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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各セルに割り当てられたスクランブリングコードを基に自端末の属するセルを検出する
移動通信端末を含む移動通信システムであって、
　前記移動通信端末は、自端末の現在位置情報を取得する手段と、取得した現在位置情報
を基にスクランブリングコードを予測する手段と、予測したスクランブリングコードが正
しいか否かを判断する手段とを有し、
　前記移動通信端末は、正しいと判断されたスクランブリングコードを用いて前記自端末
の属するセルを検出し、
　前記移動通信端末は、スロット同期確立を行う手段と、フレーム同期確立を行う手段と
、スクランブリングコード認識を行う手段とを用いる、前記スロット同期確立、前記フレ
ーム同期確立、前記スクランブリングコード認識という３段階からなるセルの検出処理を
、前記予測したスクランブリングコードを用いたセルの検出処理と並行して行うことを特
徴とする移動通信システム。
【請求項２】
　位置情報とその位置での前記セルの情報とを蓄積するデータベースを前記移動通信端末
に含み、
　前記スクランブリングコードを予測する手段は、前記取得した現在位置情報を基に前記
データベースから前記セルの情報を読出し、そのセルの情報に基づいて前記スクランブリ
ングコードを予測することを特徴とする請求項１記載の移動通信システム。
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【請求項３】
　前記移動通信端末は、前記スクランブリングコードを予測することによってスロット単
位でずらしたスクランブリングコードを使用して逆拡散を行って前記自端末の属するセル
を検出することを特徴とする請求項１または請求項２記載の移動通信システム。
【請求項４】
　前記移動通信端末は、前記予測したスクランブリングコードが正しいと判断した時に前
記３段階からなるセルの検出処理を中止することを特徴とする請求項１から請求項３のい
ずれか記載の移動通信システム。
【請求項５】
　各セルに割り当てられたスクランブリングコードを基に自端末の属するセルを検出する
移動通信端末であって、
　自端末の現在位置情報を取得する手段と、取得した現在位置情報を基にスクランブリン
グコードを予測する手段と、予測したスクランブリングコードが正しいか否かを判断する
手段とを有し、
　正しいと判断されたスクランブリングコードを用いて前記自端末の属するセルを検出し
、
　スロット同期確立を行う手段と、フレーム同期確立を行う手段と、スクランブリングコ
ード認識を行う手段とを用いる、前記スロット同期確立、前記フレーム同期確立、前記ス
クランブリングコード認識という３段階からなるセルの検出処理を、前記予測したスクラ
ンブリングコードを用いたセルの検出処理と並行して行うことを特徴とする移動通信端末
。
【請求項６】
　位置情報とその位置での前記セルの情報とを蓄積するデータベースを含み、
　前記スクランブリングコードを予測する手段は、前記取得した現在位置情報を基に前記
データベースから前記セルの情報を読出し、そのセルの情報に基づいて前記スクランブリ
ングコードを予測することを特徴とする請求項５記載の移動通信端末。
【請求項７】
　前記スクランブリングコードを予測することによってスロット単位でずらしたスクラン
ブリングコードを使用して逆拡散を行って前記自端末の属するセルを検出することを特徴
とする請求項５または請求項６記載の移動通信端末。
【請求項８】
　前記予測したスクランブリングコードが正しいと判断した時に前記３段階からなるセル
の検出処理を中止することを特徴とする請求項５から請求項７のいずれか記載の移動通信
端末。
【請求項９】
　各セルに割り当てられたスクランブリングコードを基に自端末の属するセルを検出する
移動通信端末を含む移動通信システムのセルサーチ方法であって、
　前記移動通信端末側に、自端末の現在位置情報を取得する処理と、取得した現在位置情
報を基にスクランブリングコードを予測する処理と、予測したスクランブリングコードが
正しいか否かを判断する処理とを有し、
　前記移動通信端末が正しいと判断されたスクランブリングコードを用いて前記自端末の
属するセルを検出し、
　前記移動通信端末が、スロット同期確立を行う手段と、フレーム同期確立を行う手段と
、スクランブリングコード認識を行う手段とを用いる、前記スロット同期確立、前記フレ
ーム同期確立、前記スクランブリングコード認識という３段階からなるセルの検出処理を
、前記予測したスクランブリングコードを用いたセルの検出処理と並行して行うことを特
徴とするセルサーチ方法。
【請求項１０】
　位置情報とその位置での前記セルの情報とを蓄積するデータベースを前記移動通信端末
に含み、
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　前記スクランブリングコードを予測する処理において、前記取得した現在位置情報を基
に前記データベースから前記セルの情報を読出し、そのセルの情報に基づいて前記スクラ
ンブリングコードを予測することを特徴とする請求項９記載のセルサーチ方法。
【請求項１１】
　前記移動通信端末が前記スクランブリングコードを予測することによってスロット単位
でずらしたスクランブリングコードを使用して逆拡散を行って前記自端末の属するセルを
検出することを特徴とする請求項９または請求項１０記載のセルサーチ方法。
【請求項１２】
　前記移動通信端末が前記予測したスクランブリングコードが正しいと判断した時に前記
３段階からなるセルの検出処理を中止することを特徴とする請求項９から請求項１１のい
ずれか記載のセルサーチ方法。
【請求項１３】
　各セルに割り当てられたスクランブリングコードを基に自端末の属するセルを検出する
移動通信端末内の中央処理装置に実行させるプログラムであって、
　前記移動通信端末の現在位置情報を取得する処理と、取得した現在位置情報を基にスク
ランブリングコードを予測する処理と、予測したスクランブリングコードが正しいか否か
を判断する処理とを含み、
　正しいと判断されたスクランブリングコードを用いて前記自端末の属するセルを検出さ
せ、
　前記移動通信端末に、スロット同期確立を行う手段と、フレーム同期確立を行う手段と
、スクランブリングコード認識を行う手段とを用いる、前記スロット同期確立、前記フレ
ーム同期確立、前記スクランブリングコード認識という３段階からなるセルの検出処理を
、前記予測したスクランブリングコードを用いたセルの検出処理と並行して行わせること
を特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は移動通信システム、移動通信端末及びそれらに用いるセルサーチ方法並びにそ
のプログラムに関し、特にＷ－ＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ－Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏ
ｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）移動通信方式におけるセルサーチ方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　非同期方式のＷ－ＣＤＭＡ通信システムはＩＭＴ２０００（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａ
ｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ－２０００）によって定められ
た通信システムの１つである。
【０００３】
　この非同期方式では、スクランブリングコードが各セルに割り当てられており、移動通
信端末が自端末の属するセルを検出するために３段階のセルサーチ技術を使用している。
【０００４】
　上記のセルサーチに使用する同期チャネルのフォーマットを図７に示す。図７（ａ）に
は７２のフレームからなる一つのスーパフレームを示しており、その期間は７２０ｍｓで
ある。図７（ｂ）には１５スロットからなる一つのフレームを示しており、その期間は１
０ｍｓである。
【０００５】
　図７（ｃ）には９つのシンボルからなるｐ－ＣＣＰＣＨ（ｐｒｉｍａｒｙ－Ｃｏｍｍｏ
ｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ＣＨａｎｎｅｌ）と、それぞれが１つのシンボ
ルであるＰ－ＳＣＨ（Ｐｒｉｍａｒｙ－Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　ＣＨａｎｎｅ
ｌ）とＳ－ＳＣＨ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ－Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　ＣＨａｎｎ
ｅｌ）とによって構成される一つのスロットとを示しており、その期間は０．６６７ｍｓ
であり、一つのシンボルは２５６ｃｈｉｐで構成されている。



(4) JP 4306480 B2 2009.8.5

10

20

30

40

50

【０００６】
　図７（ｄ）にはスクランブリングコードを認識するのに使用されるＣＰＩＣＨ（Ｃｏｍ
ｍｏｎ　ＰＩｌｏｔ　ＣＨａｎｎｅｌ）を示しており、その期間は０．６６７ｍｓである
。
【０００７】
　セルに割り当てられるスクランブリングコードは全部で５１２種類存在しており、それ
を６４種類のコードグループに分けている。各コードグループには８種類のスクランブリ
ングコードが存在している（６４×８＝５１２）。
【０００８】
　移動通信端末は自端末の属するセルを検出するために、図６に示すように、第一段階と
してＰ－ＳＣＨの同期確立を行う。Ｐ－ＳＣＨは全ての基地局に対して予め定められてい
る一つのコードしか持たないので、そのコードを使用して逆拡散を行うことによってスロ
ットタイミングを検出し、スロット同期確立を行う（図６のステップＳ１１）。
【０００９】
　第二段階は上記の第一段階で検出されたスロットタイミングに合わせて、Ｓ－ＳＣＨの
同期確立を行う。Ｓ－ＳＣＨのコードはスロット単位で１６種類のコードを持ち、その組
み合わせで６４種類のコードグループの中から１つのコードグループを決定するので、ス
ロットタイミングに合わせて１６種類のコード全て総当りで逆拡散を行い、フレームタイ
ミングを検出し、フレーム同期確立を行う（図６のステップＳ１２）。この同期確立は最
低でも３スロット（２ｍｓ）、最大で１５スロット（１０ｍｓ）の逆拡散が必要である（
例えば、特許文献１参照）。
【００１０】
　第三段階は上記の第二段階で検出されたフレームタイミングに合わせて、第二段階で判
明したコードグループに属する８つのスクランブリングコードをＣＰＩＣＨに総当りで逆
拡散を行い、セルに割り当てられたスクランブリングコードを認識する（図６のステップ
Ｓ１３）。
【００１１】
　尚、上述したフレーム構成、スロット構成、ＳＣＨ、スクランブリングコード等の詳細
構成ついては、３ＧＰＰ（Ｔｈｉｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ
　Ｐｒｏｊｅｃｔ）において、標準勧告書としてとりまとめられている。
【００１２】
【特許文献１】特開２００３－２８３３７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　上述した従来のセルサーチ方法では、第一段階〈スロット同期確立〉、第二段階（フレ
ーム同期確立）、第三段階（スクランブリングコード認識）の処理を順番に行う必要があ
るため、セルサーチ時間が長くなるという問題がある。ここで、第二段階は最短２ｍｓ、
最長１０ｍｓの時間を要する。
【００１４】
　しかしながら、上記のセルサーチ方法の処理をより短時間で完了させることができれば
、移動通信端末の電池の使用時間を増やすことができ、その時間に他の処理を行うことが
できる等のメリットがある。
【００１５】
　そこで、本発明の目的は上記の問題点を解消し、スクランブリングコードの認識までの
時間を短縮させることができる移動通信システム、移動通信端末及びそれらに用いるセル
サーチ方法並びにそのプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明による移動通信システムは、各セルに割り当てられたスクランブリングコードを
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基に自端末の属するセルを検出する移動通信端末を含む移動通信システムであって、
　前記移動通信端末は、自端末の現在位置情報を取得する手段と、取得した現在位置情報
を基にスクランブリングコードを予測する手段と、予測したスクランブリングコードが正
しいか否かを判断する手段とを備え、
　前記移動通信端末は、正しいと判断されたスクランブリングコードを用いて前記自端末
の属するセルを検出し、
　前記移動通信端末は、スロット同期確立を行う手段と、フレーム同期確立を行う手段と
、スクランブリングコード認識を行う手段とを用いる、前記スロット同期確立、前記フレ
ーム同期確立、前記スクランブリングコード認識という３段階からなるセルの検出処理を
、前記予測したスクランブリングコードを用いたセルの検出処理と並行して行っている。
【００１７】
　本発明による移動通信端末は、各セルに割り当てられたスクランブリングコードを基に
自端末の属するセルを検出する移動通信端末であって、
　自端末の現在位置情報を取得する手段と、取得した現在位置情報を基にスクランブリン
グコードを予測する手段と、予測したスクランブリングコードが正しいか否かを判断する
手段とを備え、
　正しいと判断されたスクランブリングコードを用いて前記自端末の属するセルを検出し
、
　スロット同期確立を行う手段と、フレーム同期確立を行う手段と、スクランブリングコ
ード認識を行う手段とを用いる、前記スロット同期確立、前記フレーム同期確立、前記ス
クランブリングコード認識という３段階からなるセルの検出処理を、前記予測したスクラ
ンブリングコードを用いたセルの検出処理と並行して行っている。
【００１８】
　本発明によるセルサーチ方法は、各セルに割り当てられたスクランブリングコードを基
に自端末の属するセルを検出する移動通信端末を含む移動通信システムのセルサーチ方法
であって、
　前記移動通信端末側に、自端末の現在位置情報を取得する処理と、取得した現在位置情
報を基にスクランブリングコードを予測する処理と、予測したスクランブリングコードが
正しいか否かを判断する処理とを備え、
　前記移動通信端末が正しいと判断されたスクランブリングコードを用いて前記自端末の
属するセルを検出し、
　前記移動通信端末が、スロット同期確立を行う手段と、フレーム同期確立を行う手段と
、スクランブリングコード認識を行う手段とを用いる、前記スロット同期確立、前記フレ
ーム同期確立、前記スクランブリングコード認識という３段階からなるセルの検出処理を
、前記予測したスクランブリングコードを用いたセルの検出処理と並行して行っている。
【００１９】
　本発明によるプログラムは、各セルに割り当てられたスクランブリングコードを基に自
端末の属するセルを検出する移動通信端末内の中央処理装置に実行させるプログラムであ
って、
　前記移動通信端末の現在位置情報を取得する処理と、取得した現在位置情報を基にスク
ランブリングコードを予測する処理と、予測したスクランブリングコードが正しいか否か
を判断する処理とを含み、
　正しいと判断されたスクランブリングコードを用いて前記自端末の属するセルを検出さ
せ、
　前記移動通信端末に、スロット同期確立を行う手段と、フレーム同期確立を行う手段と
、スクランブリングコード認識を行う手段とを用いる、前記スロット同期確立、前記フレ
ーム同期確立、前記スクランブリングコード認識という３段階からなるセルの検出処理を
、前記予測したスクランブリングコードを用いたセルの検出処理と並行して行わせること
を特徴とする。　　　　　　　　　　　　　
【００２０】
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　すなわち、本発明の移動通信システムは、移動通信端末がＷ－ＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａ
ｎｄ－Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）移動通信方式に
おけるセルサーチを行う際に、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ）情報を基に現在位置を測定し、過去の移動履歴とその時のセルの情報とを参照し
、使用するスクランブリングコードを予測することを特徴とする。その結果、本発明の移
動通信システムでは、従来の方法よりもセルサーチ時間を短縮することが可能となる。
【００２１】
　つまり、本発明の移動通信システムでは、ＧＰＳ情報を基に現在位置を測定し、過去の
移動履歴とその時のセルの情報とを参照してスクランブリングコードを予測し、その予測
したスクランブリングコードによって逆拡散を行うため、従来の方法で行われていた第二
段階（フレーム同期確立）を行う必要がなくなり、従来の方法よりもセルサーチ時間を短
縮することが可能となる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明は、以下に述べるような構成及び動作とすることによって、スクランブリングコ
ードの認識までの時間を短縮させることができるという効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。図１は本発明の一実施例によ
る移動通信端末の構成を示すブロック図である。図１において、移動通信端末１はアンテ
ナ１１と、ＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）受信部１２と、周波数変換部１３と
、スロット同期部１４と、コードグループ認識部１５と、スクランブリングコード認識部
１６と、予測スクランブリングコード認識部１７と、逆拡散部１８と、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂ
ａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）アンテナ１９と、ＧＰＳ受信部２０と、
位置情報処理部２１と、制御部２２と、記録媒体２３とから構成されている。
【００２４】
　アンテナ１１からのＷ－ＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ－Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　
Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）受信信号はＲＦ受信部１２を介して周波数変換部１３
へ入力され、周波数変換部１３でベースバンド信号に変換されてスロット同期部１４、コ
ードグループ認識部１５、スクランブリングコード認識部１６、予測スクランブリングコ
ード認識部１７、逆拡散部１８へと入力される。
【００２５】
　スロット同期部１４は上述した従来のセルサーチ方法の第一段階のスロット同期確立を
行うものであり、コードグループ認識部１５は上述した従来のセルサーチ方法の第二段階
のフレーム同期確立を行うものであり、スクランブリングコード認識部１６は上述した従
来のセルサーチ方法の第三段階のスクランブリングコード認識を行うものである。
【００２６】
　予測スクランブリングコード認識部１７は予測したスクランブリングコードが正しいか
どうかの認識を行うものであり、逆拡散部１８は通信に必要な逆拡散を必要に応じて行う
ものである。
【００２７】
　ＧＰＳアンテナ１９からのＧＰＳ受信信号はＧＰＳ受信部２０によって信号処理され、
位置情報処理部２１へ入力される。位置情報処理部２１は位置情報を通知するものである
。
【００２８】
　制御部２２は記録媒体２３に格納されたプログラム（コンピュータで実行可能なプログ
ラム）を実行することで、上述した各ブロックの制御を行うものであり、これら各ブロッ
クからの各段階における同期確立情報、位置情報を取得して次段階の制御を行う。
【００２９】
　尚、スロット同期部１４はＰ－ＳＣＨ（Ｐｒｉｍａｒｙ－Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉ
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ｏｎ　ＣＨａｎｎｅｌ）に対して定められている一つのコードを用いて逆拡散を行い、自
己相関方式によってスロット同期を確立し、その同期タイミングを通知するものであり、
その動作は従来例と同じであり、周知であるので詳細な説明については省略する。
【００３０】
　図２は図１の移動通信端末１における基本逆拡散回路と制御部２２の制御とを示すブロ
ック図であり、図３は図１の移動通信端末１における基本逆拡散回路の構成例を示すブロ
ック図である。図２においては、ベースバンド信号をコードグループ認識部１５、スクラ
ンブリングコード認識部１６、予測スクランブリンクコード認識部１７、逆拡散部１８で
逆拡散するための基本逆拡散回路１５１，１６１，１７１，１８１と、それらに対する制
御部２２の制御とを示している。
【００３１】
　制御部２２内のＣＰＵ（中央処理装置）２２１はスロット同期部１４、コードグループ
認識部１５、スクランブリングコード認識部１６、予測スクランブリンクコード認識部１
７を制御するための制御信号の入出力を行い、スロット同期部１４からスロットタイミン
グを受け取る。
【００３２】
　また、ＣＰＵ２２１はメモリ２２２に格納されている位置情報データベース２２３や逆
拡散に必要な情報を随時読み書きし、逆拡散用コード生成部２２４にそれらの情報を渡す
。逆拡散用コード生成部２２４は逆拡散用のコードを生成し、その生成されたコードを基
本逆拡散回路１５１，１６１，１７１，１８１各々にそれぞれ出力する。
【００３３】
　基本逆拡散回路１５１は、図３に示すように、逆拡散器１５１１－１～１５１１～ｎと
、デコード回路１５１２とから構成されている。尚、基本逆拡散回路１６１，１７１，１
８１各々も上記の基本逆拡散回路１５１と同様の構成となっている。
【００３４】
　上記の逆拡散用コード生成部２２４で生成されたコードは基本逆拡散回路１５１の中の
逆拡散器１５１１－１～１５１１～ｎでベースバンド信号と逆拡散される。逆拡散後の信
号はデコード回路１５１２でデコードされ、そのデコード結果はＣＰＵ２２１に通知され
る。
【００３５】
　コードグループ認識部１５はＳ－ＳＣＨ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ－Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚ
ａｔｉｏｎ　ＣＨａｎｎｅｌ）のコードの数（１６個）に合わせて逆拡散を行うのが最も
時間を短縮することができるので、逆拡散器を１６個所有する回路構成となっている。
【００３６】
　スクランブリングコード認識部１６は１コードグループに属するスクランブリングコー
ドの数（８個）に合わせて逆拡散を行うのが最も時間を短縮することができるので、逆拡
散器を８個所有する回路構成となっている。
【００３７】
　予測スクランブリングコード認識部１７はスロット単位でずらしたスクランブリングコ
ードに合わせて逆拡散を行うのが最も時間を短縮することができるので、逆拡散器を１５
個所有する回路構成となっている。
【００３８】
　逆拡散部１８は逆拡散するベースバンド信号に合わせた逆拡散器を所有する必要がある
。尚、コードグループ認識部１５及びスクランブリングコード認識部１６の基本逆拡散回
路の回路構成については上記の特許文献１に開示されている。
【００３９】
　図４は本発明の一実施例によるセルサーチ方法の動作を示すタイムチャートである。図
４（ａ）は基本となる間欠動作を示しており、図４（ｂ）は本発明の一実施例によるセル
サーチ成功例の動作を示しており、図４（ｃ）は本発明の一実施例によるセルサーチ失敗
例の動作を示している。これら図１～図４を参照して本発明の一実施例によるセルサーチ
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方法の動作について説明する。
【００４０】
　Ｗ－ＣＤＭＡ移動通信方式では、待ち受け状態〈着信等を待っている状態〉において効
率的な電力制御を行うため、ネットワークから指定される特定の時間間隔での間欠受信を
行うことが推奨されている。
【００４１】
　本実施例による間欠受信中の動作について図４（ａ）を参照して説明する。まず、基本
となる間欠受信において、移動通信端末１はスクランブリングコードが既に判明している
セルからの電波を特定の時間間隔で受信するために必要な設定［ＬＳＩ（大規模集積回路
）への電源ＯＮ等］を動作準備処理４０１として行う。
【００４２】
　その後、移動通信端末１はセルからの受信電力を測定する通信環境検出４０２を行い、
同時にＧＰＳ情報処理４０３を通信環境検出４０２の動作と並行して行う。移動通信端末
１はＧＰＳ情報処理の結果を、現在位置とその時のセルの情報とをペア（組）で位置情報
データベース２２３としてメモリ２２２に保存する。続いて、移動通信端末１は消費電力
を抑えるための設定（ＬＳＩへの電源ＯＦＦ等）をＳｌｅｅｐ処理４０４として行う。
【００４３】
　移動通信端末１は通信環境に変化がなければ、上述した基本となる間欠受信の動作を繰
り返し行い、位置情報データベース２２３の記憶内容を拡大しながら待ち受け状態を維持
する。
【００４４】
　移動通信端末１の移動によって通信環境が劣化し、他のセルを検出する必要が出てきた
場合、移動通信端末１では逆拡散部１８が通信環境検出４０２の結果を制御部２２に通知
する。この場合、ＣＰＵ２２１はＧＰＳ情報処理４０３の結果をメモリ２２２に保存する
。
【００４５】
　制御部２２はその次の受信周期での動作準備処理４０１が終了した時に、通信環境検出
４０２、ＧＰＳ情報処理４０３、本発明のセルサーチ４０５、通常の３段階セルサーチ４
０６をそれぞれ並行して行う。
【００４６】
　本発明のセルサーチ４０５の手順は以下のようにして行われる。移動通信端末１はスロ
ット同期部１４を使用してＰ－ＳＣＨの同期確立を行い、スロット同期の確立が完了する
と、スロット同期部１４からスロット同期のタイミングが制御部２２に通知される。この
処理動作は通常の３段階セルサーチ４０６と共通で行うことができる。
【００４７】
　制御部２２は前回のＧＰＳ情報処理４０３の結果と位置情報データベース２２３の記憶
内容とを照らし合わせて、次にサーチすべきスクランブリングコードを予測する。
【００４８】
　制御部２２のＣＰＵ２２１は予測されたスクランブリングコードを逆拡散するために必
要な情報をメモリ２２２から取得して逆拡散用コード生成部２２４に送る。
【００４９】
　受信されたＣＰＩＣＨ（Ｃｏｍｍｏｎ　ＰＩｌｏｔ　ＣＨａｎｎｅｌ）信号は予測スク
ランブリングコード認識部１７に入力される。予測スクランブリングコード認識部１７は
逆拡散用コード生成部２２４からスロット単位でずらした逆拡散用コードを入力し、逆拡
散を試みる。
【００５０】
　予測スクランブリングコード認識部１７の基本逆拡散回路のデコーダ回路１５１２は逆
拡散後の結果から位置情報からの予測が正しかったかを判断し、ＣＰＵ２２１に通知する
。
【００５１】
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　移動通信端末１は予測が当たった場合、本発明のセルサーチ４０５と並行して行われて
いる通常の３段階セルサーチ４０６を中止する。移動通信端末１は予測が間違っていた場
合、通常の３段階セルサーチ４０６を継続して行う。
【００５２】
　上記のように、移動通信端末１はＧＰＳ情報を基に現在位置を測定しており、移動通信
端末１の移動によって受信電力が小さくなってきて新しいセルをサーチする必要が出てき
た時に、過去の移動履歴とその時のセルの情報とを参照してスクランブリングコードを予
測する。移動通信端末１は予測したスクランブリングコードによって逆拡散を行い、予測
が正しいことを検出すればセルサーチを終了する。
【００５３】
　このように、本実施例では、ＧＰＳ情報による現在位置を基に予測したスクランブリン
グコードで逆拡散を行っているため、スクランブリングコードの認識までの時間を短縮さ
せることができる。
【００５４】
　すなわち、本実施例では、図５に示すように、第一段階としてＰ－ＳＣＨの同期確立、
スロット同期確立を行った後（図５のステップＳ１）、従来の第二段階のＳ－ＳＣＨの同
期確立、フレーム同期確立を行うことなく、第三段階としてＣＰＩＣＨの逆拡散、スクラ
ンブリングコード認識を行うこととなるので（図５のステップＳ２）、第二段階の処理を
行わない分、スクランブリングコードの認識までの時間を短縮させることができる。
【００５５】
　尚、本発明では、Ｗ－ＣＤＭＡ通信方式の信号を受信できない環境（圏外）でも、ＧＰ
Ｓ情報を受信可能であれば、そのＧＰＳ情報を利用してＷ－ＣＤＭＡ通信方式の信号を受
信できる環境（圏内）に移行した時に本発明のセルサーチ４０５を行うことで、スクラン
ブリングコードの認識を短時間で認識することができる。
【００５６】
　また、上述したスロット同期部１４、コードグループ認識部１５、スクランブリングコ
ード認識部１６、予測スクランブリングコード認識部１７、逆拡散部１８各々の構成は基
本的に類似しており、それぞれ共有化することができるので、処理（通信環境検出４０２
、ＧＰＳ情報処理４０３、本発明のセルサーチ４０５、通常の３段階セルサーチ４０６）
を並行して行うよりも、それらの処理を順次行うほうが消費電力を抑えることができ、回
路規模の縮小等のメリットがあれば処理を並行に行わず、適当な組み合わせで行うことも
可能である。
【００５７】
　さらに、上記のＧＰＳ情報の受信頻度は間欠受信時に毎回測定する必要はなく、適当な
回数毎に測定を行う動作とし、通信環境検出４０２で他のセルを探す必要があるという報
告があがった時のみ、次回の間欠受信時に本発明のセルサーチ４０５を実行する動作にし
てもよい。
【００５８】
　さらにまた、本発明では、速度検出を行い、移動速度が低速の場合にＧＰＳ情報の受信
頻度を適当な回数毎に測定を行う動作とし、通信環境検出４０２で他のセルを探す必要が
あるという報告があがった時のみ、次回の間欠受信時に本発明のセルサーチ４０５を実行
する動作にしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の一実施例による移動通信端末の構成を示すブロック図である。
【図２】図１の移動通信端末における基本逆拡散回路と制御部の制御とを示すブロック図
である。
【図３】図１の移動通信端末における基本逆拡散回路の構成例を示すブロック図である。
【図４】（ａ）は基本となる間欠動作を示すタイムチャート、（ｂ）は本発明の一実施例
によるセルサーチ成功例の動作を示すタイムチャート、（ｃ）は本発明の一実施例による



(10) JP 4306480 B2 2009.8.5

10

20

30

セルサーチ失敗例の動作を示すタイムチャートである。
【図５】本発明の一実施例によるセルサーチ動作を示すフローチャートである。
【図６】従来例によるセルサーチ動作を示すフローチャートである。
【図７】セルサーチに使用する同期チャネルのフォーマットを示す図である。
【符号の説明】
【００６０】
　　　　　　　　　　　　　　　１　移動通信端末
　　　　　　　　　　　　　　１１　アンテナ
　　　　　　　　　　　　　　１２　ＲＦ受信部
　　　　　　　　　　　　　　１３　周波数変換部
　　　　　　　　　　　　　　１４　スロット同期部
　　　　　　　　　　　　　　１５　コードグループ認識部
　　　　　　　　　　　　　　１６　スクランブリングコード認識部
　　　　　　　　　　　　　　１７　予測スクランブリングコード認識部
　　　　　　　　　　　　　　１８　逆拡散部
　　　　　　　　　　　　　　１９　ＧＰＳアンテナ
　　　　　　　　　　　　　　２０　ＧＰＳ受信部
　　　　　　　　　　　　　　２１　位置情報処理部
　　　　　　　　　　　　　　２２　制御部
　　　　　　　　　　　　　　２３　記録媒体
　１５１，１６１，１７１，１８１　基本逆拡散回路
　　　　　　　　　　　　　２２１　ＣＰＵ
　　　　　　　　　　　　　２２２　メモリ
　　　　　　　　　　　　　２２３　位置情報データベース
　　　　　　　　　　　　　２２４　逆拡散用コード生成部
　　　　　　　　　　　　　４０１　動作準備処理
　　　　　　　　　　　　　４０２　通信環境検出
　　　　　　　　　　　　　４０３　ＧＰＳ情報処理
　　　　　　　　　　　　　４０４　Ｓｌｅｅｐ処理
　　　　　　　　　　　　　４０５　本発明のセルサーチ
　　　　　　　　　　　　　４０６　通常の３段階セルサーチ
　　　１５１１－１～１５１１～ｎ　逆拡散器
　　　　　　　　　　　　１５１２　デコード回路
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