２は、送信メッシュ情報制御部２２６及
び無線制御装置３００から通知された各メッシュの制御信号を保有する。
【００７１】
　本実施例に係る基地局装置２００は、制御チャネル送信部２０４を有する。制御チャネ
ル送信部２０４は、制御情報を送信する。
【００７２】
　本実施例によれば、配信する順序をランダム化し、さらに配信する送信電力の制御を行
った場合において、受信品質の確保が難しいと考えられるメッシュに対して、隣接する基
地局装置においても同一の制御情報を同一送信時刻にて送信させる。例えば、図１８に示
すように、無線制御装置３００は、各基地局装置が配信するメッシュのうち、他の基地局
装置が配信するメッシュと重複するメッシュについて、該重複するメッシュをカバーする
基地局装置に対して、該配信するタイミングが同じとなるように制御する。このようにす
ることにより、端末装置１００は、制御信号の受信電力の向上を図ることができる。また
、隣接する基地局装置から異なるメッシュの制御情報が配信されないため、端末装置１０
０は、干渉信号の除去を行うことができ、受信品質を向上させることができる。また、図
１７を参照して説明した基地局装置と、図６，図８、図１２又は図１４を参照して説明し
た基地局装置とを組み合わせても同様である。
（第６の実施例）
　本実施例に係る通信システムは、図４を参照して説明した通信システムと同様である。
【００７３】
　本実施例に係る端末装置１００は、上述した全実施例に適用される。
【００７４】
　本実施例に係る端末装置１００について、図１９を参照して説明する。
【００７５】
　本実施例に係る端末装置１００は、受信信号合成処理部１０２を有する。受信信号合成
処理部１０２は、基地局装置２００から複数回送信される制御信号を合成するための制御
を行う。
【００７６】
　本実施例に係る端末装置１００は、受信信号記憶部１０４を有する。受信信号記憶部１
０４は、受信処理を行うまでに受信した信号を保持する。
【００７７】
　本実施例に係る端末装置１００は、合成処理制御部１０６を有する。合成処理制御部１
０６は、受信信号を合成する。
【００７８】
　本実施例に係る端末装置１００は、制御信号処理部１０８を有する。制御信号処理部１
０８は、制御信号に基づいて、当該端末装置１００が存在するメッシュで運用されている
無線システムの情報に基づいて制御を行う。
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【００７９】
　本実施例に係る無線通信システムでは、各メッシュの制御情報は異なる配信間隔及び／
又は送信電力により複数回送信される。このため、端末装置１００では、送信回ごとに異
なる受信品質を得られる。端末装置１００は、受信品質が異なることを加味して受信信号
合成処理部１０２にて合成処理を行うことが好ましい。このようにすることにより、受信
品質を向上させることができる。受信信号を合成することにより、隣接基地局装置の配信
順序が異なるために干渉電力が大きすぎた場合でも次の送信機会では小さな干渉電力の環
境での受信品質を得られる可能性が高いためである。また送信電力が小さすぎた場合にお
いても、次の配信順序において高い送信電力で配信され良好な受信品質を得られる可能性
が高いためである。
【００８０】
　本実施例に係る基地局装置によれば、各メッシュの配信順序をランダム化する。例えば
、配信するメッシュをランダムに抽出し、そのメッシュの制御情報を配信する。このよう
にすることにより、端末装置に対して、同一の干渉信号を与えず常に異なる受信状態とす
ることができる。例えば、隣接基地局装置も同様に異なるメッシュの情報を配信すること
から、端末装置で受信する際には異なる干渉信号となる。その結果、端末装置において、
受信品質を向上させることができる。
【００８１】
　また、本実施例に係る基地局装置によれば、配信するメッシュ位置に基づいて、送信電
力を決定する。このようにすることにより、端末装置に対して、隣接の基地局装置から送
信させる干渉信号の影響を低減することができる。例えば、配信する際の送信電力を、配
信するメッシュ内で受信可能な最低限の電力とするとするようにしてもよい。メッシュ内
で受信可能な最低限の電力にて送信するため、過剰な電力で送信せず、隣接する地域に対
して干渉となる信号を小さくすることができるためである。また、例えば、各メッシュに
対する平均送信電力を規定し、その平均値を満足し、基地局装置が送信可能な電力の範囲
内で、複数回送信する制御情報の送信電力をランダムに制御するようにしてもよい。送信
電力をランダムに選択することにより、隣接する地域に対する干渉信号をある送信時間に
おいては小さくすることが可能である。特に、今回想定する制御信号のような複数回の同
一信号送信の場合には受信成功確率を大きくすることができる。
【００８２】
　また、本実施例に係る基地局装置によれば、配信するメッシュ順序のランダム化及び／
又は配信するメッシュ位置に基づいた送信電力制御を行うことにより、端末装置において
、該端末装置が必要とするメッシュに関する情報を、連続して大きな干渉信号と同時に受
信する確率を小さくでき、受信品質の向上を図ることができる。
【００８３】
　また、本実施例に係る基地局装置によれば、複数の基地局装置において同時に一部のメ
ッシュの制御情報を送信する。このようにすることにより、端末装置に対して、干渉信号
を低減し、受信品質を向上させることができる。例えば、各基地局装置が担当する地域の
端などの、最大送信電力や高効率な配信順番に基づいて送信した場合においても受信品質
の確保が効率的に行えない地域に対して、隣接する地域で運用している基地局装置からも
同一送信時間に同一制御信号を配信するようにしてもよい。同一送信時間に同一制御信号
を配信することにより、受信電力の向上及び干渉電力を低減させることができるためであ
る。さらに、配信するメッシュの順番のランダム化及び／又は配信するメッシュ位置に基
づいた送信電力制御を同時に行うようにしてもよい。例えば、同一送信時間に同一制御信
号を配信するために、基地局装置を制御する無線制御装置は、同一時間に送信したほうが
好ましいメッシュの配信時間及び送信電力などを制御する。そして、無線制御装置は、該
制御に基づいて、基地局装置に対して、同一信号を送信しないメッシュに対して配信時間
をランダムに選択する。
【００８４】
　本実施例に係る端末装置によれば、制御信号が複数回配信されるため、それらの信号を
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配信タイミングごとに受信処理するだけでなく、それまでに受信した信号も合成すること
ができる。該端末装置によれば、それまでに受信した信号も合成することにより、時間ダ
イバーシチ効果を得られ受信品質を向上させることができる。
【００８５】
　以上の実施例を含む実施形態に関し、更に、以下の項目を開示する。
（１）　カバーするエリアを複数に分割したエリアを単位として制御情報を送信する手段
と、
　前記分割したエリアに対応する制御情報を格納する手段と、
　前記分割したエリア毎の配信順序を決定する手段と
　を有し、
　前記決定する手段は、前記分割したエリア毎の配信順序をランダムに決定することを特
徴とする基地局装置。
（２）　（１）に記載の基地局装置において、
　前記分割したエリアの位置に基づいて、前記制御情報の送信電力を制御する手段
　を有することを特徴とする基地局装置。
（３）　（１）又は（２）に記載の基地局装置において、
　他の基地局装置との間で同期を行う手段
　を有し、
　前記決定する手段は、前記他の基地局装置と重複する分割したエリアに配信するタイミ
ングと、該他の基地局装置が前記重複する分割したエリアに配信するタイミングとが同じ
になるように決定することを特徴とする基地局装置。
（４）　カバーするエリアを複数に分割したエリアを単位として制御情報を送信する手段
と、
　前記分割したエリアに対応する制御情報を格納する手段と、
　前記分割したエリアの位置に基づいて、前記制御情報の送信電力を制御する手段と
　を有することを特徴とする基地局装置。
（５）　（２）又は（４）に記載の基地局装置において、
　前記制御する手段は、前記分割したエリアの位置に基づいて決定された電力が平均値と
なるように、前記制御情報の送信電力をランダムに制御することを特徴とする基地局装置
。
（６）　（１）ないし（５）のいずれか１項に記載の基地局装置において、
　前記送信する手段は、前記制御情報を複数回送信することを特徴とする基地局装置。
（７）　（１）ないし（６）のいずれか１項に記載の基地局装置において、
　前記制御情報には、当該分割したエリアで運用されている複数の無線通信システムの制
御情報が含まれることを特徴とする基地局装置。
（８）　複数の基地局装置を制御する無線制御装置であって、
　前記基地局装置は、カバーするエリアを複数に分割したエリアを単位として制御情報を
配信し、
　前記複数の基地局装置を同期させる手段と、
　各基地局装置がカバーする分割したエリアのうち、他の基地局装置がカバーする分割し
たエリアと重複する分割したエリアについて、該重複する分割したエリアをカバーする基
地局装置に対して、該配信するタイミングが同じとなるように制御する手段と
　を有することを特徴とする基地局装置。
（９）　カバーするエリアを複数に分割したエリアを単位として制御情報を送信する基地
局装置を有する通信システムにおける端末装置であって、
　前記基地局装置は、前記分割したエリア毎の配信順序をランダムに決定し、前記制御情
報を複数回送信し、
　前記複数回送信される制御情報を記憶する手段と、
　前記複数回送信される制御情報を合成する手段と
　を有することを特徴とする端末装置。
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（１０）　（９）に記載の端末装置において、
　前記基地局装置は、前記分割したエリアの位置に基づいて、前記制御情報の送信電力を
制御することを特徴とする端末装置。
（１１）　カバーするエリアを複数に分割したエリアを単位として制御情報を送信する基
地局装置を有する通信システムにおける端末装置であって、
　前記基地局装置は、前記分割したエリアの位置に基づいて、前記制御情報の送信電力を
制御し、前記制御情報を複数回送信し、
　前記複数回送信される制御情報を記憶する手段と、
　前記複数回送信される制御情報を合成する手段と
　を有することを特徴とする端末装置。
（１２）　カバーするエリアを複数に分割したエリアを単位として、制御情報を送信する
基地局装置における方法であって、
　前記分割したエリア毎の配信順序をランダムに決定するステップと、
　前記決定するステップにおいて決定された配信順序に従って、前記分割したエリアに対
応する制御情報を送信するステップと
　を有することを特徴とする方法。
（１３）　カバーするエリアを複数に分割したエリアを単位として、制御情報を送信する
基地局装置における方法であって、
　前記分割したエリアの位置に基づいて、前記制御情報の送信電力を制御するステップと
、
　前記制御するステップにおいて決定された送信電力により、前記分割したエリアに対応
する制御情報を送信するステップと
　を有することを特徴とする方法。
【符号の説明】
【００８６】
　１００　端末装置
　１０２　受信信号合成処理部
　１０４　受信信号記憶部
　１０６　合成処理制御部
　１０８　制御信号処理部
　２００（２００１、２００２）　基地局装置
　２０２　共通制御チャネル情報データベース部
　２０４　制御チャネル送信部
　２０６　送信タイミング決定部
　２０８　乱数生成部
　２１０　基準送信電力データベース部
　２１２　メッシュ位置データベース部
　２１４　乱数生成部
　２１６　送信電力決定部
　２１８　ネットワークタイマー同期制御部
　２２０　GPS信号受信部
　２２２　タイマー
　２２４　時刻同期制御部
　２２６　送信メッシュ情報制御部
　３００　無線制御装置
　３０２　タイマー
　３０４　基地局位置情報記憶部
　３０６　送信基地局制御部
　３０８　共通制御チャネル情報更新部
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