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(57)【要約】
本発明では、セルサーチプロシージャを改良することで
、検出された信号が、既知のセルのセル識別情報と同一
のセル識別情報を割り当てられている新規のセルと、当
該既知のセルとのどちらのセルにおいて発信されたかを
ユーザ端末が判定できるようにしている。信号が検出さ
れると、ユーザ端末は、検出した信号のセル識別情報と
タイミングとを判別する。当該セル識別情報が既知のセ
ルのものと一致し、かつ、当該タイミングが既知のセル
についてのタイミングウインドウから外れている場合、
ユーザ端末は、検出した信号を対応する受信信号と比較
する。この受信信号は、検出した信号の発信源のセル識
別情報と同一のセル識別情報を有した既知のセルから受
信した信号である。ユーザ端末は、比較結果に基づいて
、検出した信号が既知のセルからのものであるか、それ
とも新規のセルからのものであるかを判定する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　既知のセルに設けられたサブセルと、前記既知のセルのセル識別情報と同一のセル識別
情報を付与されている新規のセルとを区別する方法であって、
　検出した信号のセル識別情報とタイミングとを判別する判別ステップと、
　前記検出した信号のセル識別情報と同一のセル識別情報を付与されている既知のセルか
ら受信した対応する受信信号であって当該検出した信号のタイミングとは異なるタイミン
グの受信信号と、当該検出した信号とを比較する比較ステップと、
　前記比較の結果に基づいて前記検出した信号が既知のセルから発信されたものであるの
か、それとも新規のセルから発信されたものであるのかを判定する判定ステップと
を有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記検出した信号と前記受信信号はそれぞれ１つ以上のＯＦＤＭシンボルを含んでいる
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記比較ステップは、
　前記検出した信号と前記受信信号とをそれぞれ変換して前記ＯＦＤＭシンボルを取得す
るステップと、
　前記検出した信号の前記ＯＦＤＭシンボルと前記受信信号の前記ＯＦＤＭシンボルとを
比較するステップと
を含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記検出した信号と前記受信信号はそれぞれＣＤＭＡ信号を含んでいることを特徴とす
る請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記比較ステップは、
　前記検出した信号と前記受信信号とをそれぞれ逆拡散するステップと、
　前記検出した信号から得られた逆拡散信号と前記受信信号から得られた逆拡散信号とを
比較するステップと
を含むことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記比較ステップは、前記検出した信号に含まれているデータ信号および／または制御
信号と、前記受信信号に含まれているデータ信号および／または制御信号とを比較するス
テップを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記比較ステップは、前記検出した信号から復号されたデータ信号および／または制御
信号と、前記既知のセルから受信した前記受信信号から復号されたデータ信号および／ま
たは制御信号とを比較するステップを含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記比較ステップは、前記検出した信号の発信源から受信した復号前のデータ信号およ
び／または制御信号と、前記既知のセルから受信した復号前のデータ信号および／または
制御信号を相関処理するステップを含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記検出した信号が既知のセルから受信された信号であると判定すると、前記既知のセ
ルについてのタイミングウインドウを調整するステップをさらに有することを特徴とする
請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記タイミングウインドウにはセルサーチ用のタイミングウインドウが含まれることを
特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
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　前記タイミングウインドウにはパスサーチ用のタイミングウインドウが含まれることを
特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記検出した信号が新規のセルから受信された信号であると判定すると、予め指定され
たネットワークエンティティに対して問題イベントが発生したことを報告するステップを
さらに有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　移動通信ネットワークにおけるユーザ端末であって、
　前記移動通信ネットワークにおける１つまたは複数の信号発信源から信号を受信する受
信機と、
　前記移動通信ネットワーク内の信号発信源からの信号を検出し、検出した信号のセル識
別情報とタイミングとを判別するサーチャと、
　制御部と
を備え、
　前記制御部は、
　　前記検出した信号のセル識別情報と同一のセル識別情報を付与されている既知のセル
から受信した対応する受信信号であって当該検出した信号のタイミングとは異なるタイミ
ングの受信信号と、当該検出した信号とを比較し、
　　前記比較の結果に基づいて前記検出した信号が既知のセルから発信されたものである
のか、それとも新規のセルから発信されたものであるのかを判定する
ことを特徴とするユーザ端末。
【請求項１４】
　前記検出した信号と前記受信信号はそれぞれ１つ以上のＯＦＤＭシンボルを含んでおり
、
　前記ユーザ端末は、前記検出した信号と前記受信信号とをそれぞれ変換して前記ＯＦＤ
Ｍシンボルを取得する受信信号処理部をさらに備えていることを特徴とする請求項１３に
記載のユーザ端末。
【請求項１５】
　前記制御部は、前記検出した信号の前記ＯＦＤＭシンボルと前記受信信号の前記ＯＦＤ
Ｍシンボルとを比較することを特徴とする請求項１４に記載のユーザ端末。
【請求項１６】
　前記検出した信号と前記受信信号はそれぞれＣＤＭＡ信号を含んでおり、
　前記ユーザ端末は、前記検出した信号と前記受信信号とをそれぞれ逆拡散して逆拡散信
号を生成する受信信号処理部をさらに備えていることを特徴とする請求項１３に記載のユ
ーザ端末。
【請求項１７】
　前記制御部は、前記検出した信号から得られた前記逆拡散信号と前記受信信号から得ら
れた前記逆拡散信号とを比較することを特徴とする請求項１６に記載のユーザ端末。
【請求項１８】
　前記制御部は、前記検出した信号に含まれているデータ信号および／または制御信号と
、前記受信信号に含まれているデータ信号および／または制御信号とを比較することを特
徴とする請求項１３に記載のユーザ端末。
【請求項１９】
　前記ユーザ端末は、前記検出した信号と前記受信信号とをそれぞれ復号する処理部をさ
らに備え、
　前記制御部は、前記検出した信号から復号されたデータ信号および／または制御信号と
、前記既知のセルから受信した前記受信信号から復号されたデータ信号および／または制
御信号とを比較することを特徴とする請求項１８に記載のユーザ端末。
【請求項２０】
　前記制御部は、前記検出した信号に含まれている復号前のデータ信号および／または制
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御信号と、前記受信信号に含まれている復号前のデータ信号および／または制御信号を相
関処理することを特徴とする請求項１８に記載のユーザ端末。
【請求項２１】
　前記制御部は、前記検出した信号の信号発信源が既知のセルであると判定すると、前記
既知のセルについてのタイミングウインドウを調整することを特徴とする請求項１３に記
載のユーザ端末。
【請求項２２】
　前記タイミングウインドウにはセルサーチ用のタイミングウインドウが含まれることを
特徴とする請求項２１に記載のユーザ端末。
【請求項２３】
　前記タイミングウインドウにはパスサーチ用のタイミングウインドウが含まれることを
特徴とする請求項２１に記載のユーザ端末。
【請求項２４】
　前記制御部は、前記検出した信号が新規のセルから受信された信号であると判定すると
、予め指定されたネットワークエンティティに対して問題イベントが発生したことを報告
することを特徴とする請求項１３に記載のユーザ端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、移動通信ネットワークにおけるセルサーチに係り、とりわけセルサ
ーチを実行している最中に信号の発信源を特定する方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の移動通信ネットワークでは、ネットワークのカバレッジエリアが複数のセルに分
割されている。基地局は、セルの中央に配置されたアンテナを使用してセル内に存在する
複数のユーザ端末に対してサービスを提供する。各セルは固有のセルＩＤによって識別さ
れる。セルＩＤはブロードキャストチャネルを介して複数のユーザ端末に対してブロード
キャストされる。セルＩＤを使用することで、ユーザ端末は、モビリティ管理の目的でセ
ルサーチアルゴリズムを実装しているときに、異なる複数のセルを区別できるようになる
。
【０００３】
　第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）が開発したロングタームエボリュ
ーション（ＬＴＥ）システム用に、分散アンテナシステム（ＤＡＳ）が提案されている。
分散アンテナシステムでは、基地局は複数のアンテナと接続しており、これらの複数のア
ンテナによりセル内に位置しているユーザ端末に対してカバレッジを提供している。ここ
では、各なんてなによってカバーされているエリアをサブセルと呼ぶことにする。一般に
、サブセルのサイズは、従来の移動通信システムにおける中央配置型アンテナによってカ
バーされるエリアのサイズよりもずっと小さい。分散アンテナシステムアーキテクチャに
は２つの主要な利点がある。第１の利点は、各アンテナのカバレッジエリアが小さいこと
に起因して空間再利用係数を高くすることができることである。第２の利点は、単一の基
地局が各アンテナで使用されている無線リソースのすべてを制御でき、それゆえに信号の
送信と受信とをコーディネートして、干渉を最小にし、システムキャパシティを増加でき
ることである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　セル計画の誤りによって、２つの隣接セルが同一のセル識別情報を割り当てられてしま
うことがある。これは好ましいことではない。たとえば、２つの異なる隣接セルが同一の
セルＩＤを割り当てられてしまうと、分散アンテナシステムを採用しているシステムのユ
ーザ端末が混乱してしまうおそれがある。この場合、ユーザ端末は、隣接セルのアンテナ
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から受信した信号を、現在のサービング（在圏）セルのアンテナから受信した信号である
と、誤って認識してしまうことがある。この誤りは、モビリティ管理上のエラーを誘発さ
せる。
【０００５】
　したがって、セル計画の誤りが発生したときに、検出された信号が、既知のセルから発
信された信号なのか、それとも、当該既知のセルのセル識別情報と同一のセル識別情報を
割り当てられている新規のセルから発信された信号なのかを判定する方法についてのニー
ズがあるといえる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、検出された信号が、既知のセルから発信された信号なのか、それとも、当該
既知のセルのセル識別情報と同一のセル識別情報を割り当てられている新規のセルから発
信された信号なのかを判定する方法及び装置を提供する。移動通信ネットワークにおいて
動作しているユーザ端末が、新規の信号を検出すると、ユーザ端末は、検出した信号のセ
ル識別情報とフレームタイミングを判別する。検出した信号のセル識別情報が既知のセル
のセル識別情報と一致したものの、遅延時間が異なっている場合、検出した信号の発信源
は、既知のセルまたは新規のセルのいずれかである。この場合、ユーザ端末は、検出した
信号と、検出した信号の発信源と同一のセル識別情報を有しているもののタイミングが異
なっている既知のセルから受信した信号とを比較する。たとえば、ユーザ端末は、検出し
た信号によって搬送されていたデータシンボルと、既知のセルから受信した信号によって
搬送されていた対応するデータシンボルとを比較してもよいし、もしくは、検出した信号
によって搬送されていた制御シンボルと、既知のセルから受信した信号によって搬送され
ていた対応する制御シンボルとを比較してもよいし、または、検出した信号によって搬送
されていたデータシンボルと、既知のセルから受信した信号によって搬送されていた対応
するデータシンボルとを比較し、かつ、検出した信号によって搬送されていた制御シンボ
ルと、既知のセルから受信した信号によって搬送されていた対応する制御シンボルとを比
較してもよい。この既知のセルから受信した信号との比較結果に基づいて、ユーザ端末は
、既知のセルにおいて発信された信号であるのか、それとも新規のセルにおいて発信され
た信号であるのかを判定する。新規のセルは、単一の中央配置型のアンテナシステムのセ
ルであってもよいし、分散アンテナシステムのセルであってもよい。検出した信号が、既
知のセルから受信した対応する信号と一致した場合、ユーザ端末は、検出した信号が既知
のセルから発信された信号であると判定する。一方、検出した信号が、既知のセルから受
信した対応する信号と一致しなかった場合、ユーザ端末は、検出した信号が、同一のセル
識別情報を有している新規のセルから発信された信号であると判定する。この場合、ユー
ザ端末は、セル計画にエラーが発生していると判定し、セル計画エラーをネットワークに
報告してもよい。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】各セルが中央配置型アンテナを備えた例示的な移動通信ネットワークを示した図
である。
【図２】分散アンテナシステムを使用した例示的な移動通信ネットワークを示した図であ
る。
【図３】検出した信号の発信源を判別する例示的な方法を示した図である。
【図４Ａ】図３に示した方法を含むサーチプロシージャを示した図である。
【図４Ｂ】図３に示した方法を含むサーチプロシージャを示した図である。
【図５】本発明の例示的なユーザ端末を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下では図面を参照しながら、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）に
よって開発されているロングタームエボリューション（ＬＴＥ）にそって構成された移動
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通信ネットワークを用いて本発明を説明する。当業者であれば、本発明を広帯域符号分割
多元接続（ＷＣＤＭＡ）規格やＷｉｍａｘ規格など、他の規格にそって動作する移動通信
ネットワークにも適用できることを理解できよう。
【０００９】
　図１が、参照符号１０によって参照される移動通信ネットワークについて従来のネット
ワークアーキテクチャを示している。移動通信ネットワーク１０のカバレッジエリアは複
数のセル１２に分割されている。移動局２０は各セル１２に関連付けて配置されており、
ＬＴＥ規格では拡張ノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ、ｅＮＢ）と呼ばれている。基地局２０はセ
ル１２内に位置しているユーザ端末１００に対してサービスを提供する。典型的には、物
理的に分離された基地局２０が各セル１２ごとに配置される。基地局２０は、１つまたは
複数のアンテナ２２に接続されている。アンテナ２２はセル１２の中央に配置されている
。
【００１０】
　移動通信ネットワーク１０において、ハンドオーバプロシージャが使用されているが、
これは、移動通信ネットワーク１０内の複数のセル１２の間をユーザ端末１００が移動し
たとしてもサービスを継続して適用できるようにするためである。ユーザ端末１００は、
定期的に周辺セルをサーチし、在圏セル１２から受信した信号の強度や周辺セル１２から
受信した信号の強度を測定し、これらの測定値をサービング（在圏）基地局２０に報告す
る。基地局２０またはユーザ端末１００は、信号強度の測定値に基づいて、いつハンドオ
ーバを実行すべきかを決定する。典型的に、ハンドオーバは、在圏セル１２からの信号の
強度よりも周辺セル１２からの信号の強度が大きくなったときに、実行される。
【００１１】
　モビリティ管理を実現するために、移動通信ネットワーク１０の各セル１２はセルＩＤ
（セル識別情報）によって区別される。ユーザ端末１００は、新規のセル１２を探し出し
、探し出した新規のセル１２を現在の在圏セル１２へ報告する。ユーザ端末１００が新規
のセル１２を検出すると、ユーザ端末１００は検出した新規のセル１２を既知のセル１２
を登録したリストへ追加する。既知のセル１２はすでにユーザ端末１００によって監視対
象にされているセルのことである。
【００１２】
　図２は、ＬＴＥネットワークように提案する代替のネットワークアーキテクチャを示し
ている。従来の移動通信ネットワーク１０と同様に、移動通信ネットワーク１０のカバレ
ッジエリアは複数のセル１２に分割されている。図２では便宜上１つのセル１２だけを示
している。基地局２０は、各セル１２においてユーザ端末１００に対してサービスを提供
する。基地局２０は、複数のアンテナ２２に接続している。複数のアンテナ２２は、セル
１２において分散して配置されている。アンテナ２２のカバレッジエリアをここではサブ
セル１４と呼ぶことにする。サブセル１４のカバレッジエリアは、セル１２のカバレッジ
エリアよりも小さい。基地局２０は、各アンテナ２２に割り当てられているリソースを完
全に制御しており、複数のアンテナ２２を介してユーザ端末１００に対して情報を送信で
きる。または、ユーザ端末１００は、複数のアンテナ２２から同一の情報をそれぞれ異な
る遅延時間でもって受信する。各アンテナ２２は同一のセル１２内に配置されているため
、各アンテナ２２はそれぞれ同一のセル識別情報をブロードキャストする。
【００１３】
　ユーザ端末１００が、複数のアンテナ２２を備えているセル１２内で動作しているとき
に、ユーザ端末１００は、各検出したアンテナ２２から受信した信号の強度を基地局２０
へ報告する。ユーザ端末１００のセルサーチアルゴリズムは、信号の発信源をサーチする
ように改良されてもよい。信号の発信源としては、同一のセル１２内のアンテナ２２の場
合もあれば、周辺セル１２のアンテナ２２の場合もある。異なる複数のアンテナからそれ
ぞれ送信された信号は、たとえば、遅延時間の違いによって検出可能である。ユーザ端末
１００へ信号を送信する複数のアンテナ２２は、ユーザ端末１００によって提供される信
号強度の測定値に基づいて選択される。基地局２０は、複数のアンテナ２２について信号
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の送信と受信とをコーディネート（調整）して、干渉を減少させる。他の実施形態では、
ユーザ端末１００は、既知のセル１２に配置されている複数のアンテナ２２のすべてから
受信した信号のトータルでの信号強度を報告してもよい。
【００１４】
　分散アンテナシステムでは、移動通信ネットワーク１０における複数の隣接セル１２に
対して同一のセルＩＤが割り当てられてしまうと、問題が発生する。これは好ましいこと
ではないのだが、この状況は、新規のシステムを普及展開しているときに発生することが
知られている。２つの隣接セル１２が同一のセルＩＤを有していると、ユーザ端末１００
は、信号の発信源を判別することが困難になり、隣接セル１２のアンテナ２２から受信し
た信号の発信源を現在の在圏セル１２であると誤認識してしまうこともあるだろう。この
場合、ユーザ端末１００は、ハンドオーバが必要になったときにハンドオーバの実行に失
敗したり、識別できていないセル１２に対してハンドオーバを要求してしまったりするた
め、最終的には呼のドロップ（切断）が発生するだろう。ユーザ端末１００が既知のセル
１２から異なるタイミングでもって信号を受信する理由はいくつかある。既知のセル１２
が備えている複数のアンテナ２２からユーザ端末までの距離がそれぞれ異なっていること
が１つの理由である。また、信号の複数のマルチパスがユーザ端末に対してそれぞれ異な
るタイミングで到着することが２つ目の理由である。
【００１５】
　本発明の一実施形態によれば、検出された信号が、既知のセルから発信された信号なの
か、それとも、当該既知のセルのセル識別情報と同一のセル識別情報を割り当てられてい
る未知のセルから発信された信号なのかをユーザ端末１００が判定できるようにするプロ
シージャが提供される。図３は、本発明にかかる例示的な方法１５０を示しており、この
方法１５０はユーザ端末１００に実装される。新規の信号、すなわちアンテナ２２を検出
すると、ユーザ端末１００は、検出した信号のセル識別情報とタイミングを判別する（ブ
ロック１５２）。このセル識別情報が既知のセルのセル識別情報に一致し、かつ、タイミ
ングｔ１が既知のセル１２のタイミングウインドウ（ｔ０を中心としたウインドウ）内に
収まるものであれば、サーチは通常通りに継続する。セル識別情報が既知のセルのセル識
別情報に一致したものの、タイミングｔ１が既知のセル１２のタイミングウインドウ（ｔ
０を中心としたウインドウ）内に収まらないものであれば、ユーザ端末は、新規の信号の
発信源が、既知のセル１２内に存在するのか、ユーザ端末１００にとってこれまでに知ら
れていない新規のセル１２内に存在するのかを判定する。新規のセル１２は、単一の中央
配置型のアンテナ２２を備えている場合もあるし、各サブセル１４ごとに１つのアンテナ
２２を備えた分散アンテナシステムを備えている場合もある。検出した信号の発信源が新
規のセルなのかそれとも既知のセルなのかを判定するために、ユーザ端末１００は、検出
した信号と、既知のセル１２から受信した対応する受信信号とを比較する（ブロック１５
４）。この比較結果に基づいて、ユーザ端末１００は、検出した信号の発信源が既知のセ
ル１２なのかそれとも新規のセル１２なのかを判定する（ブロック１５６）。
【００１６】
　検出した信号は既知の信号発信源からの受信信号と様々な手法により対比可能である。
たとえば、ユーザ端末１００は、検出信号に含まれているＯＦＤＭシンボルと、受信信号
における対応するＯＦＤＭシンボルとの相関をとってもよい。また、ユーザ端末１００は
、タイミングｔ１での検出信号に対してＦＦＴを実行し、対応するタイミングｔ０での受
信信号に対してＦＦＴを実行する。そして、検出信号から取得されたＯＦＤＭシンボルが
、受信信号の対応するＯＦＤＭシンボルと相関演算される。その結果、相関が高ければ、
検出信号は既知のセル１２から発信された可能性が高い。一方、相関が低ければ、検出信
号は新規のセル１２から発信された可能性が高い。したがって、上記の判定は、相関演算
の結果と所定の閾値とを比較することによって、実行可能である。シンボル間干渉（ＩＳ
Ｉ）が存在するため、相関演算結果は多くのノイズを含む可能性がある。よって、閾値は
、それぞれの信号の信号対雑音比を推定することによって決定されてもよい。
【００１７】
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　他の実施形態によれば、検出信号に含まれている制御信号が、既知のセル１２によって
送信された制御信号と比較されてもよい。検出信号と受信信号とをそれぞれ復号してそれ
ぞれの制御信号を取得し、それを比較してもよい。検出信号に含まれていた制御信号と、
受信信号に含まれていた制御信号とが一致した場合、ユーザ端末１００は、検出信号が既
知のセル１２から発信されたと判定する。一方で検出信号に含まれていた制御信号と、受
信信号に含まれていた制御信号とが一致しなかった場合、ユーザ端末１００は、検出信号
が新規のセル１２から発信されたと判定し、新規のセル１２を新規セルリストに追加する
。
【００１８】
　図４Ａおよび図４Ｂは、図３に示した方法を含む、ユーザ端末１００によって実行され
る例示的なサーチ方法２００を示している。ユーザ端末１００は、既知のセル１２のタイ
ミングを継続的に追跡する（ブロック２０２）。既知のセル１２のタイミングのトラッキ
ング（追跡）は、たとえば、ＬＴＥネットワークにおいて一定の時間間隔で送信されてい
る、プライマリ同期チャネル（Ｐ－ＳＣＨ）上で送信されている同期シンボルおよび／ま
たはセカンダリ同期チャネル（Ｓ－ＳＣＨ）上で送信されている同期シンボルと相関を取
ることによって実行可能である。各セル１２は、マルチパス成分を受信するために許容さ
れたタイミングウインドウを有している。典型的に、このタイミングウインドウは、ＬＴ
Ｅで使用されているサイクリックプリフィックスと同じ長さであるか、またはわずかにそ
れよりも長い。
【００１９】
　ユーザ端末１００は、定期的に新規の信号発信源をサーチする（ブロック２０４）。セ
ルサーチアルゴリズム自体は、当業界においてよく知られているので、ここでは簡潔に説
明する。ユーザ端末１００をアシスト（補助）するために、各セル１２は、ダウンリンク
においてプライマリ同期信号とセカンダリ同期信号とを提供する。セルサーチプロシージ
ャにおける最初のステップで、ユーザ端末１００は、受信信号と既知のプライマリ同期シ
ーケンスとの間で整合フィルタリングを実行する。マッチド（整合）フィルタから出力信
号におけるピークは、信号発信源が存在することを示しており、粗いタイミングも示して
いる。粗いタイミングが一度得られると、ユーザ端末１００は、セカンダリ同期信号との
相関処理を実行し、フレームタイミングとセル識別情報とを取得する。
【００２０】
　新規の信号が検出されると、ユーザ端末１００は、検出信号のセル識別情報とタイミン
グの遅延量を判別する（ブロック２０８）。当業者であれば、セル識別情報とタイミング
とが、プライマリ同期信号とセカンダリ同期信号とから得られることを理解していよう。
検出信号のセル識別情報は、ユーザ端末１００が予め記憶している、既知のセルを登録し
たリストに対してチェックされる（ブロック２１０）。セル識別情報が既知セルリストに
含まれていなければ、検出信号は新規のセル１２から発信された信号であると認識され、
既知セルリストに追加される（ブロック２１２）。一方、検出信号のセル識別情報が既知
のセル１２のセル識別情報に一致すると、検出信号のタイミングが既知のセル１２のタイ
ミングと比較される（ブロック２１４）。検出信号のタイミングが既知のセル１２のタイ
ミングウインドウ内に収まるものであれば、検出信号は既知のセル１２から発信されたも
のであると判定される。
【００２１】
　一方、検出信号のタイミングが、同一のセル識別情報を付与されている既知のセル１２
のタイミングウインドウ内に収まらないものであれば、ユーザ端末１００は、上述したよ
うに、検出信号と、既知のセル１２から受信した対応する受信信号とを比較する（ブロッ
ク２１６）。検出信号と受信信号とが一致すると（ブロック２１８）、検出信号は既知の
セル１２から発信されたと判定される（ブロック２２０）。この場合、ユーザ端末１００
は、既知のセル１２用のタイミングウインドウを調整する（ブロック２２２）。検出した
信号発信源から受信した信号が、同一のセル識別情報を付与されている既知のセル１２か
ら受信した信号に一致しなければ（ブロック２１８）、検出信号は新規のセルから発信さ
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セル識別情報を共用していることを意味しているため、ユーザ端末１００は、オプション
として、問題のイベントが発生していることをネットワークに報告してもよい（ブロック
２２６）。そして、ユーザ端末１００は、検出した信号発信源を既知セルリストに追加す
る（ブロック２１２）。
【００２２】
　上述したように、本発明は、ＬＴＥネットワークにのみ限定されるわけではない。ＷＣ
ＤＭＡシステムのように他の規格を採用しているネットワークにおいても本発明を適用可
能である。ＷＣＤＭＡシステムでは、検出した信号発信源から受信した信号と既知のセル
から受信した信号との比較処理は、検出したタイミングｔ１に対応した時点で受信した信
号を逆拡散し、検出した信号発信源からの信号の逆拡散信号と、既知セルのタイミングｔ
０に対応した時点で逆拡散された、既知のセルからの信号の逆拡散信号とを相関処理する
ことによって、実行される。ユーザ端末１００は、相関結果と、上述した閾値をと比較す
る。あるいは、ユーザ端末１００は、検出した信号と受信信号を復号し、復号により得ら
れたシンボルを比較してもよい。
【００２３】
　図５は、本発明の一実施形態にかかる例示的なユーザ端末１００を示している。ユーザ
端末１００は、受信機フロントエンド１０２と、アナログデジタル変換器１０４と、受信
信号処理部１０６と、セルサーチャ１０８と、制御部１１０を備えている。受信器フロン
トエンド１０２は、受信信号を増幅し、フィルタリングし、受信信号をベースバンド周波
数にダウンコンバートする。アナログデジタル変換器１０４は、受信信号をサンプリング
し、受信信号をデジタルサンプルに変換し、受信信号処理部１０６の入力部に入力する。
受信信号処理部１０６は、既知の手法で受信信号を処理する。このような処理としては、
たとえば、復調処理は復号処理が含まれる。セルサーチャ１０８は、既知セル１２につい
てのタイミングを受信信号処理部１０６に供給する。受信信号処理部１０６は、セカンダ
リ同期チャネル（Ｓ－ＳＣＨ）をＦＦＴ処理し、処理結果をセルサーチャ１０８に出力す
る。
【００２４】
　セルサーチャ１０８の主要な機能は、新規のセル１２を検出することである。セルサー
チャ１０８は、信号を検出するためのセル識別情報とタイミングとを制御部１１０に供給
する。制御部１１０は、このセル識別情報を既知セル１２のリストと比較する。セル識別
情報が既知セル１２のものと一致しなければ、制御部１１０は、このセル識別情報を既知
セルリストに追加する。なお、既知セルリストは、ユーザ端末１１０が備えるメモリ（不
図示）に記憶されている。一方、セル識別情報が既知セル１２のものと一致すれば、制御
部１１０は、検出した信号が既知セル１２からの信号であるのか、それとも新規のセル１
２からの信号であるのかを判定する。この判定処理は、上述したように、検出した信号に
含まれているデータ信号と既知のセル１２によって送信されて受信された受信信号に含ま
れている対応するデータ信号とを比較するか、もしくは、検出した信号に含まれている制
御信号と既知のセル１２によって送信されて受信された受信信号に含まれている対応する
制御信号とを比較するか、または、検出した信号に含まれているデータ信号と既知のセル
１２によって送信されて受信された受信信号に含まれている対応するデータ信号とを比較
し、かつ、検出した信号に含まれている制御信号と既知のセル１２によって送信されて受
信された受信信号に含まれている対応する制御信号とを比較することによって実行される
。
【００２５】
　本発明は、本発明の範囲と必須の特徴から逸脱することなく、他の特定の形態で実施さ
れてもよい。つまり、本発明の実施形態は説明目的で提供したにすぎず、発明を限定する
目的で提供したわけではない。特許請求の範囲に記載した発明と同一の範囲および均等の
範囲に含まれるすべての変更は、本発明に包含されることが意図されている。
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