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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　システム情報を生成するシステム情報生成部；
　前記システム情報を複数のシステム情報に分割するシステム情報分割部；及び
　分割された複数のシステム情報を複数のチャネル又は複数のブロックに多重化する多重
化部を有し、
　前記システム情報分割部は、移動局と基地局との接続を確立するために必要な第１のシ
ステム情報と、第１のシステム情報以外の第２のシステム情報とに分割し、
　前記多重化部は、第１のシステム情報を、周波数ブロックおよびタイミングが事前に決
められたチャネルに多重化し、第２のシステム情報を、第１のシステム情報が多重化され
たチャネルとは別のチャネルに多重化することを特徴とする基地局。
【請求項２】
　前記第１のシステム情報は、第２のシステム情報が多重化されたチャネルに関する情報
を含むことを特徴とする請求項１に記載の基地局。
【請求項３】
　前記第１のシステム情報は、システムフレーム番号と、システム帯域幅と、ネットワー
クＩＤと、セルＩＤと、送信アンテナ数とのうち少なくとも１つを含むことを特徴とする
請求項１に記載の基地局。
【請求項４】
　システム情報を生成するシステム情報生成部；
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　前記システム情報を複数のシステム情報に分割するシステム情報分割部；及び
　分割された複数のシステム情報を複数のチャネル又は複数のブロックに多重化する多重
化部を有し、
　前記システム情報分割部は、前記システム情報を、無線ネットワーク構成の第１の構成
要素特有の第１のシステム情報と、無線ネットワーク構成の第２の構成要素特有の第２の
システム情報とに分割し、
　前記多重化部は、第１のシステム情報を、周波数ブロックおよびタイミングが事前に決
められたチャネルに多重化し、第２のシステム情報を、第１のシステム情報が多重化され
たチャネルとは別のチャネルに多重化することを特徴とする基地局。
【請求項５】
　前記システム情報分割部は、予め定義された第１のシステム情報が多重化されたチャネ
ルの構成情報に基づいてシステム情報を分割することを特徴とする、請求項４に記載の基
地局。
【請求項６】
　前記多重化部は、第１のシステム情報が多重化されたチャネルの構成情報を前記第１の
システム情報に追加することを特徴とする、請求項４に記載の基地局。
【請求項７】
　前記システム情報分割部は、第２のシステム情報を複数に分割し、
　前記多重部は、複数に分割された第２のシステム情報を異なったチャネルに多重化する
ことを特徴とする請求項１から６のいずれかに記載の基地局装置。
【請求項８】
　前記多重化部は、第２のシステム情報が多重化されたチャネルよりも、第１のシステム
情報が多重化されたチャネルを短周期で送信することを特徴とする請求項１から７のいず
れかに記載の基地局装置。
【請求項９】
　システム情報を生成するステップと、
　前記システム情報を複数のシステム情報に分割するステップと、
　分割された複数のシステム情報を複数のチャネル又は複数のブロックに多重化するステ
ップを有し、
　前記分割するステップは、移動局と基地局との接続を確立するために必要な第１のシス
テム情報と、第１のシステム情報以外の第２のシステム情報とに分割し、
　前記多重化するステップは、第１のシステム情報を、周波数ブロックおよびタイミング
が事前に決められたチャネルに多重化し、第２のシステム情報を、第１のシステム情報が
多重化されたチャネルとは別のチャネルに多重化することを特徴とする通信方法。
【請求項１０】
　システム情報を生成するステップと、
　前記システム情報を複数のシステム情報に分割するステップと、
　分割された複数のシステム情報を複数のチャネル又は複数のブロックに多重化するステ
ップを有し、
　前記分割するステップは、前記システム情報を、無線ネットワーク構成の第１の構成要
素特有の第１のシステム情報と、無線ネットワーク構成の第２の構成要素特有の第２のシ
ステム情報とに分割し、
　前記多重化するステップは、第１のシステム情報を、周波数ブロックおよびタイミング
が事前に決められたチャネルに多重化し、第２のシステム情報を、第１のシステム情報が
多重化されたチャネルとは別のチャネルに多重化することを特徴とする通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、システム情報を生成して移動局に送信する基地局、及びこのような基地局と
移動局とを有する通信システムにおいてシステム情報を通信する通信方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　Ｗ－ＣＤＭＡ（Wideband Code Division multiple Access）では、基地局と移動局との
間で無線リンクを確立する際に、移動局は報知チャネル（ＢＣＨ：Broadcast　Channel）
情報を復号してシステム情報を取得する。このシステム情報を使用して基地局との無線リ
ンクを確立する。
【０００３】
　移動局は、ソフトハンドオーバに入る前、あるいは通信待ち受け時における間欠受信モ
ードにおいて、パスロスが最も小さなセル（ソフトハンドオーバに入る前はパスロスが２
番目に小さなセル）を検出する必要がある。このように無線リンクを確立する処理をセル
サーチと呼ぶ（非特許文献１参照）。
【非特許文献１】Ｗ－ＣＤＭＡ移動通信方式、立川敬二監修、平成１４年３月１５日第４
刷発行、３５～３６ページ
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、Ｗ－ＣＤＭＡでは、各種のシステム情報が１つの報知チャネルで送信さ
れるため、報知チャネルのサイズ（ビット数＝送信時間）が大きくなる。このため、移動
局はセルサーチの段階で、報知チャネル全体を受信する必要があり、セルサーチ時間が長
くなるという問題がある。
【０００５】
　また、セルを検出できたかどうかも、長い報知チャネルの受信が終了するまでわからな
いため、セルサーチを繰り返す場合に、１回のセルサーチについて長い時間を要していた
。特に移動局が圏外にある場合には、セルサーチの繰り返しによって受信処理が長くなり
、移動局の消費電力が増大するという問題がある。
【０００６】
　更に、高速セルサーチが要求されるハンドオーバ時の通信中セルサーチにおいても、セ
ルサーチ時間が長くなることによって、ハンドオーバに要する時間が長くなり、スループ
ットの低下等のような通信品質の低下が生じるという問題がある。
【０００７】
　一方、システム情報には、セクタ（セル）特有のシステム情報、基地局特有のシステム
情報、上位局特有のシステム情報、位置登録エリア特有のシステム情報及びシステム特有
のシステム情報が含まれる。これらのシステム情報が１つの報知チャネルで送信されるた
め、報知チャネルのサイズ（ビット数＝送信時間）が大きくなるという問題もある。
【０００８】
　例えば移動局が同一基地局内でセクタを移動した場合に、上記の各種のシステム情報を
１つの報知チャネルで受信すると、必ずしも受信する必要のない基地局特有のシステム情
報まで受信することになる。また、セクタ境界にある移動局の場合には、双方のセクタか
ら同じ基地局特有のシステム情報が送信されているにもかかわらず、移動局は一方のセク
タからの報知チャネルのみを受信し、他方の報知チャネルは干渉になるという問題がある
。
【０００９】
　本発明は、上記のような従来技術の問題に鑑みてなされたものであり、移動局が報知チ
ャネルで受信する情報を低減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の前記の目的は、
　システム情報を生成するシステム情報生成部；
　前記システム情報を複数のシステム情報に分割するシステム情報分割部；及び
　分割された複数のシステム情報を複数のチャネル又は複数のブロックに多重化する多重
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化部を有し、
　前記システム情報分割部は、移動局と基地局との接続を確立するために必要な第１のシ
ステム情報と、第１のシステム情報以外の第２のシステム情報とに分割し、
　前記多重化部は、第１のシステム情報を、周波数ブロックおよびタイミングが事前に決
められたチャネルに多重化し、第２のシステム情報を、第１のシステム情報が多重化され
たチャネルとは別のチャネルに多重化することを特徴とする基地局、によって解決するこ
とができる。
　また、本発明の前記の目的は、
　システム情報を生成するシステム情報生成部；
　前記システム情報を複数のシステム情報に分割するシステム情報分割部；及び
　分割された複数のシステム情報を複数のチャネル又は複数のブロックに多重化する多重
化部を有し、
　前記システム情報分割部は、前記システム情報を、無線ネットワーク構成の第１の構成
要素特有の第１のシステム情報と、無線ネットワーク構成の第２の構成要素特有の第２の
システム情報とに分割し、
　前記多重化部は、第１のシステム情報を、周波数ブロックおよびタイミングが事前に決
められたチャネルに多重化し、第２のシステム情報を、第１のシステム情報が多重化され
たチャネルとは別のチャネルに多重化することを特徴とする基地局、によっても解決する
ことができる。
【００１１】
　また、本発明の前記の目的は、
　システム情報を生成するステップと、
　前記システム情報を複数のシステム情報に分割するステップと、
　分割された複数のシステム情報を複数のチャネル又は複数のブロックに多重化するステ
ップを有し、
　前記分割するステップは、移動局と基地局との接続を確立するために必要な第１のシス
テム情報と、第１のシステム情報以外の第２のシステム情報とに分割し、
　前記多重化するステップは、第１のシステム情報を、周波数ブロックおよびタイミング
が事前に決められたチャネルに多重化し、第２のシステム情報を、第１のシステム情報が
多重化されたチャネルとは別のチャネルに多重化することを特徴とする通信方法、によっ
ても解決することができる。
　また、本発明の前記の目的は、
　システム情報を生成するステップと、
　前記システム情報を複数のシステム情報に分割するステップと、
　分割された複数のシステム情報を複数のチャネル又は複数のブロックに多重化するステ
ップを有し、
　前記分割するステップは、前記システム情報を、無線ネットワーク構成の第１の構成要
素特有の第１のシステム情報と、無線ネットワーク構成の第２の構成要素特有の第２のシ
ステム情報とに分割し、
　前記多重化するステップは、第１のシステム情報を、周波数ブロックおよびタイミング
が事前に決められたチャネルに多重化し、第２のシステム情報を、第１のシステム情報が
多重化されたチャネルとは別のチャネルに多重化することを特徴とする通信方法、によっ
ても解決することができる。

【発明の効果】
【００１２】
　本発明の実施例によれば、移動局が報知チャネルで受信する情報を低減することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
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　本発明の実施例について図面を参照して説明する。
【００１４】
　＜第１実施例＞
　第１実施例では、基地局が、複数の報知チャネルを用いて、又は報知チャネルを複数の
ブロックに分割したときの複数のブロック（報知チャネルブロックと呼ぶ）を用いて、シ
ステム情報を送信する構成について説明する。図１は、本発明の第１実施例に係る基地局
１０を示すブロック図である。
【００１５】
　基地局１０は、基本報知チャネル（Primary BCH）と、２次報知チャネル（Secondary B
CH）とを用いて移動局にシステム情報を送信する。移動局は、基本報知チャネルを受信し
てセルサーチを行う。ここでのセルサーチとは、セルの検出および最低限のシステム情報
の取得までの手順をいう。移動局は基地局と接続を確立するときに基本報知チャネルを受
信する必要があるため、基本報知チャネルはシステムで送信する周波数ブロック及びタイ
ミングが事前に決められたチャネルである。更に、移動局は、２次報知チャネルを受信す
ることにより、各種システム情報を取得する。
【００１６】
　基地局１０は、システム情報生成部１０１、システム情報分割部１０３、符号化部１０
５、変調部１０７、多重化部１０９、直並列変換部１１１、スクランブルコード生成部１
１３、スクランブルコード乗算部１１５及び合成部１１７を有する。
【００１７】
　システム情報生成部１０１は、移動局に送信するシステム情報を生成する。このシステ
ム情報には、セルサーチに必要なシステム情報と、セルサーチに必要なシステム情報以外
のシステム情報とが含まれる。
【００１８】
　セルサーチに必要なシステム情報として、以下の情報が存在する。
・ＳＦＮ（System Frame Number）・・・無線フレーム番号
・システム帯域幅・・・基地局の送信帯域幅
・ネットワークＩＤ・・・オペレータを示す情報
・セルＩＤ・・・基地局内のセルを識別する情報
・送信アンテナ数・・・ＭＩＭＯ伝送を行う場合の基地局のアンテナ数
　また、セルサーチに必要なシステム情報以外のシステム情報として、以下の情報が存在
する。
・移動局のタイマ値、パラメータ値・・・移動局のセル選択動作の周期、移動局から基地
局への受信レベル報告周期、移動局の初期送信電力等
・位置登録エリア情報・・・位置登録エリア（Location Registration Area）番号等
・セル選択情報・・・移動局がセル選択動作を行う受信レベル閾値等
・周辺セル情報・・・周辺セルのセルＩＤ、システム帯域幅、報知チャネル帯域幅、送信
アンテナ数、タイミング情報（基地局間のタイミングのずれ）、送信電力、セクタ数等
・規制情報・・・発信規制を示す情報
・上り干渉量・・・基地局で受信した干渉量を示す情報
・測位情報・・・緯度経度情報等
・自セルチャネル構成情報・・・報知チャネル以外のページングチャネル、Ｌ１／Ｌ２制
御チャネル等の情報
・コアネットワーク情報・・・基地局が接続されているコアネットワークに関する情報
・移動局の測定情報・・・受信電力、ＳＩＲ（Signal to Interference Ratio）等の測定
情報
　システム情報分割部１０３は、上記のように、セルサーチに必要なシステム情報（基本
報知チャネルで送信される情報）と、セルサーチに必要なシステム情報以外のシステム情
報（２次報知チャネルで送信される情報）とに分割する。このときに、システム情報分割
部１０３は、基本報知チャネルで送信する情報に２次報知チャネルのチャネル情報（周波
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数ブロック及びタイミング）を含めてもよい。
【００１９】
　セルサーチに必要なシステム情報は、符号化部１０５ａにおいて符号化され、変調部１
０７ａにおいて変調される。また、セルサーチに必要な情報以外のシステム情報は、符号
化部１０５ｂにおいて符号化され、変調部１０７ｂにおいて変調される。
【００２０】
　変調されたシステム情報は、多重化部１０９において基本報知チャネル及び２次報知チ
ャネルに多重化され、直並列変換部１１１において直並列変換され周波数軸上のＮ個の情
報シンボル系列となる。直並列変換された周波数軸上のＮ個の情報シンボル系列は、周波
数軸上に並べられる。
【００２１】
　系列長Ｎのシンボル系列に対して、Ｎ個のスクランブルコード乗算器１１５において、
スクランブルコード生成器１１３で生成されたスクランブルコードが周波数方向に乗算さ
れ、スクランブルコードが乗算されたシンボル系列が合成部１１７に出力される。
【００２２】
　合成部１１７は、スクランブルコードが乗算された系列長Ｎのシンボル系列を、同期信
号がＮサブキャリアのうちの該当する特定のサブキャリアに多重する。逆フーリエ変換装
置（ＩＦＦＴ）は、Ｎ個のシンボルを直交マルチキャリア信号に変換する。ＣＰ（サイク
リックプリフィックス）付加部はフーリエ対象時間毎にこのマルチキャリア信号にＣＰを
挿入する。そして基地局１０はこのＣＰ付加部の出力するマルチキャリア信号を無線信号
として出力する。
【００２３】
　基地局１０は、基本報知チャネルを短周期で送信し、２次報知チャネルを長周期で送信
してもよい。基本報知チャネルは必ず最初に受信する必要があるため、受信までの遅延を
低減するために、短周期で送信することが好ましい。なお、基本報知チャネルの情報量は
２次報知チャネルの情報量に比べて小さいため、短周期で送信することに対するオーバー
ヘッドの影響は小さい。一方、移動局は２次報知チャネルを急いで受信する必要はないた
め、長周期で送信することにより、オーバーヘッドを低減することができる。
【００２４】
　また、基地局内で同一のスクランブルコードを使用することにより、隣接するセクタか
らの信号は干渉にならず、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（soft-combining）。ソフトコンバイニングを用いる場合、基本報
知チャネルと２次報知チャネルとの双方に対してソフトコンバイニングを用いてもよい。
双方にソフトコンバイニングを用いることで、合成受信の効果が大きくなる。また、基本
報知チャネルのみにソフトコンバイニングを用いてもよい。基本報知チャネルの情報は重
要であり、基地局内で共通の情報が多く含まれるため、基本報知チャネルにソフトコンバ
イニングを用いることで、合成受信の効果が効率的に大きくなる。更に、２次報知チャネ
ルのみにソフトコンバイニングを用いてもよい。基地局内で共通の情報が２次報知チャネ
ルに多く含まれる場合には、合成受信の効果が大きくなる。
【００２５】
　基本報知チャネルの中でソフトコンバイニングする部分と、ソフトコンバイニングしな
い部分とに分けてもよい。例えば、基地内で共通の情報についてのみ、同一のスクランブ
ルコードを使用し、ソフトコンバイニングしてもよい。
【００２６】
　図２は、本発明の第１実施例に係る移動局２０を示すブロック図である。
【００２７】
　移動局２０は、基本報知チャネル受信部２０１ａ、２次報知チャネル受信部２０１ｂ、
セルサーチ部２０３及び２次報知チャネル情報抽出部２０５を有する。
【００２８】
　基本報知チャネル受信部２０１ａは、事前に決められた周波数ブロック及びタイミング
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で送信される基本報知チャネルを受信する。
【００２９】
　セルサーチ部２０３は、基本報知チャネルに含まれるセルサーチに必要なシステム情報
を抽出して、セルサーチを行う。また、基本報知チャネルは２次報知チャネルのチャネル
情報を含んでもよいため、その場合には、２次報知チャネル情報抽出部２０５で２次報知
チャネルのチャネル情報（周波数ブロック及びタイミング）を抽出する。
【００３０】
　２次報知チャネル受信部２０１ｂは、抽出された２次報知チャネルのチャネル情報を使
用して２次報知チャネルを受信し、セルサーチに必要なシステム情報以外のシステム情報
を抽出する。
【００３１】
　以上のように、本発明の第１実施例によれば、基地局が基本報知チャネルでセルサーチ
に必要なシステム情報を送信するため、移動局はセルサーチ時に基本報知チャネルのみを
受信すればよい。従って、移動局が基本報知チャネルで受信する情報が低減され、セルサ
ーチ時間を小さくすることができる。
【００３２】
　なお、第１実施例では報知チャネルを基本報知チャネルと２次報知チャネルとに分割し
た構成について説明したが、２次報知チャネルで送信するシステム情報を２次報知チャネ
ルと共有データチャネルとに更に分割してもよい。
【００３３】
　また、１つの報知チャネルを複数のブロック（基本報知チャネルブロック及び２次報知
チャネルブロック）に分割してもよい。この場合には報知チャネルは１つになるが、移動
局は予め決められた基本報知チャネルブロックに含まれるシステム情報を受信してセルサ
ーチを行うことで第１実施例と同じ効果が得られる。
【００３４】
　＜第２実施例＞
　第２実施例では、上記のように基本報知チャネルと２次報知チャネルとに分割された複
数の報知チャネルを複数の周波数ブロックを用いて送信することについて説明する。第２
実施例の基地局は図１と同様に構成することができる。合成部１１７は、シンボル系列を
図３のように複数の周波数ブロックに多重する。図３は、複数の報知チャネルを複数の周
波数ブロックで送信するときの３つの方式を示す図である。
【００３５】
　３ＧＰＰ　Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ　ａｎｄ　ＵＴＲＡＮでは、１．２５ＭＨｚ～２
０ＭＨｚのシステム帯域幅を取り得る。この全システム帯域幅を複数の周波数ブロックに
分割するとともに周波数ブロックの間隔を開けて報知チャネルを送信することにより、周
波数ダイバーシチ効果による品質向上を図ることができる。
【００３６】
　周波数ダイバーシチ効果を得るための送信方法として、ローカライズド型（Localized 
transmission）と呼ばれるシステム帯域幅のうち一部の周波数ブロックを使用して送信す
る方法、ディストリビュート型（Distributed transmission）と呼ばれるくしの歯状の周
波数ブロックを使用して送信する方法がある。また、広義のディストリビュート型として
、適当な間隔を開けた周波数ブロックを使用してもよい。
【００３７】
　以上のように、本発明の第２実施例によれば、移動局が基本報知チャネルで受信する情
報が低減され、セルサーチ時間を小さくするとともに、周波数ダイバーシチ効果による品
質向上を図ることができる。
【００３８】
　＜第３実施例＞
　第３実施例では、基地局が、複数の報知チャネルを用いて、又は報知チャネルを複数の
ブロックに分割したときの複数のブロック（報知チャネルブロックと呼ぶ）を用いて、シ
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ステム情報を送信する構成について説明する。図３は、本発明の第３実施例に係る基地局
３０を示すブロック図である。
【００３９】
　基地局３０は、システム情報を、セクタ（セル）特有の情報と、基地局特有の情報と、
上位局特有の情報と、位置登録エリア特有の情報と、システム特有の情報とに分割して、
複数の報知チャネル又は複数の報知チャネルブロックを用いて移動局に送信する。移動局
は複数の報知チャネル又は複数の報知チャネルブロックのうち必要なもののみを受信する
。例えば、移動局が同一基地局内でセクタを移動した場合には、基地局特有の情報を受信
する必要はなく、セクタ特有の情報のみを受信すればよい。
【００４０】
　基地局３０は、システム情報生成部３０１、システム情報分割部３０３、符号化部３０
５、変調部３０７、多重化部３０９、直並列変換部３１１、スクランブルコード生成部３
１３、スクランブルコード乗算部３１５及び合成部３１７を有する。
【００４１】
　システム情報生成部３０１は、移動局に送信するシステム情報を生成する。このシステ
ム情報には、無線ネットワーク構成の構成要素特有のシステム情報に分割される。例えば
システム情報は、表１に示すように、セクタ特有の情報と、基地局特有の情報と、上位局
特有の情報と、位置登録エリア特有の情報と、システム特有の情報とに分類することがで
きる。なお、上位局とは、アクセスルータ又は無線ネットワークコントローラ（Radio Ne
twork Controller）のような基地局の上位装置である。
【００４２】
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【表１】

　システム情報分割部３０３は、システム情報を、無線ネットワーク構成の構成要素特有
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のシステム情報に分割する。符号化部３０５～ＣＰ付加部の構成は図１に示す第１実施例
と同じであるため、説明を省略する。
【００４３】
　システム情報を分割するときに、予め定義された報知チャネルの構成情報を基地局と移
動局とに格納しておき、その情報に基づいて分割してもよい。例えば、セクタ特有の情報
等を送信する報知チャネルのチャネル情報（タイミング及び周波数ブロック）を予め定義
する。この場合の移動局４０の構成を図５に示す。移動局４０は、セクタ特有報知チャネ
ル受信部４０１ａ、基地局特有報知チャネル受信部４０１ｂ、上位局特有報知チャネル受
信部４０１ｃ、位置登録エリア特有報知チャネル受信部４０１ｄ、システム特有報知チャ
ネル受信部４０１ｅ及びチャネル構成情報格納部４０３を有する。各報知チャネル受信部
４０１ａ～４０１ｅは、必要に応じてチャネル構成情報格納部４０３を参照し、必要な報
知チャネルを受信する。例えば、移動局が同一基地局内でセクタを移動した場合には、セ
クタ特有の情報を送信する報知チャネルを受信すればよい。
【００４４】
　また、システム情報を分割するときに、第１実施例に記載の基本報知チャネルに含まれ
るシステム情報に報知チャネルの構成情報を追加してもよい。この場合の移動局５０の構
成を図６に示す。移動局５０は、基本報知チャネル受信部５０１、セクタ特有報知チャネ
ル受信部５０１ａ、基地局特有報知チャネル受信部５０１ｂ、上位局特有報知チャネル受
信部５０１ｃ、位置登録エリア特有報知チャネル受信部５０１ｄ、システム特有報知チャ
ネル受信部５０１ｅ及びチャネル構成情報抽出部５０３を有する。移動局５０は、基本報
知チャネル受信部５０１で基本報知チャネルを受信し、チャネル構成情報抽出部５０３に
おいて基本報知チャネルに含まれる報知チャネルの構成情報を抽出する。各報知チャネル
受信部５０１ａ～５０１ｅは、必要に応じて報知チャネルの構成情報からチャネル情報を
検索して報知チャネルを受信する。
【００４５】
　その他に、報知チャネルの構成情報はセクタ特有の情報、基地局特有の情報等として通
知してもよい。この場合に、どの部分で通知されているかは、上記のように、予め定義し
ておいてもよく、基本報知チャネルで通知してもよい。
【００４６】
　なお、スクランブルコード生成部３１３は、同じ情報が送信される部分に対して同一の
スクランブルコードを生成する。例えば、基地局特有の情報は、基地局内の異なるセクタ
間で同じ情報になるため、基地局内で同一のスクランブルコードを生成する。このように
、セクタ特有の情報はセクタ間で異なるスクランブルコードが用いられ、セクタ特有の情
報を含まない基地局特有の情報等は基地局内で同一のスクランブルコードが用いられる。
このように基地局内で同一のスクランブルコードを使用することにより、隣接するセクタ
からの信号は干渉にならず、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（soft-combining））。
【００４７】
　ソフトコンバイニングを用いる場合、ソフトコンバイニングする無線リソースに対応す
るパイロットチャネルはセクタ間で共通にしてもよい。例えば図６に示すようにパイロッ
トチャネル制御部を設けることで、パイロットチャネルをセクタ間で共通にする。このよ
うにすることで、ソフトコンバイニングのゲインを大きくすることができる。パイロット
チャネルをセクタ間で共通にする場合、周波数ブロック内の一部のパイロットチャネルの
みをセクタ間で共通とし、他の部分はセクタ間で独立としてもよい。このようにセクタ間
共通パイロットとセクタ間独立パイロットとに分けることにより、セクタで共通の処理と
セクタ毎の個別の処理とを分けることができる。セクタ毎の個別の処理として、移動局の
受信測定、Ｌ１／Ｌ２制御チャネルの受信等が挙げられる。
【００４８】
　別法として、パイロットチャネルはセクタ間で直交させてもよい。移動局は、直交され
たパイロットチャネルを受信して、それぞれのパイロットチャネルを求めて合成すること
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ができる。
【００４９】
　更に、ソフトコンバイニングを用いる場合、各セクタで用いる無線リソース（周波数ブ
ロック）は共通化することが好ましい。
【００５０】
　また、ソフトコンバイニングを用いる無線リソースに対してＣＤＤ（Cyclic Delay Div
ersity）と呼ばれる技術を適用してもよい。例えば図７に示すようにＣＣＤ部を設けるこ
とで、ソフトコンバイニングを用いる無線リソースに対してＣＣＤを適用する。このよう
にすることで、高いダイバーシチ効果が得られる。
【００５１】
　同様に、同一の上位局に属する基地局間では、上位局特有の情報に対して上位局内で同
一のスクランブルコードが用いられてもよい。このようにすることで、基地局間でのソフ
トコンバイニングも可能になる。
【００５２】
　上記のソフトコンバイニングについては、必ずしも合成するセクタ間又は基地局間でス
クランブルコードを共通化している必要はなく、異なるスクランブルコードを使用しても
よい。この場合、移動局で（同じ情報が送信されている）複数の報知チャネルを独立に受
信し、合成を行うことも可能である。これによってソフトコンバイニングと同様の効果を
得ることができる（但しソフトコンバイニングより合成の効果は小さくなる）。
【００５３】
　以上のように、本発明の第３実施例によれば、移動局は必要な報知チャネルのみを受信
すればよく、移動局が報知チャネルで受信する情報が低減され、消費電力の低減、高速セ
ル切替が可能になる。例えば、セクタが変わったか否かは、セルサーチの時点で検出した
セルＩＤと周辺セル情報とで判定することができる。
【００５４】
　更に、ソフトコンバイニングが可能になるため、複数のセクタから送信される信号が合
成して（かつ互いに干渉とならずに）受信することができ、高品質での受信が可能となる
。或いは、同じ品質を得るために、報知チャネルの送信電力又は無線リソースブロック（
時間及び周波数ブロック）を小さくすることができる。
【００５５】
　なお、第３実施例では報知チャネルを複数の報知チャネルに分割した構成について説明
したが、１つの報知チャネルを複数のブロック（セクタ特有報知チャネルブロック、基地
局特有報知チャネルブロック等）に分割してもよい。この場合には報知チャネルは１つに
なるが、移動局は予め決められた報知チャネルブロックに含まれるシステム情報を受信す
ることで第３実施例と同じ効果が得られる。
【００５６】
　以上のように、本発明の実施例によれば、移動局が報知チャネル（又は基本報知チャネ
ル）で受信する情報を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の第１実施例及び第２実施例に係る基地局を示すブロック図
【図２】本発明の第１実施例及び第２実施例に係る移動局を示すブロック図
【図３】複数の報知チャネルを周波数ブロックで送信するときの３つの方式を示す図
【図４】本発明の第３実施例に係る基地局を示すブロック図
【図５】本発明の第３実施例に係る移動局を示すブロック図
【図６】本発明の第３実施例に係る移動局を示すブロック図
【符号の説明】
【００５８】
　１０、３０　基地局
　１０１、３０１　システム情報生成部
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　１０３、３０３　システム情報分割部
　１０５、３０５　符号化部
　１０７、３０７　変調部
　１０９、３０９　多重化部
　１１１、３１１　直並列変換部
　１１３、３１３　スクランブルコード生成部
　１１５、３１５　スクランブルコード乗算部
　１１７、３１７　合成部
　２０　移動局
　２０１ａ　基本報知チャネル受信部
　２０１ｂ　２次報知チャネル受信部
　２０３　セルサーチ部
　２０５　２次報知チャネル情報抽出部
　４０、５０　移動局
　４０１ａ、５０１ａ　セクタ特有報知チャネル受信部
　４０１ｂ、５０１ｂ　基地局特有報知チャネル受信部
　４０１ｃ、５０１ｃ　上位局特有報知チャネル受信部
　４０１ｄ、５０１ｄ　位置登録エリア特有報知チャネル受信部
　４０１ｅ、５０１ｅ　システム特有報知チャネル受信部
　４０３　チャネル構成情報格納部
　５０１　基本報知チャネル受信部
　５０３　チャネル構成情報抽出部

【図１】 【図２】
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