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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の地域に対して配信する配信装置であって、
　各地域では複数の無線通信システムが利用可能であり、
　前記地域毎に、利用できる無線通信システムを記憶する手段と、
　前記配信装置が配信する複数の地域のうち、運用される無線通信システムが同一である
第１の地域を選択する手段と、
　前記選択する手段により選択された第１の地域毎に、該無線通信システムに関する情報
の全て又は一部を配信する手段と
　を有することを特徴とする配信装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の配信装置において、
　前記配信手段は、前記第１の地域に含まれる地域の所属情報を配信することを特徴とす
る配信装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の配信装置において、
　前記配信手段は、前記第１の地域に含まれる地域の位置情報又は範囲を示す情報を配信
することを特徴とする配信装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の配信装置において、



(2) JP 5080406 B2 2012.11.21

10

20

30

40

50

　前記選択する手段は、無線パラメータが同一である第２の地域を選択し、
　前記配信する手段は、第２の地域毎に、該無線パラメータに関する情報の全て又は一部
を配信することを特徴とする配信装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の配信装置において、
　前記配信する手段は、前記第２の地域に含まれる地域の所属情報を配信することを特徴
とする配信装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の配信装置において、
　前記配信する手段は、前記第２の地域に含まれる地域の位置情報又は範囲を示す情報を
配信することを特徴とする配信装置。
【請求項７】
　請求項４ないし６のいずれか１項に記載の配信装置において、
　前記配信する手段は、前記第１又は第２の地域毎に、前記無線パラメータに関する情報
の一部を配信し、
　前記第１及び第２の地域に含まれる地域に、該情報の一部以外の情報を配信することを
特徴とする配信装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の配信装置において、
　前記記憶する手段は、任意の地域において利用できる無線通信システムが変更された場
合に、利用できる各無線通信システムを更新することを特徴とする配信装置。
【請求項９】
　請求項１に記載の配信装置において、
　前記選択する手段は、定期的に、第１の地域に含まれる地域の再選択を行うことを特徴
とする配信装置。
【請求項１０】
　請求項１ないし９のいずれか１項に記載の配信装置において、
　前記配信する手段は、前記無線通信システムに関する情報を定期的に報知することを特
徴とする配信装置。
【請求項１１】
　請求項１ないし１０のいずれか１項に記載の配信装置において、
　前記配信する手段は、端末装置による要求に従って、前記無線通信システムに関する情
報を送信することを特徴とする配信装置。
【請求項１２】
　配信装置により配信された制御情報を受信する端末装置であって、
　前記配信装置により、複数の地域に配信され、各地域では複数の無線通信システムが利
用可能であり、前記複数の地域で運用される無線通信システムが同一である第１の地域毎
に、該無線通信システムに関する情報の全て又は一部が配信され、
　前記端末装置は、
　前記配信装置により送信された無線通信システムに関する情報を受信する手段と、
　前記受信手段により受信された無線通信システムに関する情報に基づいて、接続する無
線通信システムを決定する手段と、
　前記決定する手段において決定された無線通信システムに接続する手段と
　を有することを特徴とする端末装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の端末装置において、
　前記配信装置により、前記複数の地域で運用される無線パラメータが同一である第２の
地域毎に、該無線パラメータに関する情報の全て又は一部が配信されるとともに、前記第
１の地域又は前記第２の地域に含まれる地域の位置情報又は範囲を示す情報が配信され、
　前記受信する手段は、前記第１の地域又は前記第２の地域に含まれる地域の位置情報又
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は範囲を示す情報を受信し、
　前記決定する手段は、前記受信手段により受信された前記第１の地域又は前記第２の地
域に含まれる地域の位置情報又は範囲を示す情報に基づいて、前記端末装置が前記第１の
地域又は前記第２の地域に位置するか否かを判断することを特徴とする端末装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の端末装置において、
　前記配信装置により、前記第１の地域又は前記第２の地域に含まれる地域の所属情報が
配信され、
　前記受信する手段は、前記第１の地域又は前記第２の地域に含まれる地域の所属情報を
受信し、
　前記受信する手段により受信された前記第１の地域又は前記第２の地域に含まれる地域
の所属情報に基づいて、前記端末装置が位置する前記第１の地域又は前記第２の地域に含
まれる地域の情報を取得する手段
　を有することを特徴とする端末装置。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の端末装置において、
　前記取得する手段は、前記決定する手段において、前記端末装置が前記第１の地域又は
前記第２の地域に位置すると判断した場合に、前記受信手段により受信された前記第１の
地域又は前記第２の地域に含まれる地域の属性情報に基づいて、前記端末装置が位置する
前記第１の地域又は前記第２の地域に含まれる地域の情報を取得することを特徴とする端
末装置。
【請求項１６】
　請求項１４又は１５に記載の端末装置において、
　前記配信装置により、配信する複数の地域のうち、運用される無線通信システムが同一
である前記第１の地域毎又は無線パラメータが同一である前記第２の地域毎に、無線通信
システムに関する情報又は無線パラメータに関する情報の一部が配信され、前記第１の地
域又は前記第２の地域に含まれる地域に、無線通信システムに関する情報又は無線パラメ
ータに関する情報の一部以外の情報が配信され、
　前記受信する手段は、前記決定する手段において、前記端末装置が前記第１の地域又は
前記第２の地域に位置すると判断した場合に、前記第１の地域又は前記第２の地域に含ま
れる地域に配信された無線通信システムに関する情報又は無線パラメータに関する情報の
一部以外の情報を受信し、
　前記取得する手段は、前記受信する手段により受信した情報に基づいて、前記端末装置
が位置すると判断した前記第１の地域又は前記第２の地域に含まれる地域の無線通信シス
テムに関する情報又は無線パラメータに関する情報の全てを取得することを特徴とする端
末装置。
【請求項１７】
　請求項１２ないし１６のいずれか１項に記載の端末装置において、
　無線通信システムに関する情報の送信を要求する信号を送信する手段
　を有することを特徴とする端末装置。
【請求項１８】
　複数の地域に対して配信する配信装置と、該配信装置により配信された制御情報を受信
する端末装置とを有するシステムであって、
　各地域では複数の無線通信システムが利用可能であり、
　前記配信装置は、
　前記地域毎に、利用できる無線通信システムを記憶する手段と、
　前記配信装置が配信する複数の地域のうち、運用される無線通信システムが同一である
第１の地域を選択する手段と、
　前記選択する手段により選択された第１の地域毎に、該無線通信システムに関する情報
の全て又は一部を配信する手段と
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　を有し、
　前記端末装置は、
　前記配信装置により送信された無線通信システムに関する情報を受信する手段と、
　前記受信手段により受信された無線通信システムに関する情報に基づいて、接続する無
線通信システムを決定する手段と、
　前記決定する手段において決定された無線通信システムに接続する手段と
　を有することを特徴とするシステム。
【請求項１９】
　複数の地域に対して配信する配信装置と、該配信装置により配信された制御情報を受信
する端末装置とを有するシステムにおける方法であって、
　各地域では複数の無線通信システムが利用可能であり、
　前記配信装置は、
　前記配信装置が配信する複数の地域のうち、運用される無線通信システムが同一である
第１の地域を選択するステップと、
　前記選択するステップにより選択された第１の地域毎に、該無線通信システムに関する
情報又は無線パラメータに関する情報の全て又は一部を配信するステップと
　を有し、
　前記端末装置は、
　前記配信装置により送信された無線通信システムに関する情報を受信するステップと、
　前記受信するステップにおいて受信された無線通信システムに関する情報に基づいて、
接続する無線通信システムを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無線通信システムに接続するステップと
　を有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、無線通信システムに関し、特に配信装置、端末装置及びシステム並びに方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信を高速化するためには広帯域が必要であるが、様々な無線通信システムが運用され
ているために、世界的に共通に広帯域な周波数帯域を確保することは困難である。そのた
め、複数の周波数帯域を利用して、各帯域に周波数利用の優先度を設け、該優先度に従っ
て、複数の無線通信システムが同一周波数帯を利用する方法が検討されている。また、世
界的に共通で利用可能な周波数帯域を確保することは困難であるため、複数の候補のうち
各国で選択して利用することが必要となり、端末装置は利用地域に応じて属する地域で運
用されている無線通信システムを識別する手段を有する必要がある。しかしながら、超広
帯域かつ多くの無線通信システムが利用されている中で、利用可能な無線帯域を識別する
機能は高い消費電力及び／又は長い識別時間を必要とする。また、周波数が共用される環
境において、優先度の高い無線通信システム（以下、「優先システム」と呼ぶ）への干渉
を与えないように同一の周波数帯域を利用しながら優先度の低い無線通信システム（以下
、「付加システム」と呼ぶ）は通信を行う。この技術には、優先システムと付加システム
との間の伝搬損失を利用して優先システムへ与える干渉量を算出し認識する技術、及び認
識した干渉量に応じて付加システムの送信電力を制御する技術が含まれる。さらに、優先
システムの通信時におけるトラヒック量を考慮して許容可能である干渉量を算出し、付加
システムの送信電力の制御を行うこともできる。例えば、優先システムのトラヒックの少
ない時間帯においては許容可能干渉量を大きくし、優先システムのトラヒックが多い時間
帯に比べて大きな最大送信電力で運用するように付加システムの制御を行うこともできる
。
【０００３】
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　このような技術の利用を行う場合、動的に周波数の利用方法が変更されてしまうために
、端末装置は常に利用可能な周波数帯域及び無線通信システムを識別する機能を利用しな
ければならない。
【０００４】
　このように周波数利用方法の動的な変化に対応する手段として、各地域で運用されてい
る無線通信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　Pilot　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
可能な無線通信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、無線通信システム
の一部のパラメータの変更の際にも上記の制御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。
【０００５】
　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、及び無線通信システムパ
ラメータの変更の際の対応が可能になる。また、無線通信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、周波数利用効率の向上を期待することが可能である。
【０００６】
　本技術では、基地局装置がカバーするエリア内を複数に分割する。該分割されたエリア
は、メッシュと呼ばれてもよい。該基地局装置がカバーするエリアでは、制御信号が配信
される。そして、該基地局装置は、メッシュ単位で、無線通信システムの基本パラメータ
情報などの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。また、制御信号の配信方法として、報知型配信方法とオンデマンド型配信
方法の２種類がある。報知型配信方法では、基地局装置は、当該基地局装置が担当する地
域内のメッシュに対応する制御情報を定期的に配信する。オンデマンド型配信方法では、
基地局装置は、端末装置からの配信要求に応じて、該端末装置が要求したメッシュに対応
する制御情報を配信する。また、配信する制御信号の一部を分割し、複数の配信局及び手
段を利用した配信方法を提供するHierarchical　Advertiser　CPCが提案されている。
【非特許文献１】J.　Perez-Romero、　at　al.、　"A　Novel　On-Demand　Cognitive　
Pilot　Channel　enabling　Dynamic　Spectrum　Allocation、"　IEEE　Dyspan　2007.
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　配信装置は、当該配信装置がカバーするエリア内をメッシュ単位に分割して個々のメッ
シュに対応した情報を配信する。このため、多くの場合、情報が配信されたメッシュに近
接するメッシュでは同様の無線システム及び無線パラメータを利用して運用されているこ
とが想定される。しかしながら、メッシュの位置が異なっているために、同一の無線シス
テムおよび無線パラメータを利用しているメッシュ間において、同一の情報を配信する場
合でも、異なる情報として配信しなければならず、周波数利用効率を大きく下げる要因と
なっていた。
【０００８】
　そこで本配信装置、端末装置及びシステム並びに方法は、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、同一のシステム情報を有する複数の地域に所属す
る端末装置に同時にシステム情報を配信することである。
【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、本配信装置は、
　複数の地域に対して配信する配信装置であって、
　各地域では複数の無線通信システムが利用可能であり、
　前記地域毎に、利用できる無線通信システムを記憶する手段と、
　前記配信装置が配信する複数の地域のうち、運用される無線通信システムが同一である
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第１の地域を選択する手段と、
　前記選択する手段により選択された第１の地域毎に、該無線通信システムに関する情報
の全て又は一部を配信する手段と
　を有する。
【００１０】
　本端末装置は、
　配信装置により配信された制御情報を受信する端末装置であって、
　前記配信装置により、複数の地域に配信され、各地域では複数の無線通信システムが利
用可能であり、前記複数の地域で運用される無線通信システムが同一である第１の地域毎
に、該無線通信システムに関する情報の全て又は一部が配信され、
　前記端末装置は、
　前記配信装置により送信された無線通信システムに関する情報を受信する手段と、
　前記受信手段により受信された無線通信システムに関する情報に基づいて、接続する無
線通信システムを決定する手段と、
　前記決定する手段において決定された無線通信システムに接続する手段と
　を有する。
【００１１】
　本システムは、
　複数の地域に対して配信する配信装置と、該配信装置により配信された制御情報を受信
する端末装置とを有するシステムであって、
　各地域では複数の無線通信システムが利用可能であり、
　前記配信装置は、
　前記地域毎に、利用できる無線通信システムを記憶する手段と、
　前記配信装置が配信する複数の地域のうち、運用される無線通信システムが同一である
第１の地域を選択する手段と、
　前記選択する手段により選択された第１の地域毎に、該無線通信システムに関する情報
の全て又は一部を配信する手段と
　を有し、
　前記端末装置は、
　前記配信装置により送信された無線通信システムに関する情報を受信する手段と、
　前記受信手段により受信された無線通信システムに関する情報に基づいて、接続する無
線通信システムを決定する手段と、
　前記決定する手段において決定された無線通信システムに接続する手段と
　を有する。
【００１２】
　本方法は、
　複数の地域に対して配信する配信装置と、該配信装置により配信された制御情報を受信
する端末装置とを有するシステムにおける方法であって、
　各地域では複数の無線通信システムが利用可能であり、
　前記配信装置は、
　前記配信装置が配信する複数の地域のうち、運用される無線通信システムが同一である
第１の地域を選択するステップと、
　前記選択するステップにより選択された第１の地域毎に、該無線通信システムに関する
情報又は無線パラメータに関する情報の全て又は一部を配信するステップと
　を有し、
　前記端末装置は、
　前記配信装置により送信された無線通信システムに関する情報を受信するステップと、
　前記受信するステップにおいて受信された無線通信システムに関する情報に基づいて、
接続する無線通信システムを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無線通信システムに接続するステップと
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　を有する。

【発明の効果】
【００１３】
　開示の配信装置、端末装置及びシステム並びに方法によれば、同一のシステム情報を有
する複数の地域に所属する端末装置に同時にシステム情報を配信することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【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。
【００１５】
　本実施例に係る配信局（配信装置）は、複数の地域に対して使用される。各地域では、
１又は複数の無線通信システムが運用される。各地域では、１又は複数の無線通信システ
ムに接続するために必要となるシステム情報が、共通制御信号により端末装置に配信され
る。なお、該共通制御信号は、無線により配信されてもよいし、有線により配信されても
よい。また、配信局は、基地局に含まれてもよい。
【００１６】
　配信局は、当該配信局に属する地域内の無線通信システムに接続するのに必要なシステ
ム情報および配信先となる地域の情報と、同一のシステム情報を有する地域を１つの階層
地域とした地域の情報を記憶する。また、配信局は、当該配信局においてシステム情報と
地域情報と階層地域情報の配信を制御する。また、配信局は、該制御に従って、情報を配
信する。
【００１７】
　例えば、報知型配信を採用する配信局においては、その詳細については後述するが、配
信する地域情報を定期的に配信するための時刻管理を行うタイマーと、該タイマーに同期
して配信する情報を選択する配信スケジューリング手段を有するようにしてもよい。
【００１８】
　また、例えば、オンデマンド型配信を採用する配信局においては、その詳細については
後述するが、所属地域に属する端末装置からの要求信号を受信する要求信号受信手段と、
受信した要求信号から配信を要求した端末装置が所属する地域の解析を行う解析手段を有
するようにしてもよい。
【００１９】
　また、例えば、報知型配信及びオンデマンド型配信の両方を採用する場合には、上記全
手段を有するようにしてもよい。
【００２０】
　（システム）
　本実施例に係る配信局が適用されるネットワークについて説明する。
【００２１】
　本実施例に係る配信局は、複数の地域に対して使用される。言い換えれば、複数の地域
に対して、共通制御信号を配信する。各地域では、１又は複数の無線通信システムが運用
される。各地域では、１又は複数の無線通信システムに接続するために必要となるシステ
ム情報が、共通制御信号により端末装置に配信される。配信局は、当該配信局の属する（
カバーする）地域内で運用されている無線通信システムに接続するために必要となる該地
域内で運用されている無線通信システムの情報を有する。ここで、地域は１つのメッシュ
に相当するようにしてもよい。また、システムの情報（以下、システム情報または制御信
号と呼ぶ）には、各無線通信システムで使用される周波数情報、無線アクセス方式、運用
するオペレータの情報である課金情報などが含まれてもよい。また、周波数情報には、中
心周波数、帯域幅情報が含まれてもよい。また、無線アクセス方式には、無線アクセステ
クノロジ(RAT:　Radio　Access　Technology)情報が含まれてもよい。
【００２２】
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　隣接する地域は運用される環境が似ている可能性が高いため、多くの地域において、同
一の無線通信システム又は無線パラメータを利用して運用されていると想定される。複数
の同一無線通信システム又は無線パラメータを利用する地域の集まりを１つの上位階層地
域として定義する。以下、上位階層地域を上位地域と呼ぶ。また、以下、上位地域に属す
る地域を下位地域と呼ぶ。階層化されたメッシュの概要図を図１に示す。図１によれば、
配信局１００の配信する地域が階層化される。図１には、一例として、配信局１００がカ
バーするエリア内全体の共通制御情報が配信される地域と、メッシュ＃ｉ及びメッシュ＃
（ｉ＋１）の共通制御情報が配信される地域と、メッシュ＃（ｉ＋２）及びメッシュ＃（
ｉ＋３）の共通制御情報が配信される地域と、メッシュ＃ｉ－＃ｉ＋３の共通制御情報が
それぞれ配信される地域とが示される。例えば、配信局１００がカバーするエリア内全体
の共通制御情報が配信される地域は第１階層と呼ばれてもよい。また、メッシュ＃ｉ及び
メッシュ＃（ｉ＋１）の共通制御情報が配信される地域と、メッシュ＃（ｉ＋２）及びメ
ッシュ＃（ｉ＋３）の共通制御情報が配信される地域は第２階層と呼ばれてもよい。メッ
シュ＃ｉ－＃ｉ＋３の共通制御情報がそれぞれ配信される地域は第３階層と呼ばれてもよ
い。メッシュの構成は一例であり、配信するシステム情報の共通性に応じて、適宜変更可
能である。
【００２３】
　配信装置は、下位地域への配信と同様に、上位地域にて運用されている無線通信システ
ム又は無線パラメータに関する情報を配信する。上位地域へ配信する無線通信システム又
は無線パラメータに関する情報は、属する下位地域で利用されている無線通信システム又
は無線パラメータに関する情報のうち同一の情報のみを含む。また、上位地域へ配信する
無線通信システム又は無線パラメータに関する情報は、該上位地域に属する下位地域で利
用されている無線通信システム又は無線パラメータに関する情報のうち同一の情報の一部
を含むようにしてもよい。この場合、配信装置は、該同一の情報の一部以外の情報は、下
位地域へ配信する。
【００２４】
　本実施例に係る配信装置１００は、上位地域に属する（含まれる）下位地域の所属情報
を示す階層化メッシュ構成情報を保持し、配信する。加えて、下位地域の位置情報又は下
位地域となる範囲を示す情報を示すメッシュ構成情報を保持し、配信する。
【００２５】
　また、これらの情報は、動的に更新するようにしてもよい。このようにすることにより
、トラヒック量の変動などによる周波数利用方法の動的な変更にも対応できる。例えば、
トラヒックは、配信時間帯などに依存して変動する。また、このようにすることにより、
配信情報の効率化を図ることができ、周波数利用効率を向上させるためにも好ましい。
【００２６】
　また、複数の上位階層が属する上位階層を構成するようにしてもよい。このようにする
ことにより、複数の上位階層により同様の無線通信システム又は無線パラメータの一部又
は全てを利用する場合には、更なる配信情報の効率化を図ることができる。重複する無線
通信システム又は無線パラメータの一部又は全てを配信しないようにできるためである。
【００２７】
　本実施例に係る端末装置は、配信局から配信されるシステム情報に基づいて、接続する
無線通信システムを決定する。端末装置は、接続する無線通信システムの無線パラメータ
に従って、同期処理や接続処理を開始する。
【００２８】
　端末装置は、配信局から配信される該配信局の位置情報に基づいて、当該端末装置で取
得した端末位置情報を比較して属する地域を決定する。
【００２９】
　端末装置は、配信局から配信された階層化メッシュ構成情報に基づいて、当該端末装置
が属した地域が属する上位地域の情報を取得する。端末装置は、取得した地域位置情報及
び上位地域情報に基づいて、配信装置から配信された地域情報の中から当該端末装置が属
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する地域の情報を取得する。
【００３０】
　例えば、配信装置が上位地域へ配信する無線通信システム又は無線パラメータに関する
情報に、該上位地域に属する下位地域で利用されている無線通信システム又は無線パラメ
ータに関する情報のうち同一の情報の一部が含まれ、該同一の情報の一部以外の情報が、
下位地域へ配信される場合、端末装置は、当該端末装置が属する地域において配信される
無線通信システム又は無線パラメータに関する情報に含まれる下位地域で利用されている
無線通信システム又は無線パラメータに関する情報のうち同一の情報の一部を取得し、該
同一の情報の一部以外の情報を、下位地域へ配信される情報から取得する。
【００３１】
　本実施例に係る配信局が送信する配信情報について説明する。
【００３２】
　以下、本実施例に特に関連の深い要素を強調し、他の要素は図示の簡略を図るため省略
される場合がある。
【００３３】
　配信局１００は、当該配信局１００がカバーする地域（メッシュ）に対して、共通制御
信号を送信する。該地域には、１又は複数の無線通信システムが含まれる。配信局１００
は、該配信局１００がカバーする地域で運用される無線通信システムに接続するために必
要となるシステム情報を通知する。該システム情報は、共通制御信号に含まれてもよい。
ここで、配信される情報は、配信局毎に分割されてもよい。具体的には、共通制御信号は
、配信局毎に分割される。配信局１００が該配信局１００によりカバーされる地域で運用
される無線通信システムに接続するために必要となるシステム情報を通知する場合には、
コグニティブパイロットチャネル(Cognitive　Pilot　Channel:　CPC)が適用されてもよ
い。
【００３４】
　一方、配信する地域で運用される無線通信システムに接続するために必要となるシステ
ム情報と全て又は一部が同一のシステム情報を持つ地域を複数集めた地域（上位地域）が
定義される。配信局１００は、配信する共通制御信号を、該上位地域に対して配信する。
このようにすることにより複数の地域に同時にシステム情報を配信することができる。配
信局１００は、上位地域に属する地域(下位地域)の所属情報を階層化メッシュ構成情報と
して配信する。
【００３５】
　これまでのCPCでは、配信局に属する地域のシステム情報を配信する手段のみが検討さ
れており、動的に配信局に属する地域の構成を変更する手段、および配信局に属する地域
においてシステム情報の一部または全てが同一である場合にまとめて配信する手段につい
ては検討されていない。
【００３６】
　（配信情報）
　配信される情報の例について、図２を参照して説明する。基本となる配信フォーマット
について説明する。
【００３７】
　配信情報の基本配信フォーマットには、配信局番号(BS Index)、階層化レベルフラグ(L
evel Flag)及び制御信号(Control Message)が含まれる。配信局番号は固定長であっても
よい。配信局番号は、情報を配信する配信局を示す情報である。階層化レベルフラグは、
配信する情報が階層化地域に関連する情報であるかを示す。制御信号は、システム情報や
配信地域に関する情報などにより構成される配信情報が含まれる。例えば、配信局番号を
構成するビットが全て１であった場合には、その情報を配信する配信装置の情報であるこ
とを示すようにしてもよい。また、階層化レベルフラグが１の場合には上位地域に対する
配信情報であることを示すようにしてもよい。
【００３８】
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　メッシュ制御情報信号の例について、図３を参照して説明する。
【００３９】
　メッシュ制御情報信号では、配信先となる下位地域で運用されている無線通信システム
に関連する情報が配信される。メッシュ制御情報信号には、メッシュ番号(Mesh Index)、
制御信号番号(Control Index)、制御信号（Control Mssg）が含まれる。
【００４０】
　例えば、メッシュ番号、制御信号番号及び制御信号は、基本配信フォーマットの制御信
号の部分に含まれてもよい。この場合、配信局番号には、配信局(CPC-BS)の番号(配信局
番号)が含まれてもよい。また、階層化レベルフラグには、０（零）が含まれてもよい。
該零はメッシュ単位の情報を示すものであってもよい。メッシュ番号は配信先となる下位
地域を示す情報である。制御信号番号は配信情報に含まれる配信先の地域に配信する複数
の情報の種別を示す情報である。配信する情報に対する制御情報の量を示すものであって
もよい。例えば、制御情報の量には、制御信号数(Control Mssg.数)及び各制御信号(Cont
rol Mssg.)の先頭のビットを示すリンカ情報が含まれてもよい。リンカにはビット数位置
などの情報が含まれてもよい。
【００４１】
　メッシュ制御情報信号に含まれる配信する制御信号(Control Mssg.)には、端末装置が
属する下位地域において接続するために必要とする各制御信号が含まれる。例えば、各制
御信号には、利用オペレータ情報が含まれる。利用オペレータ情報には、利用オペレータ
名、利用周波数情報、利用RAT情報、最大送信電力情報が含まれてもよい。ここで、利用
周波数情報には、複数の周波数情報、例えば周波数情報１、周波数情報２が含まれてもよ
い。また、利用RAT情報には、複数のRAT情報が含まれてもよい。RAT情報には、同期信号
情報が含まれてもよい。また、最大送信電力情報には、複数の最大送信電力情報が含まれ
てもよい。複数の利用オペレータ情報が含まれてもよい。
【００４２】
　通常のCPC配信情報には、これらのような接続するための情報が含まれる。該接続する
ための情報には、接続可能なオペレータを検索するための情報、接続可能なRATを検索す
るための情報、送受信可能な最大電力が含まれる。
【００４３】
　メッシュ構成情報信号の例について、図４を参照して説明する。
【００４４】
　メッシュ構成情報信号は、配信局がカバーする全地域に対して、該下位地域の位置情報
、該下位地域の範囲に関する情報が含まれる。メッシュ構成情報信号のメッシュ番号(Mes
h Index)は、全て１であってもよい。この場合、このため、メッシュ制御情報信号に含ま
れるメッシュ番号のビット数と、メッシュ構成情報信号により指定されるメッシュ番号の
ビット数が同じであることが好ましい。
【００４５】
　メッシュ構成情報には、配信局が配信地域とするメッシュ（下位地域）のメッシュ数(N
o.Mesh)、配信先となるメッシュのメッシュ情報(Mesh Mssg)が含まれる。例えば、メッシ
ュ数及びメッシュ情報は、基本配信フォーマットの制御情報部分に含まれてもよい。この
場合、BS Indexには、配信する配信局番号が含まれてもよい。また、該当配信局が属する
メッシュの情報であるため、階層化レベルフラグには、０（零）が含まれてもよい。該零
は下位地域の情報を示すものであってもよい。メッシュ番号は１・・・１（全て１）であ
ってもよい。全て１に指定されることにより配信局のカバーするエリア内のメッシュ構成
に関する情報であることを示すようにしてもよい。
【００４６】
　メッシュ数は、配信局１００が配信する１又は複数の地域のうち、当該配信局がカバー
する下位地域の数である。メッシュ情報は、該配信局が配信先とする各メッシュ(下位地
域)の位置情報又は地域の範囲に関する情報である。例えば、該当するメッシュ番号、メ
ッシュ位置、メッシュカバー範囲（例えば、半径１００ｍなど）、メッシュ配信方法情報



(11) JP 5080406 B2 2012.11.21

10

20

30

40

50

（報知型配信又はオンデマンド型配信や報知型配信及びオンデマンド型配信の複合型配信
）が含まれてもよい。メッシュ配信方法情報は、オプションとしてもよい。このメッシュ
配信方法は、メッシュ単位で配信方法が異なる場合に指定されるようにしてもよい。位置
情報には下位地域の中心座標を緯度、経度にて表した情報が含まれてもよい。地域の範囲
に関する情報には下位地域の中心座標からの半径を示す情報が含まれてもよい。
【００４７】
　階層化メッシュ制御情報信号の例について、図５を参照して説明する。
【００４８】
　階層化メッシュ制御情報信号には、各地域が属する階層化されたメッシュ(上位地域)に
配信するシステム情報が含まれる。階層化メッシュ制御情報信号は、各地域が属する上位
地域に対して、属する複数の地域の同一のシステム情報（無線通信システムや無線パラメ
ータ情報）を配信する際に利用される。
　階層化メッシュ制御情報には、階層化メッシュ番号(L-Mesh Index)と、制御番号(Contr
ol　Index)と、制御信号(Control　Mssg)が含まれる。例えば、階層化メッシュ番号と、
制御番号と、制御信号は基本配信フォーマットの制御信号の部分に含まれてもよい。この
場合、配信局番号は、配信する配信局番号が含まれてもよい。また、階層化レベルフラグ
には、１が含まれてもよい。該１は階層化情報が配信されることを示すものであってもよ
い。階層化メッシュ番号は、配信する上位地域の番号が含まれてもよい。制御番号は、上
位地域に対して配信する制御信号を示す情報であり、配信する情報の制御情報量や種別情
報が含まれてもよい。例えば、制御情報(Control　Info)数、各制御情へのリンカが含ま
れてもよい。リンカはビット数位置などでもよい。
【００４９】
　制御情報には、上位地域に属する地域において同一のシステム情報の一部または全てが
含まれる。例えば、各制御信号には、利用オペレータ情報が含まれる。利用オペレータ情
報には、利用オペレータ名、利用周波数情報、利用RAT情報、最大送信電力情報が含まれ
てもよい。ここで、利用周波数情報には、複数の周波数情報、例えば周波数情報１、周波
数情報２が含まれてもよい。また、利用RAT情報には、複数のRAT情報が含まれてもよい。
RAT情報には、同期信号情報が含まれてもよい。また、最大送信電力情報には、複数の最
大送信電力情報が含まれてもよい。
【００５０】
　各制御情報には、複数の利用オペレータ情報が含まれてもよい。
【００５１】
　一方、CPCなどの通常の配信局の配信情報は、メッシュ制御情報と同一である。該当す
る階層化メッシュ制御信号には上位地域に対して配信する制御情報が含まれる。
【００５２】
　階層化メッシュ番号はメッシュ番号とビット数が異なっていてもよい。制御番号及び制
御信号はメッシュ制御情報にて配信する。制御番号及び制御信号に含まれる配信制御情報
と同様であることが望ましい。
【００５３】
　階層メッシュ構成情報の例について、図６を参照して説明する。
【００５４】
　階層メッシュ構成情報信号は、各地域が属する上位地域の情報を示す。階層化メッシュ
制御情報信号に含まれる階層化メッシュ番号（L-Mesh　Index）は全て１としてもよい。
階層化メッシュ番号が１に指定されることにより配信局のカバーする範囲内における階層
化メッシュ構成に関する情報であることを示すようにしてもよい。
【００５５】
　階層化メッシュ構成情報信号には、階層化レベルメッシュ(Level Mesh)、配信局がカバ
ーする範囲で利用される上位地域(階層化メッシュ)数(No.L-Mesh(LM))、i番目の階層化メ
ッシュの情報(L-Mesh#i Mssg)が含まれる。例えば、階層化レベルメッシュ、階層化メッ
シュ数及び下位階層化メッシュの情報は、基本配信フォーマットの制御メッセージの部分
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に含まれてもよい。この場合、配信局番号には、配信する配信局番号が含まれてもよい。
また、階層化レベルフラグには、１が含まれてもよい。該１は階層化情報が配信されるこ
とを示すものであってもよい。階層化メッシュ番号(L-Mesh Index)は１・・・１（全て１
）としてもよい。全て１に指定されることにより配信局のカバーするエリア内の階層化構
成情報を示すようにしてもよい。階層化レベルメッシュは０（零）に指定されてもよい。
該０（零）は階層化対象をメッシュとしていることを示すものであってもよい。階層化メ
ッシュの数は、実際の地域数ではなく、配信の際に同一のシステム情報を持つ下位地域（
メッシュ）及び上位地域（階層化メッシュ）をまとめて配信する上位地域(階層化メッシ
ュ)の数であってもよい。階層化メッシュの情報には、上位地域に属する地域数及び下位
地域に対応するメッシュ番号、及び上位地域に属する上位地域に対応する階層化メッシュ
番号が含まれてもよい。例えば、メッシュ番号(Mesh Index)、階層化メッシュ番号(L-Mes
h　Index)が含まれてもよい。
【００５６】
　階層化メッシュ数は、当該配信局が配信する１又は複数の地域に対して、該配信局に属
する上位地域の数である。階層化メッシュ情報は、上位地域に属する複数の地域の情報で
ある。例えば、上位地域に属する下位又は上位地域のメッシュ番号、階層化メッシュ配信
方法情報（報知型配信又はオンデマンド型配信や報知型配信及びオンデマンド型配信の複
合型配信）が含まれてもよい。階層化メッシュ配信方法は、オプションとしてもよい。こ
の階層化メッシュ配信方法は、上位地域単位で配信方法が異なるように指定してもよい。
【００５７】
　配信局構成情報の例について、図７を参照して説明する。
【００５８】
　配信局情報には、配信局番号（BS Index）、配信する情報を示す情報(Control　Flag）
、制御信号(Control　Mssg)、メッシュ制御信号(Mesh CTRL. Mssg) が含まれる。配信時
の基本フォーマットの先頭の配信局番号(BS Index)を示すビットは例えば、１・・・１（
全て１）であってもよい。このようにすることで配信局構成情報であることを示す。配信
局番号(BS Index)は、配信する局を示す情報である。配信する局の配信局番号であっても
よい。制御フラグ(Control Flag)は、配信する配信局の情報(Control Mssg.)の配信する
情報を示すフラグである。制御信号(Control Mssg.)には、当該配信局情報（端末が属す
るかどうかの判定基準を示す情報）、及び配信局が他の配信情報を配信する際の配信方法
（報知型／オンデマンド型／複合型）を示す情報が含まれる。該制御信号には、配信局の
位置や配信局が利用する配信方法に関する情報が含まれてもよい。当該配信局情報には、
配信局位置情報、配信局のカバー範囲（例えば半径1000mなど）、配信局のオペレータ名
が含まれてもよい。配信局のオペレータ名はオプションであってもよい。配信局の位置情
報及びカバー範囲を付加することにより、配信局の位置情報と端末装置の位置情報との差
（距離）が配信局のカバー範囲よりも大きい場合には、別の配信局の配信局構成情報を受
信し、属する配信局を探索するとしてもより。この際に端末装置のGPSを利用してもよい
。メッシュ制御信号は配信するメッシュ構成情報、メッシュ制御情報、階層化メッシュ構
成情報、および階層化メッシュ制御情報を受信するために必要となる情報が含まれる。例
えば、メッシュ番号（Mesh　Index）に利用されるビット数、階層化メッシュ番号（L-Mes
h　Index）に利用されるビット数に関する情報が含まれる。
【００５９】
　報知型／オンデマンド型／複合型の配信方法を示す情報には、オンデマンド型／複合型
の配信方法である場合には、上りリンクのアクセスパラメータが含まれてもよい。該アク
セスパラメータには、周波数、無線RAT、バンド、無線方式の情報が含まれてもよい。
【００６０】
　（端末装置の位置からの所属メッシュ（下位地域）番号を算出する方法）
　（１）配信局は、メッシュ(下位地域)中心位置をメッシュ構成情報信号にて端末に通知
する。メッシュの中心位置は、例えば緯度、経度情報などが含まれていてもよい。
【００６１】
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　（２）端末装置は、当該装置が属する配信局から配信されたメッシュ構成情報信号に含
まれるメッシュ中心位置情報、及び当該端末装置の位置情報に基づいて、誤差情報を算出
する。例えば、誤差情報＝（端末装置により検出された位置情報－通知されたメッシュ中
心位置）２により算出するようにしてもよい。
【００６２】
　（３）端末装置は、当該端末装置に最も近いメッシュ（最も誤差情報が小さいメッシュ
）を所属するメッシュとする。例えば、端末装置は、(２)で求めた誤差情報に基づいて、
該誤差が少ない場合のメッシュ中心位置に対応するメッシュを所属メッシュとする。
【００６３】
　この方法は、報知型に好適である。オンデマンドや複合型でも適用できる。
【００６４】
　（端末装置の位置からの所属メッシュ番号を算出する他の方法）
　（１）端末装置から所属する配信装置への上りリンク回線を利用して、端末装置により
取得された位置情報を配信装置に送信する。
【００６５】
　（２）配信装置は受信した端末の位置情報を元に所属するメッシュ番号を算出する。
【００６６】
　（３）配信装置は、算出したメッシュ番号を元に端末装置へ所属メッシュ情報を配信す
る。
【００６７】
　この方法は、オンデマンド型や複合型に適用できる。
【００６８】
　（端末装置が上位地域を算出する方法）
（１） 配信局は、階層化メッシュ構成情報信号にて、全ての上位地域に関する属する地
域のメッシュ番号及び対応する階層化メッシュ番号を配信する。
（２）端末装置は、階層化メッシュ構成情報信号に含まれる階層化メッシュ番号に対応す
る上位地域に属する地域のメッシュ番号と該端末装置のメッシュ番号とを比較し、同一の
メッシュ番号となる上位地域の階層化メッシュ番号を上位地域として記憶する。
【００６９】
　（配信装置（その１））
　上述した無線通信システムに適用される配信装置について、図８を参照して説明する。
【００７０】
　本実施例に係る配信装置１００は、共通制御信号を配信する際に定期的に配信を行う報
知型配信(Broadcast型)が適用される。
【００７１】
　本実施例に係る配信装置１００は、タイマー１０１と、配信メッシュ情報格納部１０２
と、配信制御部１０３と、情報配信部１０４と、配信スケジューラ１０５とを有する。
【００７２】
　配信メッシュ情報格納部１０２は、配信する共通制御情報を格納する。配信メッシュ情
報格納部１０２は、配信先となる地域に対する共通制御情報を情報配信部１０４に渡す。
配信制御部１０３は、当該配信装置１００における配信に関する制御を行う。タイマー１
０１から定期的に送られる時間情報に基づいて、配信制御部１０３は配信スケジューラ１
０５へ配信する地域のメッシュ番号、配信する情報がメッシュ構成情報である場合には該
メッシュ構成情報、配信する情報が階層化メッシュ構成情報である場合には該階層化メッ
シュ構成情報又は配信する情報が階層化メッシュ制御情報である場合には下位メッシュ番
号を情報配信部１０４に伝える。加えて、配信制御部１０３は、情報配信部１０４へ配信
スケジューラ１０５から配信する情報が通知されることを示す情報を伝える。情報配信部
１０４は、配信スケジューラ１０５から通知された配信情報種別を配信メッシュ情報格納
部１０２へ伝え、配信メッシュ情報格納部１０２から配信する情報のビット情報を受け取
り配信する。情報配信部１０４は予め定められた無線方式に従って配信を行う。配信スケ
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ジューラ１０５は、配信制御部１０３からの配信タイミングに基づき、配信対象となる信
号種別を選択する。
【００７３】
　本実施例に係る配信装置１００に含まれる配信制御部１０３は、タイマー１０１から得
た時刻情報などに基づいて、運用しているメッシュ構成又は階層化メッシュ構成を変更す
る機能を有してもよい。メッシュ構成又は階層化メッシュ構成の変更が必要になった場合
に、配信制御部１０３は変更する構成に関する情報を配信メッシュ情報格納部１０２へ通
知する。配信メッシュ情報格納部１０２は通知された情報に基づき、配信情報種別に対応
した配信制御情報を整理する。
【００７４】
　（端末装置（その１））
　本実施例に係る端末装置４００について、図９を参照して説明する。端末装置４００は
、配信装置１００から配信された情報を取得する。端末装置４００は、配信装置１００に
より定期的に配信された共通制御信号を受信する。そして、端末装置４００は、当該端末
装置４００が所属する地域の情報を取得する。
【００７５】
　端末装置４００は、配信情報受信処理部４０１と、制御情報判定部４０２と、配信局情
報処理部４０３と、メッシュ構成情報処理部４０４と、メッシュ情報処理部４０５と、配
信局情報格納部４０６と、メッシュ構成情報格納部４０７と、メッシュ情報格納部４０８
と、メッシュ情報取得制御部４０９と、端末位置情報取得部４１０と、接続無線システム
受信処理部４１１と、接続無線システム制御部４１２とを有する。
【００７６】
　配信情報受信処理部４０１は配信された共通制御信号を受信処理し、ビット情報に戻す
処理を行う。配信情報受信処理部４０１は、受信処理し、ビット情報に戻された信号を制
御情報判定部４０２に通知する。制御情報判定部４０２は受信処理されたビット情報から
、配信されている情報の種別を判定する。制御情報判定部４０２は、種別が配信局に関す
る情報であれば配信局情報処理部４０３、種別がメッシュ構成又は階層化メッシュ構成に
関する情報であればメッシュ構成情報処理部４０４、種別がメッシュ情報又は階層化メッ
シュ情報に関する情報であればメッシュ情報処理部４０５へ、ビット情報に記載されてい
る情報を通知する。
【００７７】
　配信局情報処理部４０３は、制御情報判定部４０２で配信局に関する情報と判定された
情報を受信し、端末位置情報取得部４１０から受け取った当該端末装置の位置情報と比較
して当該端末装置が所属する配信局の判断を行う。配信局情報処理部４０３は、所属の有
無の判断に加えて所属する配信局の場合に配信局に関する情報に含まれる配信局の位置情
報及び範囲に関する情報以外の項目を処理し配信局情報格納部４０６に通知し格納する。
配信局情報処理部４０３は当該端末装置４００が所属しない配信局の情報について、その
情報に当該端末装置４００が所属しないという情報を付加した上で配信局情報格納部４０
６へ通知し、配信局情報格納部４０６は通知された情報を保持するとしてもよい。
【００７８】
　メッシュ構成情報処理部４０４は制御情報判定部４０２でメッシュ構成情報又は階層化
メッシュ構成情報と判定された情報を受信し、端末位置情報取得部４１０から受け取った
当該端末装置の位置情報と比較して当該端末装置が所属する配信局の判断を行う。判断さ
れた所属地域及び上位地域の情報をメッシュ構成情報格納部４０７へ通知し、メッシュ構
成情報格納部４０７は通知された情報を保持する。メッシュ構成情報処理部４０４は当該
端末装置が所属しない地域又は所属しない階層地域の情報について、その情報に当該端末
装置が所属しないという情報を付加した上でメッシュ構成情報格納部４０７へ通知し、メ
ッシュ構成情報格納部４０７は通知された情報を保持するとしてもよい。
【００７９】
　メッシュ情報処理部４０５は制御情報判定部４０２でメッシュ情報又は階層化メッシュ
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情報と判定された情報を受信し、メッシュ構成情報格納部４０７より受信したメッシュ構
成情報又は階層化メッシュ構成情報とメッシュ情報又は階層化メッシュ情報を比較し、当
該端末装置が所属する地域の情報の判断を行う。判断された所属地域及び上位地域に関す
るシステム情報を判断し、所属地域及び上位地域に関するシステム情報をメッシュ情報格
納部４０８に通知する。メッシュ情報処理部４０５は当該端末装置が所属しない地域又は
所属しない階層地域の情報について、その情報に当該端末装置が所属しないという情報を
付加した上でメッシュ情報格納部４０８へ通知し、メッシュ情報構成格納部４０８は通知
された情報を保持するとしてもよい。
【００８０】
　メッシュ情報格納部４０８は、接続無線システム制御部４１２から接続先となりえる無
線システムのシステム情報の要求信号を受け取り、該当システム情報を接続無線システム
情報処理部４１１及び接続無線システム制御部４１２へ通知する。
【００８１】
　メッシュ情報取得制御部４０９ は、配信情報受信処理部４０１より受ける共通制御信
号の受信通知に対応して、配信局情報格納部４０６へ所属配信局情報及びメッシュ構成情
報格納部４０７へ所属メッシュ構成情報を制御情報判定部４０２へ通知させる。また、端
末位置情報取得部４１０へ当該端末装置の位置情報を出力させるように通知する。
【００８２】
　（配信装置（その２））
　上述した無線通信システムに適用される他の配信装置について、図１０を参照して説明
する。
【００８３】
　本実施例に係る配信装置１００は、共通制御信号を配信する際に端末装置４００からの
要求に応じて配信を行うオンデマンド型配信(On-Demand型)が適用される。
【００８４】
　配信装置１００は、配信メッシュ情報格納部１０２と、配信制御部１０３と、情報配信
部１０４と、要求信号受信部と、要求信号解析部１０７とを有する。
【００８５】
　要求信号受信部１０６は端末装置４００から送信された要求信号を受信し、ビット情報
を要求信号解析部１０７へ通知する。要求信号解析部１０７では通知されたビット情報か
ら、配信した端末装置４００の位置情報又は所属するメッシュ番号に関する情報を取得し
、その情報を配信制御部１０３へ通知する。配信制御部１０３は情報配信部１０４へ配信
するメッシュ番号を通知し、情報配信部１０４は配信メッシュ情報格納部１０２へメッシ
ュ番号に対応する情報通知依頼を行い、メッシュ番号に対応する地域のシステム情報を取
得した際には配信する。
【００８６】
　本実施例で使用可能な配信装置に含まれる配信制御部１０３は、要求信号解析部１０７
から配信要求を依頼されている地域の情報に対する頻度などの情報を利用して、運用して
いるメッシュ構成又は階層化メッシュ構成を変更する手段を有してもよい。メッシュ構成
又は階層化メッシュ構成の変更が必要になった場合に、配信制御部１０３は変更する構成
に関する情報を配信メッシュ情報格納部１０２へ通知し、配信メッシュ情報格納部１０２
は通知された情報に基づき、配信情報種別に対応した配信制御情報を整理する。
【００８７】
　（端末装置（その２））
　本実施例に係る端末装置について、図１１を参照して説明する。端末装置４００は、配
信装置１００により配信された情報を取得する。例えば、端末装置４００は、当該端末装
置が所属する地域のシステム情報を保持しない場合に、配信局１００へ配信要求を行う。
そして、該端末装置は、配信要求に従って配信される共通制御信号を受信し、当該端末装
置が所属する地域の情報を取得する。共通制御信号の受信処理方法については、端末装置
（その１）において示される手法と同様である。このため、共通制御信号を要求する処理



(16) JP 5080406 B2 2012.11.21

10

20

30

40

50

に関する部分について説明する。本実施例に係る端末装置４００は、図９を参照して説明
した端末装置に要求情報送信部４１３を有する。
【００８８】
　取得された地域のシステム情報がメッシュ情報格納部４０８に保持されており、接続無
線システム制御部４１２は、無線システムに接続する際に接続可能な無線システムの情報
を取得するために情報要求をメッシュ情報格納部４０８に行う。端末装置４００が所属す
る地域の情報がない場合には、メッシュ情報格納部４０８はメッシュ情報取得制御部４０
９へ所属する地域における共通制御信号の要求依頼を通知する。メッシュ情報取得制御部
４０９は要求依頼を受信すると、配信局情報格納部４０６へ所属配信局の配信局番号の出
力依頼、及びメッシュ構成情報格納部４０７へ所属する地域のメッシュ番号の出力依頼を
行う。出力依頼を受け取った配信局情報格納部４０６は所属する配信局の情報を取得して
いれば配信局番号、取得していなければ配信局情報要求依頼を通知する。出力依頼を受け
取ったメッシュ構成情報格納部４０７はメッシュ構成情報を取得している場合には対応す
るメッシュ番号、メッシュ構成情報を取得していない場合にはメッシュ構成情報要求依頼
を通知する。メッシュ情報取得制御部４０９は、配信局情報格納部４０６及びメッシュ構
成情報格納部４０７からの通知に基づき、要求情報送信部４１３へ要求信号を送信するよ
うに依頼する。配信局情報を保持していない場合には配信局情報の配信要求、メッシュ構
成情報を保持していない場合には所属する配信局の配信局番号を含むメッシュ構成情報の
配信要求、メッシュ情報を保持していない場合には、所属する配信局の配信局番号及び所
属する地域のメッシュ番号を含むメッシュ情報の配信要求を行う。要求情報送信部４１３
は通知された要求信号依頼に応じて、要求信号を送信する。
【００８９】
　（配信装置（その３））
　上述した無線通信システムに適用される配信装置について、図１２を参照して説明する
。
【００９０】
　本実施例に係る配信装置１００は、共通制御信号を配信する際に定期的に配信を行いな
がらも端末装置４００からの要求に応じて配信を行う複合型配信を使用する。言い換えれ
ば、配信装置１００には、報知型配信及びオンデマンド型配信が適用される。
【００９１】
　配信装置１００は、タイマー１０１と、配信メッシュ情報格納部１０２と、配信制御部
１０３と、情報配信部１０４と、配信スケジューラ１０５と、要求信号受信部１０６と、
要求信号解析部１０７とを有する。
【００９２】
　複合型配信では、報知型配信を行うための基本機能に加えて、端末装置４００からの要
求信号を受信処理する要求信号受信部１０６及び要求信号解析部１０７を含む。各機能に
ついては前述した実施例と同様の機能を有しているため、大きく異なる配信制御部１０３
及び配信スケジューラ１０５について説明する。
【００９３】
　配信制御部１０３は、タイマー１０１からの時刻情報及び要求信号解析部１０７からの
要求信号情報に基づいて制御を行う。時刻情報に基づき配信スケジューラ１０５へ配信依
頼を行う。要求信号情報に基づき情報配信部１０４へ配信依頼を行うとともに、配信スケ
ジューラ１０５へ要求された配信情報に関する情報を通知する。配信スケジューラ１０５
は端末装置４００から要求され配信された情報に基づき、内部のスケジューリング処理を
更新する。
【００９４】
　本実施例によれば、複数のメッシュを１つの階層化メッシュとし、共通する情報につい
ては階層化メッシュに対して配信する。例えば、該通知は、共通制御チャネルで行うよう
にしてもよい。複数のメッシュに対する情報を1度に配信することができ配信効率を向上
させる。その結果、周波数利用効率の増大、及び情報配信の効率や制御信号の情報量削減
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ができる。
【００９５】
　本実施例によれば、配信地域の階層化を行い、同一情報を配信する地域をグループ化し
配信効率を向上させる。その結果、周波数利用効率の増大、及び情報配信の効率化を図る
ことができる。また、配信地域を階層化することに伴い、配信地域のメッシュ構成情報を
配信することにより、メッシュ構成の動的変化に対応できる。
【００９６】
　本実施例に拠れば、配信局が構成するメッシュ構成について通知を行う。該メッシュ構
成には、メッシュ位置、階層化メッシュ構成が含まれる。メッシュ位置を通知することに
より、端末装置は、当該端末装置が所属するメッシュの判断及び訂正が可能である。また
、メッシュ構成について通知することにより、メッシュ構成を動的に変化させることがで
き、効率性の高い配信を行うためのグループ化を行うことが可能である。
【００９７】
　本実施例によれば、配信局が配信すべき情報量を少なくすることができる。このため、
配信効率の向上、周波数利用効率の改善を見込むことができる。
【００９８】
　本実施例によれば、メッシュ位置を通知するため、端末装置でのメッシュ位置情報検索
のための別制御信号などが不要である。また、動的にメッシュ構成を変更可能となり、周
波数資源利用状況に合わせて最適な運用方法を選択可能となる。
【００９９】
　説明の便宜上、本発明が幾つかの実施例又は項目に分けて説明されるが、各区分けは本
発明に本質的ではなく、実施例又は項目に別々に記載された事項が必要に応じて組み合わ
せて使用されてもよい。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされるが
、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用され
てもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１００】
　本発明は特定のシステムに限定されず、適切な如何なる移動通信システムに適用されて
もよい。例えば本発明は、W-CDMAシステム、HSDPA/HSUPA方式のシステム、LTE方式のシス
テム、IMT-Advancedシステム、WiMAX、 Wi-Fi方式のシステム等に適用されてもよい。
【０１０１】
　以上本発明は特定の実施例を参照しながら説明されてきたが、それらは単なる例示に過
ぎず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理
解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの
数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。実施例又は項目の区分
けは本発明に本質的ではなく、２以上の実施例又は項目に記載された事項が必要に応じて
組み合わせて使用されてよい。説明の便宜上、本発明の実施例に係る装置は機能的なブロ
ック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウエアで、ソフトウエアで又はそ
れらの組み合わせで実現されてもよい。本発明は上記実施例に限定されず、本発明の精神
から逸脱することなく、様々な変形例、修正例、代替例、置換例等が本発明に包含される
。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】一実施例に係る配信局における配信地域の階層化を示す概念図である。
【図２】一実施例に係る配信局により配信される制御情報信号の一例を示す説明図である
。
【図３】一実施例に係る配信局により配信されるメッシュ制御情報信号の一例を示す説明
図である。
【図４】一実施例に係る配信局により配信されるメッシュ構成情報信号の一例を示す説明
図である。
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【図５】一実施例に係る配信局により配信される階層化メッシュ制御情報信号の一例を示
す説明図である。
【図６】一実施例に係る配信局により配信される階層化メッシュ構成情報信号の一例を示
す説明図である。
【図７】一実施例に係る配信局により配信される配信局構成情報信号の一例を示す説明図
である。
【図８】一実施例に係る配信装置を示す機能ブロック図（その１）である。
【図９】一実施例に係る端末装置を示す機能ブロック図（その１）である。
【図１０】一実施例に係る配信装置を示す機能ブロック図（その２）である。
【図１１】一実施例に係る端末装置を示す機能ブロック図（その２）である。
【図１２】一実施例に係る配信装置を示す機能ブロック図（その３）である。
【符号の説明】
【０１０３】
　１００　配信装置
　１２０（１２０１－１２０７）　配信地域
　１０１　タイマー
　１０２　配信メッシュ情報格納部
　１０３　配信制御部
　１０４　情報配信部
　１０５　配信スケジューラ
　１０６　要求信号受信部
　１０７　要求信号解析部
　４００　端末装置
　４０１　配信情報受信処理部
　４０２　制御情報判定部
　４０３　配信局情報処理部
　４０４　メッシュ構成情報処理部
　４０５　メッシュ情報処理部
　４０６　配信局情報格納部
　４０７　メッシュ構成情報格納部
　４０８　メッシュ情報格納部
　４０９　メッシュ情報取得制御部
　４１０　端末位置情報取得部
　４１１　接続無線システム受信処理部
　４１２　接続無線システム制御部
　４１３　要求情報送信部
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