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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信システムで使用可能な帯域幅が複数種類規定されており、所定の中心周波数を中心
とする帯域において、複数種類規定された帯域幅のうちのいずれかの帯域幅を使用して、
送信データを送信する送信部と、
　前記送信部において使用される帯域幅にかかわらず、前記送信部において使用される帯
域の中心周波数を含んだ所定幅の中央帯域に、同期チャネルを多重化する多重化部と、
　を備えることを特徴とする基地局装置。
【請求項２】
　前記多重化部は、中央帯域のみに同期チャネルを多重化することを特徴とする請求項１
に記載の基地局装置。
【請求項３】
　前記多重化部は、中央帯域に制御チャネルも多重化することを特徴とする請求項１また
は２に記載の基地局装置。
【請求項４】
　通信システムで使用可能な帯域幅が複数種類規定されており、所定の中心周波数を中心
とする帯域において、複数種類規定された帯域幅のうちのいずれかの帯域幅を使用して、
送信データを送信する送信部と、
　前記送信部において使用される帯域幅にかかわらず、前記送信部において使用される帯
域の中心周波数を含んだ所定幅の中央帯域に、制御チャネルを多重化する多重化部と、
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を備えることを特徴とする基地局装置。
【請求項５】
　前記多重化部は、中央帯域のみに制御チャネルを多重化することを特徴とする請求項４
に記載の基地局装置。
【請求項６】
　前記多重化部において多重化される制御チャネルには、前記送信部において使用される
帯域幅を特定するための情報が含まれていることを特徴とする請求項３から５のいずれか
に記載の基地局装置。
【請求項７】
　前記送信部は、３種類以上規定された帯域幅のうちのいずれかの帯域幅を使用すること
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】
　前記送信部において使用しうる複数の帯域幅の候補は、基地局装置が使用可能な最大帯
域幅としてそれぞれ規定され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】
　通信システムで使用可能な帯域幅が複数種類規定されており、所定の中心周波数を中心
とする帯域において、複数種類規定された帯域幅のうちのいずれかの帯域幅を使用して、
下り回線の送信データを送信するステップと、
　使用される帯域幅にかかわらず、帯域の中心周波数を含んだ所定幅の中央帯域に、同期
チャネルを多重化するステップと、
　を備えることを特徴とする送信方法。
【請求項１０】
　前記多重化するステップは、中央帯域のみに同期チャネルを多重化することを特徴とす
る請求項９に記載の送信方法。
【請求項１１】
　前記多重化するステップは、中央帯域に制御チャネルも多重化することを特徴とする請
求項９または１０に記載の送信方法。
【請求項１２】
　通信システムで使用可能な帯域幅が複数種類規定されており、所定の中心周波数を中心
とする帯域において、複数種類規定された帯域幅のうちのいずれかの帯域幅を使用して、
下り回線の送信データを送信するステップと、
　使用される帯域幅にかかわらず、帯域の中心周波数を含んだ所定幅の中央帯域に、制御
チャネルを多重化するステップと、
を備えることを特徴とする送信方法。
【請求項１３】
　前記多重化するステップは、中央帯域のみに制御チャネルを多重化することを特徴とす
る請求項１２に記載の送信方法。
【請求項１４】
　前記多重化するステップにおいて多重化される制御チャネルには、前記送信するステッ
プにおいて使用される帯域幅を特定するための情報が含まれていることを特徴とする請求
項１１から１３のいずれかに記載の送信方法。
【請求項１５】
　前記送信するステップは、３種類以上規定された帯域幅のうちのいずれかの帯域幅を使
用することを特徴とする請求項９から１４のいずれかに記載の送信方法。
【請求項１６】
　前記送信するステップにおいて使用しうる複数の帯域幅の候補は、基地局装置が使用可
能な最大帯域幅としてそれぞれ規定されることを特徴とする請求項９から１５のいずれか
に記載の送信方法。
【請求項１７】



(3) JP 4440831 B2 2010.3.24

10

20

30

40

50

　通信システムで使用可能な帯域幅が複数種類規定されており、所定の中心周波数を中心
とする帯域において、複数種類規定された帯域幅のうちのいずれかの帯域幅を使用して、
送信データを送信するとともに、使用される帯域幅にかかわらず、帯域の中心周波数を含
んだ所定幅の中央帯域に、同期チャネルを多重化する基地局と、
　前記基地局からの同期チャネルを受信することによって同期を確立するとともに、前記
基地局からの送信データを受信する移動局と、
　を備えることを特徴とする通信システム。
【請求項１８】
　前記基地局は、中央帯域のみに同期チャネルを多重化することを特徴とする請求項１７
に記載の通信システム。
【請求項１９】
　通信システムで使用可能な帯域幅が複数種類規定されており、複数種類規定された帯域
幅のうちのいずれかの帯域幅を使用して、送信データを送信する送信部と、
　前記送信部において使用される帯域幅にかかわらず、前記送信部において使用される帯
域の中心周波数を含んだ所定幅の中央帯域に、同期チャネルを多重化する多重化部と、
を備えることを特徴とする基地局装置。
【請求項２０】
　前記多重化部は、中央帯域のみに同期チャネルを多重化することを特徴とする請求項１
９に記載の基地局装置。
【請求項２１】
　通信システムで使用可能な帯域幅が複数種類規定されており、複数種類規定された帯域
幅のうちのいずれかの帯域幅を使用して、送信データを送信する送信部と、
　前記送信部において使用される帯域幅にかかわらず、前記送信部において使用される帯
域の中心周波数を含んだ所定幅の中央帯域に、制御チャネルを多重化する多重化部と、
を備えることを特徴とする基地局装置。
【請求項２２】
　前記多重化部は、中央帯域のみに制御チャネルを多重化することを特徴とする請求項２
１に記載の基地局装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に無線通信の技術分野に関連し、特に複数の帯域で使用することが可能な
基地局、移動局及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　広帯域符号分割多重接続（Ｗ－ＣＤＭＡ）方式やＧＳＭ方式等に関する既存の通信シス
テムでは、通信に使用される帯域の中心周波数はラスタ又は周波数ラスタと呼ばれる所定
の周波数に一致するように規定されている。周波数ラスタは例えば２００ｋＨｚ毎に周波
数軸上に並んでいる。従って、移動局は周波数軸上で周波数ラスタを順番にサーチするこ
とで（２００ｋＨｚ毎にサーチすることで）、オペレータの中心周波数を特定し、下りリ
ンクに接続することができる。下りリンクのセルサーチについては、非特許文献１，２に
記載されている。
【非特許文献１】３ＧＰＰ、ＴＳ２５．１０１、“Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ（ＵＥ
）ｒａｄｉｏ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ａｎｄ　ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ（ＦＤＤ）”、
ｐｐ．１２－１４
【非特許文献１】立川敬二、「Ｗ－ＣＤＭＡ移動通信方式」、丸善株式会社、ｐｐ．３５
－４５
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
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　ところで、広狭複数の帯域を使用する直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）方式の無線通
信システムが検討されている。ＯＦＤＭ方式が採用するのは、それがマルチパス伝搬干渉
やシンボル間干渉を効果的に抑制できる等の利点を有するからである。このような無線通
信システムでは、例えば２０ＭＨｚのような広帯域とその一部の帯域（例えば５ＭＨｚ）
とが、移動局の装置構成、基地局の装置構成及びアプリケーション等に応じて使い分けら
れるようにして、多様なオペレータがサービスを提供できるように配慮されている。
【０００４】
　図１は、複数の帯域幅を有するＯＦＤＭ方式の無線通信システムに関するスペクトルを
模式的に示す。セルＡでは２０ＭＨｚの広い帯域幅でも５ＭＨｚの狭い帯域幅でもＯＦＤ
Ｍ方式の通信がそれぞれ行われる。５ＭＨｚの狭い帯域幅は、周波数軸上で２０ＭＨｚの
広い帯域幅の右端に位置する。セルＡとは別のセルＢでも５ＭＨｚの帯域幅でＯＦＤＭ方
式の通信が行われる。セルＢでの帯域は、セルＡの２０ＭＨｚの帯域とは周波数軸上で離
れた位置にある。上述したように周波数軸上には周波数ラスタが一定間隔毎に設定されて
いる。図示の例では、左側のＸＨｚを起点にΔｒａｓｔｅｒＨｚ毎に周波数ラスタが設定
されている。セルＡの２０ＭＨｚの帯域の中心周波数ｆＡは周波数ラスタＸ＋２Δｒａｓ

ｔｅｒ上にある。セルＢの５ＭＨｚの帯域の中心周波数ｆＢは周波数ラスタＸ＋５Δｒａ

ｓｔｅｒ上にある。
【０００５】
　一方、サブキャリア間隔は周波数ラスタとは無関係に定められるので、周波数ラスタの
間隔はサブキャリア間隔の整数倍であるとは限らない。従って、広帯域の２０ＭＨｚの周
波数帯域の中心周波数ｆＡがラスタ上にあったとしても、その一部の５ＭＨｚの帯域の中
心周波数ｆＡ’は常にはラスタ上にないことが予想される。このため、セルＡで５ＭＨｚ
の周波数帯域を使用しようとする移動局が下りリンクに接続するための手順や中心周波数
のサーチに要する処理が複雑化してしまうという問題が懸念される。
【０００６】
　本発明の課題は、２以上の帯域の内の何れかの周波数帯域でＯＦＤＭ方式の通信が行わ
れる移動通信システムにおいて、下りリンク信号への接続を容易にする基地局、移動局及
び方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一形態では基地局装置が使用される。基地局装置は、通信システムで使用可能
な帯域幅が複数種類規定されており、所定の中心周波数を中心とする帯域において、複数
種類規定された帯域幅のうちのいずれかの帯域幅を使用して、送信データを送信する送信
部と、前記送信部において使用される帯域幅にかかわらず、前記送信部において使用され
る帯域の中心周波数を含んだ所定幅の中央帯域に、同期チャネルを多重化する多重化部と
を備えることを特徴とする基地局装置である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、２以上の帯域の内の何れかの周波数帯域でＯＦＤＭ方式の通信が行わ
れる移動通信システムにおいて、下りリンク信号への接続が容易になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明の一形態では、第１の帯域（２０ＭＨｚ）のラスタ上の中心周波数ｆＡを含み第
２の帯域（端の５ＭＨｚ）の帯域幅以上の帯域で、同期チャネルが基地局から移動局に送
信される。その中心付近の帯域で、第２の帯域の中心周波数ｆＡ’を特定する中心周波数
情報を含む制御チャネルが基地局から移動局に送信される。移動局は、ラスタ上の中心周
波数を含む帯域で中心周波数情報を得た後に、所望の帯域に移るので、ラスタ上にない周
波数をサーチせずに所望の帯域に接続することができる。
【００１０】
　同期チャネル及び制御チャネルは、第１の帯域のラスタ上の中心周波数を含み前記第２
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の帯域の帯域幅に等しい帯域で送信されてもよい。これにより、移動局は使用する帯域幅
によらず公平に下りリンクに接続できる。同期チャネル及び／又は制御チャネルは第１の
帯域全域で送信されてもよい。これにより、通信に使用される帯域幅に応じて異なる情報
を制御チャネルに含めることができる。
【００１１】
　同期チャネルがサブキャリア間隔より広い間隔で周波数方向にマッピングされてもよい
。同期チャネルがマッピングされなかったサブキャリアは他の情報を割り当てることがで
きるので、情報の伝送効率を向上させることができる。
【００１２】
　第１の帯域及び所定の送信時間間隔の１以上にわたってマッピングされた２次元スクラ
ンブル符号のうち、第１の帯域のラスタ上の中心周波数を含み第２の帯域の帯域幅以上の
帯域にマッピングされている２次元スクランブル符号で制御チャネルが符号化されてもよ
い。これにより、移動局は同期を確立した後にスクランブル符号を切り換えずに制御チャ
ネルを復調することができる。
【００１３】
　第１の帯域のラスタ上の中心周波数を含み第２の帯域の帯域幅に等しい帯域で送信され
る基本制御情報は、どの帯域を使用する移動局にも共通する制御情報を含み、第２の帯域
以外の第３の帯域で伝送される制御情報は、前記第３の帯域を使用する移動局に固有の制
御情報が含まれてもよい。
【００１４】
　本発明の一形態による移動局は、２以上の周波数帯域の何れかを用いて伝送される下り
リンク信号を受信する手段と、第１の帯域のラスタ上の中心周波数を含み第２の帯域の帯
域幅以上の帯域で基地局から送信された同期チャネル及び制御チャネルを検出する手段と
、前記制御チャネルから前記第２の帯域の中心周波数を特定する中心周波数情報を抽出す
る手段と、前記中心周波数情報に従って、信号を受信する周波数帯域を変更する手段とを
有する。
【実施例１】
【００１５】
　図２は本発明の一実施例による送信機を模式的に示す。送信機は典型的には基地局に設
けられる。送信機は、送信データと同期パターンを多重化する多重部（ＭＵＸ）と、多重
化されたデータを高速逆フーリエ変換するＩＦＦＴ部と、逆フーリエ変換後のＯＦＤＭ方
式で変調済みの信号にガードインターバルを付加し、送信するシンボルを出力するガード
インターバル付与部（ＧＩ）と、送信するシンボルの信号形式を無線周波数で送信するた
めの信号形式に変換する無線部（ＲＦ）とを有する。
【００１６】
　図３は、本発明の一実施例による受信機のブロック図を示す。受信機は典型的には移動
局に設けられる。受信機はアンテナで受信した信号をディジタル形式のシンボルに変換す
る無線部（ＲＦ）と、シンボルからガードインターバルを除去して有効シンボルを出力す
るガードインターバル除去部（ＧＩ）と、有効シンボルのデータを高速フーリエ変換して
ＯＦＤＭ方式の復調を行うＩＦＦＴ部と、ＯＦＤＭ方式の復調後のデータと所定の同期パ
ターンとの相関を計算し、相関ピークを検出する相関検出部とを有する。
【００１７】
　図４は、図２の多重部で多重化される同期チャネルのマッピング例を示す。基地局及び
移動局は広狭様々な周波数帯域の何れかで通信を行うことができ、図示の例では２０ＭＨ
ｚ、１０ＭＨｚ又は５ＭＨｚが通信に使用される場合の同期チャネルのマッピング例を示
す。基地局が２０ＭＨｚの帯域幅を使用する場合に、基地局の送信機は全サブキャリアに
同期チャネルのデータをマッピングする。簡明化のため、２０ＭＨｚで４０個のサブキャ
リアしか描かれていないが実際には多数のサブキャリアが存在する。同期チャネルがｄ１

，ｄ２，．．．，ｄ４０のデータ系列で何らかの同期パターンを表現する場合に、そのデ
ータ系列が周波数軸方向に並べられ、各サブキャリアにマッピングされる。図中、四角で
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囲まれた数字「１」、「２」、．．．は上記のｄ１，ｄ２，．．．に相当する。
【００１８】
　基地局が２０ＭＨｚの帯域を利用し、移動局も同じ２０ＭＨｚの帯域を利用する場合に
は、移動局はその２０ＭＨｚの帯域の中心周波数をセルサーチで容易に発見でき、下りリ
ンクに接続し、以後の通信を行うことができる。移動局が２０ＭＨｚの帯域と中心周波数
が異なる５ＭＨｚの帯域を使用する場合には次のような動作が行われる。移動局は図３の
相関検出部にｄ１６，ｄ１７，．．．，ｄ２５の同期パターンを与える。このようにする
と、図５に示されるように、移動局は２０ＭＨｚの帯域の中心周波数ｆＡを検出すること
ができる。相関検出部では、受信信号と同期チャネルのレプリカｄ１６，ｄ１７，．．．
，ｄ２５との間で位相をずらしながら相関計算を行い、相関値がピークになる周波数が検
出される。相関計算では、１サブキャリアでもずれていると相関値は小さくなり、帯域の
中心が正確に検出できる。同期パターンとしてはＰＮ符号系列、ゴールド符号系列その他
の様々な系列が使用されてもよい。相関計算を行うことで、何らかのピークが得られ、そ
の位置が特定できればよいからである。
【００１９】
　目下の例では、５ＭＨｚの帯域を利用する移動局が在圏するセルの中で、２０ＭＨｚ、
１０ＭＨｚ及び５ＭＨｚの帯域幅が用意され、移動局はその何れかを使用することができ
る。基地局は、図４（１）に示されるように全サブキャリアにわたって同期チャネルをマ
ッピングして送信することに加えて、図６に示されるように、中心周波数ｆＡを中心とす
る５ＭＨｚの帯域で、全ユーザ向けの制御情報（共通制御チャネル）を送信する。図５に
関連して説明されたように、５ＭＨｚの帯域を利用する移動局も、中心周波数ｆＡを検出
することができ、周波数ｆＡを中心とする５ＭＨｚの帯域で伝送される制御チャネルを適
切に復調することができる。この共通制御チャネルには、２０ＭＨｚの帯域の一部を使用
する５ＭＨｚの帯域の中心周波数ｆＡ’（通常はラスタ上にない）の位置を特定できる中
心周波数情報が含まれている。中心周波数情報は例えば周波数ｆＡ’がラスタ上の周波数
ｆＡとどの程度離れているかを示す情報を含んでいてもよい。移動局は、共通制御チャネ
ルを復調し、中心周波数情報を読み取り、（図３のＲＦ部のような）無線部内の周波数シ
ンセサイザを調整し、移動局が受信する５ＭＨｚの帯域の中心を周波数ｆＡ’に合わせる
。以後、移動局は２０ＭＨｚの帯域の右端の５ＭＨｚを用いてデータチャネル等を通信す
ることができる。
【００２０】
　図７Ａは本発明の一実施例による動作のフローチャートを示し、図７Ｂはそのフローで
移動局が下りリンクに接続する様子を模式的に示す。両図を参照しながら動作例が説明さ
れる。２０ＭＨｚの帯域の中心周波数を含む５ＭＨｚの帯域（中央帯域）で制御チャネル
及び同期チャネルが基地局から送信される。この制御チャネル及び同期チャネルは、移動
局がトラフィックデータの通信に使用しようとする帯域幅によらず（５ＭＨｚ、１０ＭＨ
ｚ、２０ＭＨｚ等のような帯域幅によらず）、どの移動局にも共通するパターンに設定さ
れている。ステップ１では、同期及び制御チャネルが基地局から送信され、移動局はセル
サーチを行うことで同期チャネルを受信し同期をとる。ステップ２では移動局は制御チャ
ネルを受信して復調し、周波数情報を読み取る。周波数情報には、その移動局に割り当て
られる周波数帯域に関する情報（中央帯域及び使用の許可された帯域（使用許可帯域）間
の偏移量等）が含まれる。周波数情報に、そのセルの帯域幅が２０ＭＨｚであることを示
す基地局情報が含まれてもよい（これは必須ではない。）。ステップ３では移動局は制御
チャネルで通知された使用の許可された帯域に、受信信号の周波数を調整し、通信を行う
帯域を変更する。以後、使用許可帯域（例えば５ＭＨｚの帯域幅を有する）で移動局はデ
ータ通信を開始する。上述したように、中央帯域の中心周波数ｆＡはラスタ上にあるが、
使用許可帯域の中心周波数ｆＡ’はラスタ上にあるとは限らない。したがって、上記の周
波数情報なしに移動局が使用許可帯域の中心周波数を検出することは容易ではない。中央
帯域のラスタ上の中心周波数はどの移動局でも容易に検出でき、制御チャネルを復調でき
るので、移動局は通信の中心周波数をラスタ上にない所望の周波数へ容易に移すことがで
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きる。
【００２１】
　図７に示されるように、５ＭＨｚを利用する移動局は、先ず２０ＭＨｚの帯域の中心周
波数ｆＡを検出し、中心の５ＭＨｚの帯域で伝送されている共通制御チャネルを受信する
。基地局はそのような制御チャネルを送信データとして用意して同期チャネルに加えて配
下の移動局に送信する必要がある。移動局は制御チャネルの指示内容に従って、使用許可
されている右端の５ＭＨｚの帯域に移行する。以後、移行した帯域で通信が行われる。
【００２２】
　なお、図２，３の例では周波数領域で同期チャネルが多重及び分離されていたが、図８
，９に示されるように時間領域で多重及び分離が行われてもよい。移動局が２０ＭＨｚの
帯域の中心を検出でき、制御チャネルを復調できればよいからである。
【実施例２】
【００２３】
　図１０も同期チャネルのマッピング例を示す。但し、図１０の例では、基地局は５ＭＨ
ｚの帯域でしか通信できないが、移動局は２０ＭＨｚの帯域を使用できる性能を有する。
この場合、移動局は２０ＭＨｚの帯域総てを用いる通信を行うことはできない。基地局は
、図４（３）に示されるように、全４０個のデータ系列の一部であるｄ１６，ｄ１７，．
．．，ｄ２５のような１０個のデータ系列を同期チャネルのパターンとして配下の移動局
に送信する。移動局は、図４（１）に示されるようなｄ１，ｄ２，．．．，ｄ４０のよう
な全４０個のデータ系列のを用意し、それと受信信号との相関を計算し、ピークの位置を
検出する。図１０に示されるように、移動局は５ＭＨｚの帯域の中心周波数ｆＡを検出し
て同期を確保し、その帯域で送信されている制御チャネルを受信し、基地局は５ＭＨｚで
しか通信できないことを知ることができる。
【００２４】
　基地局がどの帯域で通信しているかは、下りの制御チャネルで報知されてもよいし、以
下の例で説明されるように移動局で判断されてもよい。一例として、移動局は、図１０に
示されるように３種類の相関値を導出する。第１の相関値は中心付近のデータ系列ｄ１６

～ｄ２５に関する相関値であり、第２の相関値は中心付近のデータ系列ｄ１６～ｄ２５に
加えてその両側を加味したデータ系列ｄ１１～ｄ３０に関する相関値であり、第３の相関
値は全域にわたるデータ系列ｄ１～ｄ４０に関する相関値である。例えば、上記の例のよ
うに基地局が５ＭＨｚの帯域でしか同期チャネルを送信していなかったとすると、第１、
第２及び第３の相関値は何れも等しい大きさのピークを示す。しかし、基地局が図４（２
）に示されるように１０ＭＨｚの帯域で同期チャネルを送信していたならば、第１の相関
値は第２の相関値より小さく、第２の相関値と第３の相関値は同程度の大きさになる。よ
り長いデータ系列の相関値は、より大きなピークを与えるからである。更に、基地局が２
０ＭＨｚの全域で同期チャネルを送信していたならば、第１，第２及び第３の相関値の順
に大きな相関値が得られる。従って、第１乃至第３の相関値を算出し、それらの大きさを
比較することで基地局の帯域を特定することができる。
【実施例３】
【００２５】
　図１１は同期チャネルの別のマッピング例を示す。移動局で同期が確保できる限り、同
期チャネルは使用される帯域全域に必ずしも挿入されなくてもよい。図示の例では２サブ
キャリア毎に同期チャネルが周波数軸方向に間欠的に挿入されている。また、同期チャネ
ルは周波数軸方向だけでなく、図１２に示されるように時間軸方向に挿入されてもよい。
いずれにせよ、同期チャネルの挿入されなかったサブキャリアには別の信号をマッピング
することができるので、同期チャネルのマッピング量を最小限に抑制することで、情報伝
送効率を向上させることができる。
【００２６】
　上述のようにセルでサポートされる帯域幅に応じて同期チャネルのマッピングパターン
が異なってもよいし、図１３に示されるようにどの帯域で移動局が通信するかによらず中
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心付近の同じ帯域幅で同期チャネルが送信されてもよい。この場合、図１０で説明したよ
うに基地局の帯域を移動局で判断することは困難になるかもしれない。しかし、使用され
る帯域幅によらずセルの検出精度を公平にする等の観点からは、同期チャネルの挿入され
る帯域が共通していることが望ましい。
【００２７】
　図１４は、５ＭＨｚ以上の帯域が使用される場合には５ＭＨｚで同期チャネルが送信さ
れ、５ＭＨｚより狭い帯域が使用される場合には帯域幅に応じて同期チャネルのマッピン
グが異なる例を示す。使用可能な帯域に著しい広狭がある場合にまでセル検出精度の公平
性を求めると、広帯域を使用する場合のセル検出精度が十分に得られなくなってしまうこ
とが懸念される。広帯域の場合の同期チャネル構成が最適なものから大きく異なるように
なるからである。この場合、図１４に示されるようにすることで、セルの検出精度及び公
平性の双方に配慮することができる。
【実施例４】
【００２８】
　図１５は図６に示される共通制御チャネルとは別の共通制御チャネルの構成を示す。図
１５の構成例では、中心の５ＭＨｚの第１帯域に、全ユーザ向けの制御情報と、５ＭＨｚ
の帯域を使用するユーザ向けの制御情報とが含まれている。後者の制御情報には、中心周
波数ｆＡと使用する帯域の中心周波数ｆＡ’との関係等を示す中心周波数情報が含まれる
。第１帯域の両側２．５ＭＨｚずつの第２帯域では、全ユーザ向けの制御情報の冗長情報
と、１０ＭＨｚの帯域を使用するユーザ向けの制御情報とが伝送される。前者の冗長情報
は、制御情報に施される誤り訂正符号化の各種のアルゴリズムに従って導出される冗長ビ
ットで表現される。後者の制御情報は１０ＭＨｚの帯域を使用するユーザ用の中心周波数
情報等が含まれる。この第２帯域の更に両側の第３帯域では全ユーザ向けの制御情報の冗
長情報と、１０ＭＨｚの帯域を使用するユーザ向けの制御情報とが伝送される。ユーザが
使用する帯域に合わせて制御情報等を分散して伝送することで、例えば移動局の等級に応
じて制御チャネルの伝送内容を変えることができる。
【実施例５】
【００２９】
　同期チャネルに加えて基地局から送信される制御チャネルやデータチャネルには、基地
局に固有のスクランブル符号が適用されてもよい。この場合、通信に使用される帯域幅毎
にスクランブル符号が全く独立に設定されていると、同期確立後に移動局が制御チャネル
を復号するための処理が複雑化するおそれがある。本実施例では、所定の期間及び２０Ｍ
Ｈｚの帯域全域で定義される２次元符号の全部又は一部を用いて、スクランブル符号が決
定される。
【００３０】
　図１６は制御チャネル等に乗算されるスクランブル符号の一例を示す図である。図示の
例では、周波数方向の４０個のサブキャリア及び時間方向の８シンボルにわたる２次元符
号が先ず規定される。隣接するシンボルは周波数軸方向の位相が１サブキャリアだけ互い
にずれた関係になっている。基地局が２０ＭＨｚの帯域全部を用いて制御チャネル等を送
信する場合には、これら総てのスクランブル符号が制御チャネルに乗算され、送信される
。基地局が５ＭＨｚの帯域しか使用しない場合には、中心周波数ｆＡを含む５ＭＨｚの帯
域にマッピングされているスクランブル符号が使用される。基地局が１０ＭＨｚの帯域し
か使用しない場合には、中心周波数ｆＡを含む１０ＭＨｚの帯域にマッピングされている
スクランブル符号が使用される。このため、移動局は同期確立後にスクランブル符号を切
り換えずに制御チャネルを復調でき、下りリンクに簡易に接続できる。
【００３１】
　２０ＭＨｚの全域及び８シンボルにわたる２次元符号は、図１６に示されるような繰り
返しパターンでなくてもよい。図１７は、繰り返しパターンではなく一連のデータ系列で
２次元符号が用意されている場合を示す。このような２次元符号を用いても、上記と同様
な効果が得られる。
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【実施例６】
【００３２】
　第1実施例等では移動局の使用帯域の最小幅が５ＭＨｚであり、同期チャネル及び制御
チャネルが５ＭＨｚの中央帯域で伝送されていた。しかし、５ＭＨｚ以外の帯域幅で同期
チャネル及び制御チャネルが伝送されてもよい。図１８に示される例では、移動局の使用
可能な帯域が１．２５ＭＨｚであり、中央帯域が１．２５ＭＨｚである場合を示す。図１
９は、第４実施例の図１５と同様であるが中央の最小帯域幅が１．２５ＭＨｚである点が
異なる。更に、図１８及び図１９に示される構成例を組み合わせ、図２０に示されるよう
に１．２５ＭＨｚの帯域及び中央の５ＭＨｚの帯域で制御チャネルが伝送されてもよい。
これにより、５ＭＨｚ以上の帯域幅を利用するユーザに対しては広帯域化の利益（制御チ
ャネルの高品質化等）をもたらしつつ、移動局間の公平性にも配慮することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】複数の帯域幅を有するＯＦＤＭ方式の無線通信システムに関するスペクトルを模
式的に示す。
【図２】本発明の一実施例による送信機のブロック図を示す。
【図３】本発明の一実施例による受信機のブロック図を示す。
【図４】同期チャネルのマッピング例を示す図である。
【図５】帯域の中心が検出される原理を示す図である。
【図６】制御チャネルの構成例を示す図である。
【図７Ａ】本発明の一実施例による動作のフローチャートを示す図である。
【図７Ｂ】本発明の一実施例による動作を周波数軸上で示す図である。
【図８】本発明の一実施例による送信機のブロック図を示す。
【図９】本発明の一実施例による受信機のブロック図を示す。
【図１０】帯域の中心が検出される原理を示す図である。
【図１１】同期チャネルの別のマッピング例を示す図である。
【図１２】同期チャネルの別のマッピング例を示す図である。
【図１３】同期チャネルの別のマッピング例を示す図である。
【図１４】同期チャネルの別のマッピング例を示す図である。
【図１５】制御チャネルの別の構成例を示す図である。
【図１６】制御チャネルに乗算されるスクランブル符号の一例を示す図である。
【図１７】制御チャネルに乗算されるスクランブル符号の一例を示す図である。
【図１８】制御チャネルの構成例を示す図である。
【図１９】制御チャネルの別の構成例を示す図である。
【図２０】制御チャネルの別の構成例を示す図である。
【符号の説明】
【００３４】
　ＭＵＸ　多重部
　ＦＦＴ　高速フーリエ変換部
　ＩＦＦＴ　高速逆フーリエ変換部
　ＧＩ　ガードインターバル挿入部又は除去部
　ＲＦ　無線部
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【図１２】 【図１３】



(13) JP 4440831 B2 2010.3.24
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