
JP 5607200 B2 2014.10.15

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおける通信スキームを識別することを容易にする方法であって、
　プライマリ同期信号及びセカンダリ同期信号を生成することと、
　無線フレーム内の位置に前記プライマリ同期信号と前記セカンダリ同期信号をマッピン
グすることと、互いに関連する前記プライマリ同期信号の前記位置と前記セカンダリ同期
信号の前記位置は、基地局に対応する第１のパラメータの少なくとも一部分に基づいて決
定され、前記プライマリ同期信号と前記セカンダリ同期信号は、前記第１のパラメータと
は無関係の周期性でマッピングされ、前記周期性は、どのくらいの頻度で前記プライマリ
およびセカンダリ同期信号が前記無線フレームにおいて送信されるかを示し、
　ダウンリンク上で前記無線フレーム内の前記位置において前記プライマリ同期信号と前
記セカンダリ同期信号を送信することと、
　を備える方法。

【発明の詳細な説明】
【関連出願に対する相互参照】
【０００１】
　本願は、２００７年１０月１０日に出願され、「通信システムのための効率的なシステ
ム識別スキーム（EFFICIENT SYSTEM IDENTIFICATION SCHEMES FOR COMMUNICATION SYSTEM
S）」と題された米国の仮特許出願番号第６０／９７９，０５６号と、２００７年１０月
２４日に出願され、「通信システムのための効率システム識別スキーム（EFFICIENT SYST
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EM IDENTIFICATION SCHEMES FOR COMMUNICATION SYSTEMS）」と題された米国仮特許出願
番号第６０／９８２，２６５号と、２００８年１月２５日に出願され「通信システムのた
めの効率システム識別スキーム（EFFICIENT SYSTEM IDENTIFICATION SCHEMES FOR COMMUN
ICATION SYSTEMS）」と題された米国仮特許出願番号第６１／０２３，５２８号の利益を
主張する。前述した出願の全体は、参照によりここにおいて組み込まれている。
【技術分野】
【０００２】
　下記の説明は、一般的には無線通信に関し、より具体的には、無線通信システムにおけ
るシステムパラメータ（単数または複数）を示すための効率的なスキーム(efficient sch
eme)を利用することに関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信システムは、様々な通信サービスを提供するために広く展開されており、例え
ば、ボイス及び／またはデータは、そのような無線通信システムを介して提供されること
ができる。典型的な無線通信システム、あるいはネットワークは、１つまたは複数の共有
リソース(例えば、帯域幅、伝送パワー、…)へのアクセスを複数ユーザに提供することが
できる。例えば、システムは、周波数分割多重化（ＦＤＭ）、時分割多重化（ＴＤＭ）、
符号分割多重化（ＣＤＭＡ）、直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）、及び他のもの、のよ
うな様々な多元接続技術を使用することができる。
【０００４】
　一般的に、無線多元接続通信システムは、複数の接続端末のための通信を同時にサポー
トすることができる。各アクセス端末は、順方向リンクと逆方向リンク上の送信を介して
、１つまたは複数の基地局と通信することができる。順方向リンク(あるいは「ダウンリ
ンク」)は基地局からアクセス端末までの通信リンクを指し、逆方向リンク(あるいは「ア
ップリンク」)は、アクセス端末から基地局までの通信リンクを指す。この通信リンクは
、シングルインシングルアウト、マルチプルインシングルアウト、あるいは、マルチプル
インマルチプルアウト(multiple-in-multiple-out)（ＭＩＭＯ）システムを介して、確立
されることができる。
【０００５】
　ＭＩＭＯシステムは、データ送信のために、マルチプル（ＮＴ）送信アンテナと、マル
チプル（ＮＲ）受信アンテナを一般的に利用する。ＮＴ送信アンテナと、ＮＲ受信アンテ
ナによって形成されたＭＩＭＯチャネルは、Ｎｓ独立チャネルに分解されることができ、
そしてそれは、空間チャネルと呼ばれることができ、ここでは、Ｎｓ≦｛ＮＴ，ＮＲ｝で
ある。Ｎｓ独立チャネルのそれぞれは1つの次元(a dimension)に対応する。さらに、マル
チプル送信及び受信アンテナによって作られる追加の次元(additional dimensionalities
)が利用される場合には、ＭＩＭＯシステムは、改善された性能（例、増大されたスペク
トル効率、より高いスループット、および／または、より大きな信頼性(greater reliabi
lity)）を提供することができる。
【０００６】
　ＭＩＭＯシステムは、共通物理媒体(common physical medium)上で順方向及び逆方向リ
ンク通信を分割するために、様々なデュプレキシング技術(various duplexing technique
s)をサポートすることができる。例えば、周波数分割デュプレクス(frequency division 
duplex)（ＦＤＤ）システムは、順方向及び逆方向リンク通信のために異なる周波数ドメ
インを利用することができる。さらに、時分割デュプレクス(time division duplex)（Ｔ
ＤＤ）システムでは、順方向及び逆方向リンクの通信は、共通周波数ドメインを利用する
ことができるので、相互作用の原理(reciprocity principle)は逆方向リンクチャネルか
らの順方向リンクチャネルの推定を可能にする。
【０００７】
　無線通信システムは、サービスエリア(coverage area)を提供する1つまたは複数の基地
局をしばしば利用する。一般的な基地局は、ブロードキャスト、マルチキャスト、及び／
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またはユニキャスト、のサービスのために、マルチプルデータストリームを送信すること
ができ、ここでは、データストリームは、アクセス端末に対し独立受信対象でありうるデ
ータのストリームであることができる。そのような基地局のサービスエリア内のアクセス
端末は、合成ストリームによって搬送される、１つ、１以上、あるいはすべてのデータス
トリームを受信するために利用されることができる。同様に、アクセス端末は、基地局あ
るいは別のアクセス端末に対してデータを送信することができる。
【０００８】
　様々なパラメータ（単数または複数）は、無線通信システムにおける各基地局と関連づ
けられることができる。パラメータ（単数または複数）は、無線フレーム構造タイプ、デ
ュプレキシング技術、セルタイプ、ユニキャスト対マルチキャストオペレーション、等に
関連することができる。例えば、基地局は、２つの可能無線フレーム構造のうちの１つ（
例、発展型ＵＭＴＳ地上無線接続（Ｅ－ＵＴＲＡ）仕様書に記載されているフレーム構造
タイプ１あるいはフレーム構造タイプ２）を利用することができる。さらに、基地局はＴ
ＤＤシステムあるいはＦＤＤシステムの一部であることができる。さらに、基地局はマク
ロセル(macrocell)あるいはフェムトセル(femto cell)に関連づけられることができる。
追加的に、あるいは、代替的に、基地局は、ユニキャストシステムあるいはマルチキャス
トシステムの一部であることができる。
【０００９】
　従来、アクセス端末は、それらの間の接続の初期化のときに相互作用している基地局に
関連づけられたパラメータ（単数または複数）についての知識を欠く。例えば、電源を入
れるとき(upon power-up)、アクセス端末は、特定の基地局に対してデータを送信するこ
と、及び/または、特定の基地局からデータを受信すること、を始めることができる。し
かしながら、アクセス端末は、無線フレーム構造タイプ、デュプレキシング技術、セルタ
イプ、及び／または、通信している基地局に関連づけられたあるいは通信している基地局
によって使用されたユニキャスト／マルチキャストオペレーション、に気づかない可能性
がある。
【００１０】
　対応する基地局に関連づけられた様々なパラメータ（単数または複数）を識別するため
に、アクセス端末によって利用された共通技術は、しばしば、非効率で時間を消費する。
例として、アクセス端末は、その後に続いて転送された情報(subsequently transferred 
information)に加えて、ブロードキャストチャネル上で送信された情報を復号することに
よって、獲得を典型的に有効にする(effectuates)。したがって、基地局によって送信さ
れた信号は、前述のパラメータのうちの１つまたは複数を決定するために、一般に復号さ
れる。しかしながら、このようなパラメータ（単数または複数）が知られていないときに
は、これらの信号の復号は、せいぜい(at best)困難であり得る。一例によれば、ブライ
ンドの循環プリフィックス（ＣＰ）検出を利用するとき、アクセス端末は、フレーム構造
タイプ１及びフレーム構造タイプ２の使用間で区別することができない可能性がある。
【発明の概要】
【００１１】
　以下は、そのような実施形態の基本的な理解を提供するために、１つまたは複数の実施
形態の簡略化された概要(summary)を示す。この概要は、すべての熟考された実施形態の
広範囲な全体像ではなく、すべての実施形態の重要な／決定的な要素を識別することも、
あるいは、いずれのあるいはすべての実施形態の範囲を詳細に描写することも、意図され
ていない。その唯一の目的は、後で示される、より詳細な説明の前置きとして、簡略化さ
れた形で１つまたは複数の実施形態のいくつかの概念(concepts)を示すことである。
【００１２】
　１つまたは複数の実施形態及びその対応する開示にしたがって、様々な態様は、無線通
信環境において同期信号を使用して基地局に関連づけられたパラメータ（単数または複数
）の効率的なインジケーション(indication)を容易にすることに関連して説明されている
。例えば、無線フレームにおけるＰＳＣ及びＳＳＣの相対的な位置(relative locations)
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は、パラメータの関数(a function of a parameter)であることができる。さらに、ＰＳ
Ｃｓを生成するために使用されたＰＳＣシーケンスは、パラメータに基づいて、選択され
ることができる。さらに、無線フレームからのＰＳＣｓの含有あるいは排除は、パラメー
タの関数であることができる。追加的に、あるいは、代替的に、擬似ランダムシーケンス
マッピング（例、セルＩＤ、トーン位置への）はパラメータの関数であることができる。
パラメータの例は、基地局がＴＤＤシステムあるいはＦＤＤシステムの一部であるかどう
か、無線フレームがＦＳ１あるいはＦＳ２を利用するかどうか、基地局がマクロセルある
いはフェムトセルに関連づけられているかどうか、あるいは、基地局がユニキャストシス
テムあるいはマルチキャストシステムに関連づけられているかどうか、であることができ
る。
【００１３】
　関連態様にしたがって、無線通信環境における基地局に関する１つまたは複数のパラメ
ータを識別することを容易にする方法は、ここにおいて説明されている。方法は、プライ
マリ同期コード（ＰＳＣ）と、セカンダリ同期コード（ＳＳＣ）を生成することを含むこ
とができる。さらに、方法は、基地局に対応する第１のパラメータの関数として、無線フ
レームにおいて相対的な位置でＰＳＣ及びＳＳＣをスケジュールすることを備えることが
できる。さらに、方法は、ＰＳＣ及びＳＳＣの相対的な位置に基づいて、第１のパラメー
タを示すためにダウンリンク上で無線フレームを送信することを含むことができる。
【００１４】
　別の態様は無線通信装置に関する。無線通信装置は、基地局の第１のパラメータに基づ
いてプライマリ同期化コード（ＰＳＣ）シーケンスを選択することと、その選択されたＰ
ＳＣシーケンスに基づいてプライマリ同期化コード（ＰＳＣ）を生成することと、その選
択されたＰＳＣシーケンスに基づいて第１のパラメータを示すためにダウンリンク上で生
成ＰＳＣを含む無線フレームを送信することと、に関する命令を保持するメモリを含むこ
とができる。さらに、無線通信装置は、メモリに保持された命令を実行するように構成さ
れた、メモリに結合されたプロセッサを含むことができる。
【００１５】
　さらに、別の態様は、無線通信環境における少なくとも1つのアクセス端末に対して1つ
または複数のパラメータを効率的に示すことを可能にする無線通信装置(wireless commun
ications apparatus)に関する。無線通信装置は、基地局に対応する第１のパラメータの
関数として、無線フレームにおいて相対的な位置で、プライマリ同期化コード（ＰＳＣ）
とセカンダリ同期化コード（ＳＳＣ）をスケジュールするための手段を含むことができる
。さらに、無線通信装置は、ＰＳＣ及びＳＳＣの相対的な位置に基づいて第１のパラメー
タを識別するためにダウンリンク上で無線フレームを送信するための手段を含むことがで
きる。
【００１６】
　さらに、別の態様は、コンピュータ可読媒体(computer-readable medium)を備えること
ができるコンピュータプログラムプロダクト(computer program product)に関する。コン
ピュータ可読媒体は、基地局の第１のパラメータに基づいて、プライマリ同期化コード（
ＰＳＣ）シーケンスを選択するためのコードを含むことができる。さらに、コンピュータ
可読媒体は、その選択されたＰＳＣシーケンスに基づいてプライマリ同期化コード（ＰＳ
Ｃ）を生成するためのコードを含むことができる。さらに、コンピュータ可読媒体は、そ
の選択されたＰＳＣシーケンスに基づいて第１のパラメータを示すためにダウンリンク上
で生成ＰＳＣを含む無線フレームを送信するためのコード、を含むことができる。
【００１７】
　別の態様にしたがって、無線通信システムにおける装置は、プロセッサを含むことがで
き、なお、プロセッサは、基地局に対応する第１のパラメータの関数として無線フレーム
において相対的な位置で、プライマリ同期化コード（ＰＳＣ）とセカンダリ同期化コード
（ＳＳＣ）をスケジュールするように構成されることができる。さらに、プロセッサは、
ＰＳＣ及びＳＳＣの相対的な位置に基づいて第１のパラメータを識別するためにダウンリ
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ンク上で無線フレームを送信するように構成されることができる。
【００１８】
　他の態様にしたがって、無線通信環境における基地局に対応する少なくとも1つのパラ
メータを解読することを容易にする方法は、ここにおいて説明されている。その方法は、
基地局から無線フレームを受信することを含むことができる。さらに、方法は、異なるタ
イプの同期信号の相対的な位置、特定タイプの同期信号を生成するために利用されたシー
ケンス、あるいは無線フレームが２つのタイプの同期信号を含むかどうか、のうちの少な
くとも１つを決定するために無線フレームを分析すること、を含むことができる。さらに
、方法は、基地局に関連づけられた少なくとも１つのパラメータを、相対的な位置、シー
ケンス、あるいは、無線フレームが２つのタイプの同期信号を含むかどうか、に基づいて
認識することを備えることができる。
【００１９】
　さらに別の態様は、基地局から無線フレームを受信することと、異なるタイプの同期信
号の相対的な位置、特定タイプの同期信号を生成するために利用されたシーケンス、ある
いは、無線フレームが２つのタイプの同期信号を含むかどうか、のうちの少なくとも１つ
を決定するために無線フレームを分析することと、基地局に関連づけられた少なくとも１
つのパラメータを、相対的な位置、シーケンス、あるいは、無線フレームが２つのタイプ
の同期信号を含むかどうか、に基づいて認識することと、に関する命令を保持するメモリ
を含むことができる無線通信装置に関する。さらに、無線通信装置は、メモリに保持され
た命令を実行するように構成された、メモリに結合されたプロセッサを備えることができ
る。
【００２０】
　別の態様は、無線通信環境における基地局に関して１つまたは複数のパラメータを識別
することが可能な無線通信装置に関する。無線通信装置は、異なるタイプの同期信号の相
対的な位置、特定タイプの同期信号を生成するために利用されたシーケンス、あるいは、
無線フレームが２つのタイプの同期信号を含むかどうか、のうちの少なくとも１つを解読
するために無線フレームを分析するための手段を含むことができる。さらに無線通信装置
は、基地局に関連づけられた少なくとも１つのパラメータを、相対的な位置、シーケンス
、あるいは、無線フレームが２つのタイプの同期信号を含むかどうか、に基づいて認識す
るための手段、を含むことができる。
【００２１】
　さらに、別の態様は、コンピュータ可読媒体を備えることができるコンピュータプログ
ラムプロダクトに関する。コンピュータ可読媒体は、異なるタイプの同期信号の相対的な
位置、特定タイプの同期信号を生成するために利用されたシーケンス、あるいは無線フレ
ームが２つのタイプの同期信号を含むかどうか、のうちの少なくとも１つを解読するため
に無線フレームを分析するためのコードを含むことができる。さらに、コンピュータ可読
媒体は、基地局に関連づけられた少なくとも１つのパラメータを、相対的な位置、シーケ
ンス、あるいは、無線フレームが２つのタイプの同期信号を含むかどうか、に基づいて認
識するためのコード、を備えることができる。
【００２２】
　別の態様にしたがって、無線通信システムにおける装置は、プロセッサを含むことがで
き、プロセッサは、異なるタイプの同期信号の相対的な位置、特定タイプの同期信号を生
成するために使用されたシーケンス、あるいは、無線フレームが２つのタイプの同期信号
を含むかどうか、のうちの少なくとも１つを解読するために基地局から受信された無線フ
レームを評価するように構成されることができる。さらに、プロセッサは、基地局に関連
づけられた少なくとも１つのパラメータを、相対的な位置、シーケンス、あるいは、無線
フレームが２つのタイプの同期信号を含むかどうか、に基づいて決定するように構成され
ることができる。
【００２３】
　前述及び関連する目的の実現のために、１つまたは複数の実施形態は、下記で十分に説
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明され、特に特許請求の範囲において指摘された、特徴を備える。下記の説明及び添付図
面は、１つまたは複数の実施形態のある説明のための態様において詳細に記載されている
。しかしながら、これらの態様は、様々な実施形態の原理が使用されることができる、ほ
んのいくつかの様々な方法を示しており、説明された実施形態は、すべてのそのような態
様及びそれらの同等物(equivalents)を含むように意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、ここに記載された様々な態様にしたがった無線通信システムの図である
。
【図２】図２は、フレーム構造タイプ１（ＦＳ１）無線フレームの例の図である。
【図３】図３は、フレーム構造タイプ２（ＦＳ２）無線フレームの例の図である。
【図４】図４は、無線通信環境において基地局関連パラメータ（単数または複数）を示す
ために、同期信号を使用するシステムの一例の図である。
【図５】図５－６は、１つまたは複数のパラメータに関する情報を広めるために、同期信
号の相対的な位置を使用する無線フレームの構造の一例の図である。
【図６】図５－６は、１つまたは複数のパラメータに関する情報を広めるために、同期信
号の相対的な位置を使用する無線フレームの構造の一例の図である。
【図７】図７は、無線通信環境における基地局に関する１つまたは複数のパラメータを識
別することを容易にする方法の一例の図である。
【図８】図８は、無線通信環境における基地局に対応する1つまたは複数のパラメータを
示すことを容易にする方法の一例の図である。
【図９】図９は、無線通信環境における基地局に対応する少なくとも1つのパラメータを
解読することを容易にする方法の一例の図である。
【図１０】図１０は、無線通信システムにおける効率的な識別スキームを使用して基地局
に関連づけられたパラメータ（単数または複数）を認識するアクセス端末の一例の図であ
る。
【図１１】図１１は、無線通信環境におけるアクセス端末に対して、パラメータ（単数ま
たは複数）を示すために、同期信号を利用するシステムの一例の図である。
【図１２】図１２は、ここにおいて記載された様々なシステム及び方法と共に、利用され
ることができるワイヤレスネットワーク環境の一例の図である。
【図１３】図１３は、無線通信環境における少なくとも１つのアクセス端末に対して１つ
または複数のパラメータを効率的に示すことを可能にするシステムの一例の図である。
【図１４】図１４は、無線通信環境における基地局に関して１つまたは複数のパラメータ
を識別することを可能にするシステムの一例の図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　様々な実施形態は、図面を参照してこれから説明されており、同様の参照番号は、全体
にわたって、同様の要素を指すように使用される。下記の説明では、説明の目的のために
、多くの具体的な詳細が、１つまたは複数の実施形態の十分な理解を提供するために記載
されている。しかしながら、そのような実施形態（単数または複数）は、これらの具体的
な詳細無しに実行されることができるということは明らかである。他の例においては、よ
く知られている構造及びデバイスは、１つまたは複数の実施形態を説明することを容易に
するために、ブロック図形式で示されている。
【００２６】
　本願で使用されるように、用語「コンポーネント(component)」、「モジュール(module
)」、「システム(system)」、及び同様なものは、コンピュータ関連のエンティティ(comp
uter-related entity)、ハードウェアか、ファームウェアか、ハードウェアとソフトウェ
アの組み合わせか、ソフトウェアか、あるいは実行中のソフトウェアか、を指すように意
図されている。例えば、コンポーネントは、限定されてはいないが、プロセッサ上で実行
中のプロセス、プロセッサ、オブジェクト(object)、実行ファイル(an executable)、実
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行スレッド(thread of execution)、プログラム、及び／またはコンピュータ、であって
もよい。例として、コンピューティングデバイス上で実行しているアプリケーションと該
コンピューティングデバイスの両方は、コンポーネントであってもよい。１つまたは複数
のコンポーネントは、プロセス及び／または実行スレッド内に常駐(reside)することがで
き、また、コンポーネントは、１つのコンピュータ上で局在化されてもよいし、及び／ま
たは、２つ以上のコンピュータの間で分散されてもよい。さらに、これらのコンポーネン
トは、様々なデータ構造を保存している様々なコンピュータ可読媒体から実行することが
出来る。コンポーネントは、ローカルなプロセス及び／または遠隔のプロセスで、例えば
、１つまたは複数のデータパケット（例、ローカルシステム、分散システムにおいて、及
び／または、信号経由で他のシステムを備えたインターネットのようなネットワーク上で
、別のコンポーネントと相互作用している１つのコンポーネントからのデータ）を有して
いる信号にしたがって、通信することが出来る。
【００２７】
　ここにおいて説明される技術は、符号分割多重接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多重
接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多重接続（ＦＤＭＡ）システム、直交周波数分割
多重接続（ＯＦＤＭＡ）システム、シングルキャリア周波数分割多重化(single carrier-
frequency division multiple access)（ＳＣ－ＦＤＭＡ）及び他のシステム等のような
様々な無線通信システムに使用されることができる。用語「システム(system)」と「ネッ
トワーク(network)」は、しばしば互換性を持って使用されている。ＣＤＭＡシステムは
、ユニバーサル地上波無線接続(Universal Terrestrial Radio Access)（ＵＴＲＡ）、Ｃ
ＤＭＡ２０００等のような無線技術をインプリメントすることができる。ＵＴＲＡは、広
帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）及びＣＤＭＡの他の変数を含む。ＣＤＭＡ２０００は、Ｉ
Ｓ－２０００、ＩＳ－９５及びＩＳ－８５６規格をカバーする。ＴＤＭＡシステムは、モ
バイル通信のためのグローバルシステム(Global System for Mobile Communications)（
ＧＳＭ(登録商標)）のような無線技術をインプリメントすることができる。ＯＦＤＭＡシ
ステムは、発展型ＵＴＲＡ(Evolved UTRA)（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラモバイルブロード
バンド(Ultra Mobile Broadband)（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、Ｉ
ＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２０、フラッシュＯＦＤＭ（登録
商標）等のような無線技術をインプリメントすることができる。ＵＴＲＡ及びＥ－ＵＴＲ
Ａは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(Universal Mobile Teleco
mmunication System)（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰロングタームエボリューショ
ン(Long Term Evolution)（ＬＴＥ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳのアップカミ
ングリリース (upcoming release)であり、そしてそれは、ダウンリンク上でＯＦＤＭＡ
を、アップリンク上でＳＣ－ＦＤＭＡを、利用する。
【００２８】
　単独搬送周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）は、シングルキャリア変調(single ca
rrier modulation)及び周波数ドメイン等化(frequency domain equalization)を利用する
。ＳＣ－ＦＤＭＡは、ＯＦＤＭＡシステムのものと、同様な性能を有し、実質的には同じ
全体的な複雑さを有している。ＳＣ－ＦＤＭＡ信号は、その固有のシングルキャリア構造
により、より低い、ピーク対平均電力の比(peak-to-average power ratio)（ＰＡＰＲ）
を有する。ＳＣ－ＦＤＭＡは、例えば、より低いＰＡＰＲが送信電力効率の点からアクセ
ス端末に大いに利益を与えるアップリンク通信において、使用されることができる。した
がって、ＳＣ－ＦＤＭＡは、３ＧＰＰロングタームエボリューション（ＬＴＥ）あるいは
発展型ＵＴＲＡにおいて、アップリンク多元接続スキームとしてインプリメントされるこ
とができる。
【００２９】
　さらに、様々な実施形態は、アクセス端末に関連して、ここにおいて記載されている。
アクセス端末はまた、システム、加入者ユニット、加入者局、モバイル局、モバイル、遠
隔局、遠隔端末、モバイルデバイス、ユーザ端末、端末、無線通信デバイス、ユーザエー
ジェント、ユーザデバイス、あるいは、ユーザ機器（ＵＥ）と呼ばれることができる。ア
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クセス端末は、セルラ電話、コードレス電話、セッションイニシエーションプロトコル(S
ession Initiation Protocol)（ＳＩＰ）電話、無線ローカルループ(wireless local loo
p)（ＷＬＬ）局、携帯情報端末（ＰＤＡ）、無線接続機能を有しているハンドヘルドデバ
イス、コンピューティングデバイス、あるいは無線モデムに接続されている他の処理デバ
イスであることができる。さらに、様々な実施形態は、基地局に関連してここにおいて記
載されている。基地局は、アクセス端末（単数または複数）と通信するために使用される
ことができ、アクセスポイント、ノードＢ、発展型ノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）あるいは他
の用語で呼ばれることができる。
【００３０】
　さらに、ここにおいて説明される様々な態様あるいは特徴は、標準プログラミング及び
／または工学技術を使用して、方法、装置、あるいは製造品としてインプリメントされる
ことができる。ここにおいて使用されているように用語「製造品(article of manufactur
e)」は、いずれのコンピュータ可読デバイス、キャリア、あるいはメディアからアクセス
可能なコンピュータプログラムを含むように意図されている。例えば、コンピュータ可読
媒体は、限定されていないが、磁気保存デバイス（例、ハードディスク、フロッピー（登
録商標）ディスク、磁気ストリップ(magnetic strips）等）、光学ディスク（例、コンパ
クトディスク（ＣＤ）、デジタル汎用ディスク（ＤＶＤ）等）、スマートカード、及びフ
ラッシュメモリデバイス（例、ＥＰＲＯＭカード、スティック、キードライブ等）を含む
ことができる。さらに、ここにおいて説明される様々なストレージメディアは、１つまた
は複数のデバイス及び／または情報を保存するための他のマシン可読媒体を表すことがで
きる。用語「マシン可読媒体(machine-readable medium)」は、限定されていないが、無
線チャネル及び、命令（単数または複数）あるいはデータを保存し、含み、あるいは搬送
することができる他のメディア、を含むことができる。
【００３１】
　図１を参照すると、ここにおいて提示される様々な実施形態にしたがって、無線通信シ
ステム１００が図示される。システム１００は、マルチプルアンテナグループを含むこと
ができる基地局１０２を備える。例えば、１つのアンテナグループは、アンテナ１０４及
び１０６を含むことができ、別のグループは、アンテナ１０８及び１１０を備えることが
でき、さらなるグループは、アンテナ１１２及び１１４を含むことができる。２つのアン
テナは、各アンテナグループについて図示されているが、より多くの、あるいは、より少
ないアンテナは、各グループのために使用されることができる。基地局１０２はさらに送
信機チェイン及び受信機チェインを含むことができ、それらのそれぞれは、当業者によっ
て理解されるように、信号の送信及び受信に関連づけられた複数のコンポーネント（例、
プロセッサ、モジュレータ、マルチプレクサ、デモジュレータ、デマルチプレクサ、アン
テナ、等）を代わりに備えることができる。
【００３２】
　基地局１０２は、アクセス端末１１６及びアクセス端末１２２のような１つまたは複数
のアクセス端末と通信することができるが、基地局１０２は、アクセス端末１１６及び１
２２と同様な、実質的に任意の数のアクセス端末と通信することができるということは理
解されるべきである。アクセス端末１１６及び１２２は、例えば、携帯電話(cellular ph
ones)、スマートフォン、ラップトップ、ハンドヘルド通信デバイス、ハンドヘルドコン
ピューティングデバイス、衛星無線、グローバルポジショニングシステム、ＰＤＡｓ、及
び／または、無線通信システム１００にわたって通信するためのいずれの他の適切なデバ
イス、であることができる。図示されているように、アクセス端末１１６は、アンテナ１
１２及び１１４と通信しており、そこでは、アンテナ１１２及び１１４は、順方向リンク
１１８にわたってアクセス端末１１６に対して情報を送信し、逆方向リンク１２０にわた
ってアクセス端末１１６から情報を受信する。さらに、アクセス端末１２２は、アンテナ
１０４及び１０６と通信しており、そこでは、アンテナ１０４及び１０６は、順方向リン
ク１２４にわたってアクセス端末１２２に対して情報を送信し、逆方向リンク１２６にわ
たってアクセス端末１２２から情報を受信する。周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ）シス
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テムでは、例えば、順方向リンク１１８は、逆方向リンク１２０によって使用されるそれ
とは異なる周波数帯域を利用することができ、順方向リンク１２４は、逆方向リンク１２
６によって利用されるそれとは異なる周波数帯域を利用することができる。さらに、時分
割デュプレクス（ＴＤＤ）システムでは、順方向リンク１１８及び逆方向リンク１２０は
、共通の周波数帯域を利用することができ、順方向リンク１２４及び逆方向リンク１２６
は、共通の周波数帯域を利用することができる。
【００３３】
　各グループのアンテナ、及び／または、それらが通信するように指定されたエリアは、
基地局１０２のセクタと呼ばれることができる。例えば、アンテナグループは、基地局１
０２によってカバーされたエリアのセクタにおいてアクセス端末に対して通信するように
設計されることができる。順方向リンク１１８及び１２４にわたる通信において、基地局
１０２の送信アンテナは、アクセス端末１１６及び１１２２のための順方向リンク１１８
及び１２４の信号対雑音比を改善するためにビームフォーミングを利用することができる
。また、基地局１０２は、関連サービスエリアを通じてランダムに散在したアクセス端末
１１６及び１２２に対し送信するためにビームフォーミングを利用する一方で、近隣セル
におけるアクセス端末は、すべてのそのアクセス端末に対して単独アンテナを通じて送信
する基地局と比較してより少ない干渉を受けやすい可能性がある。
【００３４】
　システム１００は、システムパラメータ（単数または複数）を識別するための効率スキ
ームを利用する。基地局１０２は、アクセス端末１１６及び１２２に対して、基地局１０
２に関連づけられた１つまたは複数のパラメータを示すために同期信号を利用することが
できる。基地局１０２に関連づけられた様々なパラメータ（単数または複数）に従って通
知を提供するために同期信号を利用することによって、そのようなパラメータ（単数また
は複数）の知識なしに、アクセス端末１１６及び１２２によるダウンリンク情報のブライ
ンドデコーディングは、緩和されることができる。したがって、アクセス端末１１６及び
１２２は、ダウンリンク上で送信された情報のブラインドデコーディングを有効にするこ
となく(without effectuating)、パラメータ（単数または複数）を識別するために同期信
号を使用することができ、そしてそれは、アクセス端末１１６及び１２２に対する、その
ようなパラメータ（単数または複数）のより効率的な通知をもたらす。
【００３５】
　１つまたは複数のパラメータは、同期信号を介して、アクセス端末１１６及び１２２に
対して示されることができる。例えば、同期信号は、基地局１０２がフレーム構造タイプ
１（ＦＳ１）あるいはフレーム構造タイプ２（ＦＳ２）を使用するかどうかを、アクセス
端末１１６及び１２２に通知することができる。別の例によると、同期信号は、基地局１
０２が時分割デュプレクス（ＴＤＤ）システムあるいは周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ
）システムの一部かどうかを、アクセス端末１１６及び１２２に対して示すことができる
。別の例に準じて、同期信号は、基地局１０２がマクロセルあるいはフェムトセルに関連
づけられているかどうかを、アクセス端末１１６及び１２２に対して指定する(specify)
ことができる。追加的に、あるいは、代替的に、同期信号は、基地局１０２がユニキャス
トシステムあるいはマルチキャストシステムに関連づけられているかどうかを、アクセス
端末１１６に通知することができる。しかしながら、特許請求された主題の事柄は、前述
の例示的なパラメータに限定されないということは理解されるべきであり、むしろ、基地
局１０２に関するいずれの他のパラメータは、添付された特許請求の範囲内にあるように
意図されている。
【００３６】
　１つまたは複数のタイプの同期信号は、基地局１０２によって送信されることができる
。例えば、プライマリ同期コード（ＰＳＣ）信号／セカンダリ同期コード（ＳＳＣ）信号
は、基地局１０２によって転送されることができる。プライマリ同期コード信号は、初期
セルのサーチの間のセル検出に使用された同期信号であることができ、セカンダリ同期コ
ード信号は、初期セルのサーチの間のセル識別のために使用された同期信号であることが
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できる。
【００３７】
　プライマリ同期信号は、ＰＳＣシーケンスに基づいて生成されることができ、ＰＳＣ信
号と呼ばれる。ＰＳＣシーケンスは、一定振幅ゼロ自己相関(constant amplitude zero a
uto correlation)（ＣＡＺＡＣ）シーケンス、擬似乱数（ＰＮ）シーケンス、等であるこ
とが出来る。いくつかのＣＡＺＡＣシーケンスの例は、Ｃｈｕシーケンス、Ｚａｄｏｆｆ
－Ｃｈｕシーケンス、Ｆｒａｎｋシーケンス、一般化されたチャープ状(generalized chi
rp-like)（ＧＣＬ）シーケンス、などを含む。セカンダリ同期信号は、ＳＳＣシーケンス
に基づいて生成されることができ、ＳＳＣ信号と呼ばれる。ＳＳＣシーケンスは、最長シ
ーケンス(maximum-length sequence)（Ｍ－シーケンス）、ＰＮシーケンス、バイナリシ
ーケンス、等であることができる。さらに、ＰＳＣ信号は、プライマリ同期信号、ＰＳＣ
等と呼ばれることができ、ＳＳＣ信号は、セカンダリ同期信号、ＳＳＣ、等と呼ばれるこ
とができる。
【００３８】
　システム１００では、基地局１０２に対応するパラメータは、無線フレーム内の異なる
タイプの同期信号の相対的な位置、与えられたタイプの同期信号を生成するために利用さ
れる選択されたシーケンス、特定タイプの同期信号の含有あるいは排除、等のような、同
期信号に対応する１つまたは複数のファクタに基づいて示されることができる。対照的に
、従来の技術は、しばしば、パラメータを識別することを試みるためにアクセス端末によ
って循環プリフィックス（ＣＰｓ）のブラインド検出をレバレッジし、そしてそれは、無
効(ineffective)及び／または非効率(inefficient)であることができる。例えば、ＣＰ長
さは、ＰＳＣ及びＳＳＣにおいてＦＳ２とＦＳ１の間で異なり得る（例えば、ＦＳ２の場
合、ＰＳＣ及びＳＳＣについてそれぞれ８．３３マイクロ秒（ｕｓ）及び１７．７１ｕｓ
であるのに対し、ＦＳ１の場合、ＰＳＣ及びＳＳＣについてそれぞれ５．２１ｕｓ及び１
６．６７ｕｓ）。ＣＰは、アクセス端末によって、ＦＳ１については、通常ＣＰ（例、５
．２１ｕｓ）と拡張ＣＰ（例、１６．６７ｕｓ）との間で、盲目的に検出されることがで
きる。さらに、アクセス端末は、通常ＣＰ（例えば、８．３３ｕｓ）と拡張ＣＰ（例えば
、１７．７１ｕｓ）とを区別するために、ＦＳ２についてのブラインドＣＰ検出を利用す
ることができる。結果、ＣＰブラインド検出を使用するそのような従来の技術は、ＦＳ１
とＦＳ２を区別することが出来ない可能性がある。
【００３９】
　さらに、プライマリブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）位置は、ＦＳ１とＦＳ２の
間で異なり得る。共通のアプローチによってしばしば実現されるブラインドＰＢＣＨデコ
ーディングは、ＦＳ２からＦＳ１を区別するために、アクセス端末のＰＢＣＨデコーディ
ング複雑さを倍増にすること(doubling access terminal PBCH decoding complexity)に
よって（例、１０ｍｓあたりの初期獲得の間の４０ｍフレームバウンダリ検出及びブライ
ンドアンテナ検出を含む２４ブラインドデコーディング(24 blind decoding including b
lind antenna detection and 40 ms frame boundary detection during initial acquisi
tion per 10 ms)）、実行されることができる。さらに、ＳＳＣ検出は、統一(unificatio
n)がレバレッジされないかぎり使用されている４つの異なるＣＰ長さに帰因して２倍にさ
れることができるが、ＦＳ１がＦＤＤ通常ＣＰについてより高いオーバーヘッドを支払わ
ない限り、ガードギャップ（ＧＰ）はＣＰに奪われる(absorbed)ということをＦＳ２が想
定できるとすれば、統一はコストが非常に高い(cost-prohibitive)可能性がある。したが
って、共通の技術は、非能率的にＦＳ１とＦＳ２を区別することができる。
【００４０】
　さらに、従来の技術は、ＦＳ２の場合には、ダウンリンクパイロットタイムスロット（
ＤｗＰＴＳ）とアップリンクパイロットタイムスロット（ＵｐＰＴＳ）との間で十分なガ
ード時間を提供することができない。対照的に、システム１００は、アップリンク及びダ
ウンリンクのスイッチングのためのより大きなガード時間を提供することができる。
【００４１】
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　図２－３を参照すると、無線フレーム構造の一例が図示されている。２つの無線フレー
ム構造が、ｅ－ＵＴＲＡ仕様書において記載されており、すなわち、フレーム構造タイプ
１（ＦＳ１）及びフレーム構造タイプ２（ＦＳ２）である。ＦＳ１は、ＦＤＤ及びＴＤＤ
システムの両方に適用可能であることができるが、ＦＳ２は、ＴＤＤシステムに適用可能
であることができる。図２－３は、説明の目的のために提供されており、開示された主題
の事柄は、これらの例（例、いずれの持続時間を備えた無線フレーム、サブフレームの数
、スロットの数、及び同様なものが利用されることができる…）に限定されていないとい
うことは理解されるべきである。
【００４２】
　図２に戻ると、フレーム構造タイプ１（ＦＳ１）の無線フレーム２００の例が図示され
ている。ＦＳ１無線フレーム２００は、ＦＤＤまたはＴＤＤに関連して利用されることが
できる。さらに、ＦＳ１無線フレーム２００は、２０スロット（例、スロット０、…１９
）を含む１０ｍｓの無線フレームであることができ、スロットのそれぞれは、０．５ｍｓ
の持続時間を有する。さらに、ＦＳ１無線フレーム２００からの２つの隣接したスロット
（例、スロット０及び１、スロット２及び３、…）は、１ｍｓの持続時間を備えた１つの
サブフレームを構築することができ、したがって、ＦＳ１無線フレーム２００は、１０の
サブフレームを含むことができる。
【００４３】
　図３を参照すると、フレーム構造タイプ２（ＦＳ２）無線フレーム３００が図示されて
いる。ＦＳ２無線フレーム３００は、ＴＤＤに関連して、利用されることができる。ＦＳ
２無線フレーム３００は、１０サブフレームを含む１０ｍｓ無線フレームであることがで
きる。さらに、ＦＳ２無線フレーム３００は、２つの実質的に同じ１／２フレーム（例、
１／２フレーム３０２、１／２フレーム３０４）を含むことができ、それらのそれぞれは
、５ｍｓの持続時間を有することができる。１／２フレーム３０２－３０４のそれぞれは
、８スロットを含むことができ、それぞれは、０．５ｍｓの持続時間を有し、そして、そ
れぞれが構成可能な個々の長さを有し、合計長さが１ｍｓである、３つのフィールド（例
、ＤｗＰＴＳ、ＧＰ及びＵｐＰＴＳ）を含むことができる。サブフレームは、ＤｗＰＴＳ
、ＧＰ及びＵｐＰＴＳを含んでいるサブフレーム１及び６を除いて、２つの隣接スロット
を含む。
【００４４】
　図４を参照すると、無線通信環境において基地局関連パラメータ（単数または複数）を
示すために同期信号を使用するシステム４００が図示される。システム４００は、情報、
信号、データ、命令、コマンド、ビット、シンボル、及び同様なものを送信及び／または
受信することができる基地局４０２を含む。基地局４０２は、順方向リンク及び／または
逆方向リンクを介して、アクセス端末４０４と通信することができる。アクセス端末４０
４は、情報、信号、データ、命令、コマンド、ビット、シンボル、及び同様なものを送信
及び／または受信することができる。さらに、図示されていないが、基地局４０２と同様
の任意の数の基地局は、システム４００に含まれることができ、及び／または、アクセス
端末４０４と同様の任意の数のアクセス端末は、システム４００に含まれることができる
、ということは予想される。
【００４５】
　基地局４０２は、同期信号を介してアクセス端末４０４に対して散布される予定である
１つまたは複数のパラメータ４０６に関連づけられることができる。さらに、基地局４０
２は、基地局４０２に対応する１つまたは複数のパラメータ（単数または複数）４０６の
関数として、ダウンリンク送信のための同期信号を生み出す(yields)同期信号生成器４０
８を含むことができる。例えば、同期信号生成器４０８は、選択されたシーケンスに基づ
いて送信のために同期信号（単数または複数）をもたらし(yield)、無線フレーム内で同
期信号（単数または複数）のタイプをスケジュールし(schedule)、与えられたタイプの同
期信号の含有をイネーブルしあるいは抑制し(enable or inhibit)、利用されるべき擬似
ランダムシーケンス、それらの組み合わせ、等をアクセス端末４０４に示されている基地
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局４０２のパラメータ（単数または複数）４０６に基づいて選択することができる。さら
に、同期信号生成器４０８によって提供される同期信号は、アクセス端末４０４に対して
送信されることができる。
【００４６】
　アクセス端末４０４は、基地局４０２から同期信号を受信することができ、受信された
同期信号に基づいて、基地局４０２に関連づけられたパラメータ（単数または複数）を決
定することができる。アクセス端末４０４は、同期信号評価器４１０及びパラメータ識別
子４１２をさらに含むことができる。同期信号評価器４１０は、受信された同期信号を分
析することができる。例として、同期信号評価器４１０は、与えられたタイプの受信され
た同期信号に関係するシーケンスの識別情報、無線フレーム内の異なるタイプの同期信号
の相対的な位置、与えられたタイプの同期信号の含有あるいは除外、使用される擬似ラン
ダムシーケンス、それらの組み合わせ、等を決定することができる。さらに、分析に基づ
いて、パラメータ識別子４１２は、基地局４０２に関連づけられたパラメータ（単数また
は複数）を認識することができる。パラメータ識別子４１２は、どのように同期信号生成
器４０８が同期信号を選択し、スケジュールする等についてのアプリオリ知識に基づいて
基地局４０２に対応するパラメータ（単数または複数）を解読することが同期信号評価器
４１０によって実現される、受信された同期信号の分析をレバレッジすることができる。
例えば、同期信号評価器４１０によって認識される無線フレームにおける異なるタイプの
同期信号の相対的な位置は、フレーム構造タイプ１あるいはフレーム構造タイプ２が基地
局４０２によって利用されるかどうかを決定するためにパラメータ識別子４１２によって
利用されることができるが、特許請求された主題がそのような例に限定されていないとい
うことは理解されるべきである。
【００４７】
　基地局４０２の同期信号生成器４０８は、同期信号を生成することを利用するために同
期コードシーケンスを決定できる選択器４１４を含むことができる。異なるＰＳＣシーケ
ンスは、パラメータ４０６の関数として、選択器４１４によって選ばれることができ、Ｐ
ＳＣｓは、その選択されたＰＳＣシーケンスに基づいて、ダウンリンク上の送信のために
同期信号生成器４０８によって、もたらされることができる。したがって、同期信号評価
器４１０は、どのＰＳＣシーケンスが、選択器４１４によって選ばれ、受信された同期信
号（例、ＰＳＣｓ、…）のための同期信号生成器４０８によって使用されるか、を検出す
ることができ、パラメータ識別子４１２は、その検出されたＰＳＣシーケンスに対応する
パラメータを認識することができる。
【００４８】
　例えば、異なるＰＳＣシーケンスは、ＦＳ１とＦＳ２を区別するために、同期信号生成
器４０８による使用のために、選択器４１４によって選択されることができる。従来のシ
ステムは、しばしば３つのＰＳＣシーケンス（例、これらの３つのＰＳＣシーケンスのう
ちの２つは互いの複素共役であることができる、…）を利用する。対照的に、システム４
００は、１つの追加のＰＳＣシーケンス（例えば第４のＰＳＣシーケンス、…）を追加す
ることができる。第４のＰＳＣシーケンスは、他の２つのＰＳＣシーケンスのうち複素共
役ではない、従来システムの３つの共通利用されたＰＳＣシーケンスのうちのＰＳＣシー
ケンスの複素共役として、周波数ドメインにおいて定義づけされることができる。さらに
、選択器４１４は、基地局４０２がＦＳ１を利用する場合には、３つの共通利用されたＰ
ＳＣシーケンスを利用すること、基地局４０２がＦＳ２を利用する場合には、追加及び第
４のシーケンスを利用すること、を選択することができる。したがって、１つのＰＳＣシ
ーケンスはＦＳ２を示す(indicate)ために使用されることができるが、３つのＰＳＣシー
ケンスはＦＳ１を示す(signify)ために利用されることができる。したがって、同期信号
評価器４１０は、これらの４つのＰＳＣシーケンスを検出することを試みることができる
。３つの共通利用されるＰＳＣシーケンスのうちの１つが同期信号評価器４１０によって
検出される場合には、パラメータ識別子４１２は、基地局４０２がＦＳ１を利用するとい
うことを認識することができる。あるいは、第４のＰＳＣシーケンスが同期信号評価器４
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１０によって検出される場合には、パラメータ識別子４１２は、基地局４０２がＦＳ２を
利用するということを決定することができる。別の例にしたがって、第４のＰＳＣシーケ
ンスは、基地局４０２によるＦＳ１の使用を識別するためにレバレッジされることができ
るが、他の３つの共通利用されたＰＳＣシーケンスは、基地局４０２によるＦＳ２の使用
を識別するために利用されることができる、ということが予期される。
【００４９】
　さらに次の例に準じて、異なるＰＳＣシーケンスは、基地局４０２がユニキャストシス
テムあるいはマルチキャストシステムに関連づけられているということを示すために、選
択器４１４によって利用されることができる。この例に従って、選択器４１４は、他のＦ
ＤＤ／ＴＤＤシステム（例、ユニキャストキャリア、…）から、単一周波数ネットワーク
キャリア上のマルチメディアブロードキャスト(Multimedia Broadcast over a Single Fr
equency Network)（ＭＢＳＦＮ）を区別するために、ＰＳＣｓを生み出すための、同期信
号生成器４０８によって利用される予定である特定のＰＳＣシーケンスを選ぶことができ
る。ＭＢＳＦＮは、与えられた持続時間の間マルチプルセルから送信される時間同期化さ
れた共通波形を使用することができ、したがって、マルチプル基地局（例、基地局４０２
及び任意の数の異なる基地局（単数または複数）（図示されず））は、アクセス端末４０
４に対して同じ情報を送信することができる。さらに、マルチキャストシステムは、ＭＢ
ＳＦＮキャリアを使用することができ、そしてそれは専用キャリアであることができる。
したがって、選択器４１４は、基地局４０２がＭＢＳＦＮキャリアを使用するかどうかを
アクセス端末４０４に対し識別することを可能にすることができる。上記の例と同様に、
４つのＰＳＣシーケンスは、システム４００によってレバレッジされることができる（例
、３つの共通利用されたＰＳＣシーケンス及び追加の第４のシーケンス）。再び、第４の
ＰＳＣシーケンスは、他の２つのＰＳＣシーケンスの複素共役ではない、従来システムの
３つの共通利用されたＰＳＣシーケンスのうちのＰＳＣシーケンスの複素共役として、周
波数ドメインにおいて定義づけされることができる。さらに、選択器４１４は、基地局４
０２が非ＭＢＳＦＮキャリア（例、ユニキャストキャリア）を利用する場合には３つの共
通利用されたＰＳＣシーケンスを利用すること、そして、基地局４０２がＭＢＳＦＮキャ
リアを利用する場合には追加の第４のＰＳＣシーケンスを利用すること、を選択すること
ができる。したがって、１つのＰＳＣシーケンスは、ＭＢＳＦＮキャリアの使用を示すた
めに使用されることができるが、３つのＰＳＣシーケンスは、非ＭＢＳＦＮキャリアの使
用を示すために利用されることができる。したがって、同期信号評価器４１０は、これら
の４つのＰＳＣシーケンスを検出することを試みることができる。３つの共通使用される
ＰＳＣシーケンスのうちの１つが同期信号評価器４１０によって検出される場合には、パ
ラメータ識別子４１２は、基地局４０２が非ＭＢＳＦＮキャリアを利用するということを
認識することができる。あるいは、第４のＰＳＣシーケンスが同期信号評価器４１０によ
って検出される場合には、パラメータ識別子４１２は、基地局４０２がＭＢＳＦＮキャリ
アを利用するということを決定することができる。別の例によると、第４のＰＳＣシーケ
ンスは基地局４０２によって非ＭＢＳＦＮキャリアの使用を識別するためにレバレッジさ
れることができるが、他の３つの共通利用されたＰＳＣシーケンスは基地局４０２によっ
てＭＢＳＦＮキャリアの使用を識別するために利用されることができる、ということが予
期される。同様に、異なるＰＳＣシーケンスは、フェムトセル対名目セル（例、マクロセ
ル、…）、及び／または、ＴＤＤシステム対ＦＤＤシステム、に関連づけられている基地
局４０２の間で区別するために利用されることができる、ということもまた予期される。
【００５０】
　同期信号生成器４０８は、追加的あるいは代替的に、基地局４０２に対応するパラメー
タ（単数または複数）４０６の関数として、各無線フレーム内で異なるタイプの同期化信
号をスケジュールする、スケジューラ４１６を含むことができる。したがって、スケジュ
ーラ４１６は、無線フレーム内でＰＳＣ及びＳＳＣについての相対的な位置を決定し割り
当てることができる。さらに、同期信号評価器４１０は、ＰＳＣ及びＳＳＣの相対的な位
置を検出することができ、それに基づいて、パラメータ識別子４１２は、基地局４０２に
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関連づけられた１つまたは複数のパラメータを認識することができる。例えば、ＰＳＣ及
びＳＳＣの相対的な位置は、ＦＳ１対ＦＳ２、ＴＤＤ対ＦＤＤ、ユニキャストオペレーシ
ョン対マルチキャストオペレーション、及び／またはマクロセル対フェムトセル、に関連
づけられている基地局４０２の間で区別するために使用されることができる。さらに、ス
ケジューラ４１６は、無線フレーム内でＰＳＣ及びＳＳＣの位置を制御することができる
。ＰＳＣ及びＳＳＣの位置は、システム情報の異なるタイプ／部分を表わすために使用さ
れることができ、そしてそれは、ＴＤＤあるいはＦＤＤタイプのシステム、異なるサイズ
あるいは目的を備えたセル、等に関連づけられることができる。
【００５１】
　図５－６を参照すると、１つまたは複数のパラメータに関連した情報を広めるために同
期信号の相対的な位置を使用する無線フレーム構造５００及び６００が図示されている。
各無線フレーム（例、無線フレームｔ５０２、無線フレームｔ６０２,．．．）は、複数
（例、Ｓ、なお、Ｓは実質的にいずれの整数であることができる,．．．）のスロット（
例、あるいは、１サブセットのＳスロットは、フレーム構造タイプ２については、ここに
おいて説明されているようなフィールドによって置き換えられることができる、…）に分
割されることができ、各スロットは、複数（例、Ｔ、なおＴは実質的にいずれの整数であ
ることができる、．．．）のシンボル期間を含むことができる。例えば、各無線フレーム
（例、無線フレーム５０２、無線フレーム６０２、．．．）は、１０ｍｓの持続時間を有
することができ、各スロットは、０．５ｍｓの持続時間を有することができる。さらに、
サブフレームは、２つの隣接スロット（例、スロット０とスロット１、…）を含むことが
できる。さらに、各スロットは、循環プリフィックス長さに依存して、６あるいは７シン
ボル期間をカバーすることができる。図示されていないが、フレーム構造タイプ１の無線
フレームは、スロット０及びスロット１を備えているサブフレームに隣接しているスロッ
ト２及びスロット３を備えているサブフレーム（スロットＳ／２及びスロットＳ／２＋１
を備えているサブフレームに隣接しているスロットＳ／２＋２及びスロットＳ／２＋３を
備えているサブフレームに加えて）を含むことができるが、フレーム構造タイプ２の無線
フレームは、スロット０及びスロット１を備えているサブフレームに隣接しているフィー
ルド（例、ＤｗＰＴＳ、ＧＰ、及びＵｐＰＴＳ）を備えているサブフレーム（スロットＳ
／２及びスロットＳ／２＋１を備えているサブフレームに隣接しているそのようなフィー
ルドを備えている別のサブフレームに加えて）を含むことができるということが理解され
るべきである。また、無線フレームは、任意の異なる方法で分割されることができる、と
いうことは予期される。
【００５２】
　図示されるように、同期信号は、スロット０　５０４、６０４、及び、スロットＳ／２
　５０６、６０６（例、スロット１０、…）に含まれたＯＦＤＭシンボルにマッピングさ
れることができる。しかしながら、ＰＳＣ及びＳＳＣの相対的な配置は、無線フレーム構
造５００と６００との間で異なりうる（例、図４のスケジューラ４１６によって制御され
ているように、…）。図５で示されているように、ＰＳＣは、スロット０　５０４及びス
ロットＳ／２　５０６（例、１番目及び１１番目のスロット）における最後のＯＦＤＭシ
ンボル（例、シンボル５０８、シンボル５１０、…）にマッピングされているが、ＳＳＣ
は、最後のＯＦＤＭシンボルの前の隣接ＯＦＤＭシンボル（例、シンボル５１２、シンボ
ル５１４、…）にマッピングされる。さらに、図６で示されているように、ＳＳＣは、ス
ロット０　６０４及びスロットＳ／２　６０６（例、第１及び第１１のスロット、…）に
おいて、最後のＯＦＤＭシンボル（例、シンボル６０８、シンボル６１０、…）にマッピ
ングされるが、ＰＳＣは、最後のＯＦＤＭシンボルの前の隣接ＯＦＤＭシンボル（例、シ
ンボル６１２、シンボル６１４、…）にマッピングされる。
【００５３】
　ＰＳＣ及びＳＳＣの相対的な位置の差は、１つまたは複数のパラメータの関数であるこ
とができる。例えば、プリアンブル及びミドルアンブルにおけるＰＳＣ及びＳＳＣの相対
的な位置は、基地局がＦＳ１またはＦＳ２を備えた無線フレームを送信するかどうかに依
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存することができる。この例に従うと、ＦＳ１では、ＰＳＣは、第１のスロット及び第１
１のスロットにおいて最後のＯＦＤＭシンボルにマッピングされることができ、ＳＳＣは
、図５で示されているようにＰＳＣの隣であることができる。さらに、ＦＳ２では、ＳＳ
Ｃは最後のＯＦＤＭシンボルにマッピングされることができ、ＰＳＣは、図６で示されて
いるようにＳＳＣの隣であることができる。さらに、受信アクセス端末は、そのようなパ
ラメータ（単数または複数）間で区別するために、ＰＳＣ及び／又はＳＳＣを検出するこ
とができる。したがって、上記の例に準じて、受信アクセス端末は、ＰＳＣ及びＳＳＣの
相対的な位置を決定することができ、そしてそれは、そのあとで、送信基地局がＦＳ１あ
るいはＦＳ２を利用するかどうかを識別するためにレバレッジされることができる。しか
しながら、特許請求された主題は、前述の例に限定されていないということが理解される
べきであり、むしろ、フレーム構造タイプに加えてあるいはフレーム構造タイプの代わり
にいずれの異なるパラメータ（単数または複数）は、ＰＳＣ及びＳＳＣの相対的な位置を
介して示されることができる。これらの基地局の特定のパラメータの例は、限定されてい
ないが、基地局がマルチキャストオペレーションかユニキャストオペレーションに関連づ
けられているかどうか、ＴＤＤかＦＤＤを利用するかどうか、及び／または、フェムトセ
ルかマクロセルに関連づけられているかどうか、であることができる。例えば、ＰＳＣ及
びＳＳＣは異なる位置（例、プリアンブル、ミドルアンブル、Ｎ番目サブフレーム、…）
で位置づけられることができるので、アクセス端末は、そのような配置に基づいて、異な
るセルタイプ（例、名目／マクロセル対フェムトセル、なお、フェムトセルは、他のマク
ロセルよりも低い電力で送信することができる、…）を区別することができる。
【００５４】
　図５－６は、スロット０　５０４、６０４及びスロットＳ／２　５０６、６０６におい
て最後の２つの隣接ＯＦＤＭシンボルにマッピングされているＰＳＣ及びＳＳＣを図示し
ているが、特許請求された主題はそれほど限定されていないということは理解されるべき
である。例えば、ＰＳＣ及び／またはＳＳＣは、スロット０ ５０４、６０４、スロット
Ｓ／２ ５０６、６０６に加えて、あるいは、代わりに、任意のスロットにおいて送信さ
れることができる。さらに、ＰＳＣ及びＳＳＣは、スロット内の任意のＯＦＤＭシンボル
にマッピングされることができる。別の例によると、ＰＳＣとＳＳＣとの間のシンボル分
離（例、ＰＳＣとＳＳＣは隣接しており、１つ、２つ、等のシンボルによって分けられる
）は、１つまたは複数のパラメータの関数であることができる。さらなる例によると、Ｐ
ＳＣは送信される必要はなく、ＰＳＣの含有あるいは排除は１つまたは複数のパラメータ
の関数であることができる。
【００５５】
　図４を再び参照すると、スケジューラ４１６はまた、例えば、１つまたは複数のパラメ
ータの関数として、送信のためにもたらされた無線フレームからＰＳＣを除外あるいは含
有することができる。この例に従うと、ＰＳＣは、ＦＳ２オペレーションモード（例、Ｔ
ＤＤタイプシステムにおける、．．．）において、削除されることができる。さらに、Ｆ
Ｓ２におけるＰＳＣについての位置は、アップリンク及びダウンリンクのスイッチングの
ための追加ガード時間に使用されることができる。したがって、１つのシーケンスは、同
期化（例、ＳＳＣは予約されることができるが、ＦＳ１とは異なるシーケンス設計を有す
る、…）のために定義づけされることができる。
【００５６】
　さらなる例として、同期信号生成器４０８は、１つまたは複数のパラメータの関数とし
て、異なる擬似ランダムシーケンス（ＰＲＳｓ）を使用することができる。例えば、ＦＳ
１あるいはＦＳ２は基地局４０２によって利用されるかどうかに依存して、異なるＰＲＳ
ｓは同じセル識別子（ＩＤ）にマッピングされることができる。同じＰＲＳｓは、ＦＳ１
とＦＳ２の間で再使用されることができるが、セルＩＤへの異なるマッピングを備える。
追加的に、あるいは、代替的に、ＰＲＳｓは、ＦＳ１あるいはＦＳ２が利用されるかどう
かに依存して、異なるトーン位置にマッピングされることができる。
【００５７】
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　一例にしたがって、周波数ドメインのＰＲＳ位置は、セルＩＤにリンクづけされること
ができる。異なるセルは、ＰＲＳについて異なる位置を有することができる。したがって
、異なるパラメータ間を識別するために、同じシーケンスが使用されることができるが、
周波数ドメインの異なる位置を備える。アクセス端末は、関連づけられたパラメータを決
定することができるように、ＰＲＳを検出することができる。例によると、ＰＲＳの位置
は、確認目的に使用されることができる。この例にしたがって、パラメータは、ＰＳＣ及
びＳＳＣの相対的な位置、ＰＳＣｓを生成するために使用される予定で選択されたＰＳＣ
シーケンス、あるいは、ＰＳＣの含有／排除、に基づいて示されることができ、そのよう
なパラメータも確認(validation)のためにＰＲＳ位置を介してアクセス端末に通知される
ことができるが、特許請求された主題は、それほど限定されない。
【００５８】
　別の例によれば、異なるシステムは、ＳＳＣシーケンスの上で異なるスクランブリング
コードを使用することができるので、アクセス端末４０４はそのようなシステムを区別す
るためにこの情報を使用することができる。例えば、この情報は、ＴＤＤシステム対ＦＤ
Ｄシステム、名目（例、マクロ）セル対フェムトセル、ユニキャストシステム対マルチキ
ャストシステム（例えばＭＢＳＦＮ、．．．）、ＦＳ１対ＦＳ２等を区別するために使用
されることができる。したがって、特定のスクランブリングコードは、パラメータの関数
として選択されることができる。
【００５９】
　別の例示に準じて、ｅ－ＵＴＲＡＮでは、３つのＰＳＣベースのスクランブリングシー
ケンス（ＳＣ）は、ＳＳＣシーケンスをスクランブルするように定義づけされることがで
き、各スクランブリングシーケンスは、対応ＰＳＣシーケンスのインデクスによって決定
されることができる。Ｎ個のさらなる異なるスクランブリングシーケンスは、ＳＳＣシー
ケンスをスクランブルするために使用されることができる。結果、（ＳＣ１、ＳＣ２、Ｓ
Ｃ３）は、ＦＤＤシステムに使用されることができるが、（ＳＣ４、ＳＣ５、ＳＣ６）は
、ＴＤＤシステムに使用されることができる。同様に（ＳＣ７、ＳＣ８、…ＳＣＮ）は、
フェムトセル等に使用されることができる。したがって、複数の可能セットのうちの１セ
ットのスクランブリングコードは、パラメータの関数として選択されることができる。
【００６０】
　図７－９を参照すると、無線通信環境において効率的にパラメータを示すことに関する
方法が図示されている。説明を簡潔するために、一連の動作として、方法が示され説明さ
れているけれども、いくつかの動作は１つまたは複数の実施形態にしたがってここにおい
て説明され示されるものから他の動作と異なる順序で及び／または同時に起こることがで
きるので、方法は動作の順序によって限定されるものではないということが理解され、そ
して認識されるべきである。例えば、当業者は、方法は、例えば状態図におけるように、
一連の相互関連の状態あるいはイベントとして代替的に表わされることができるであろう
ということを理解し、認識するであろう。さらに、かならずしもすべての図示された動作
は、１つまたは複数の実施形態にしたがって、方法をインプリメントするように要求され
ることができるとは限らない。
【００６１】
　図７を参照すると、無線通信環境における基地局に関する１つまたは複数のパラメータ
を識別することを容易にする方法７００が図示されている。７０２で、プライマリ同期コ
ード（ＰＳＣ）及びセカンダリ同期コード（ＳＳＣ）が生成されることができる。例えば
、ＰＳＣは、ＰＳＣシーケンスに基づいて、生成することができ、ＳＳＣは、ＳＳＣシー
ケンスに基づいて生成されることができる。７０４で、ＰＳＣ及びＳＳＣは、基地局に対
応するパラメータの関数として、無線フレームにおいて相対的な位置で、スケジュールさ
れることができる。例によると、パラメータは、基地局がＴＤＤシステムあるいはＦＤＤ
システムの一部であるかどうか、であることができる。別の例では、パラメータは、無線
フレームがフレーム構造タイプ１（ＦＳ１）あるいはフレーム構造タイプ２（ＦＳ２）を
利用するかどうか、であることができる。さらに、パラメータは、基地局がマクロセルあ
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るいはフェムトセルに関連づけられているかどうか、であることができる。さらなる例に
準じて、パラメータは、基地局はユニキャストシステムあるいはマルチキャストシステム
に関連づけられているかどうか、であることができる。ＰＳＣ及びＳＳＣについてのいず
れの相対的な位置もパラメータ間で区別するために利用されることができる。例えば、Ｐ
ＳＣあるいはＳＳＣが無線フレームのうちの１つまたは複数のスロットにおいて、初期Ｏ
ＦＤＭシンボルにマッピングされるかどうかは、パラメータの関数であることができる。
別の例によれば、ＰＳＣ及びＳＳＣ間のシンボル分離は、パラメータの関数であることが
できる。７０６で、無線フレームは、ＰＳＣ及びＳＳＣの相対的な位置に基づいて、パラ
メータを示すために、ダウンリンク上で送信されることができる。
【００６２】
　例として、ＦＳ１が利用されるとき、ＰＳＣは、無線フレームの１つまたは複数のスロ
ットにおいて最後のＯＦＤＭシンボルにマッピングされることができるが、ＳＳＣは、最
後のＯＦＤＭシンボルの直前の隣接ＯＦＤＭシンボルにマッピングされることができる。
この例にしたがって、ＦＳ２が利用されるとき、ＳＳＣは、無線フレームの１つまたは複
数のスロットにおいて最後のＯＦＤＭシンボルにマッピングされることができるが、ＰＳ
Ｃは、最後のＯＦＤＭシンボルの直前の隣接ＯＦＤＭシンボルにマッピングされることが
できる。送信された無線フレームに基づいて、アクセス端末は、ＦＳ１あるいはＦＳ２が
利用されるかどうかを決定するために、ＰＳＣ及びＳＳＣの相対的な位置を検出すること
ができる。しかしながら、特許請求された主題の事柄は、前述の例に限定されていないと
いうことは理解されるべきである。
【００６３】
　別の例(下記に説明されている）によると、無線フレームへの含有のためにＰＳＣを生
成するために利用されたＰＳＣシーケンスは、パラメータの関数として選択されることが
でき、そしてそれは、相対的な位置を介して示されたパラメータと同じあるいは異なるこ
とができる。さらなる例として、異なる擬似ランダムシーケンス（ＰＲＳｓ）は、パラメ
ータ（例、相対的な位置を介して示されているのと同じあるいは異なるパラメータ．．．
）の関数として、共通セルＩＤにマッピングされることができる。追加的に、あるいは、
代替的に、ＰＲＳｓは、パラメータ（相対的な位置を介して示されているのと同じあるい
は異なるパラメータ、…）に基づいて、異なるトーン位置にマッピングされることができ
る。例えば、ＰＲＳマッピングは、ＰＳＣ及びＳＳＣの相対的な位置によって示されたパ
ラメータについての確認メカニズムとしてレバレッジされることができるが、特許請求さ
れた主題は、それほど限定されない。別の例示によれば、ＦＳ２を利用するとき、ＰＳＣ
は無線フレームから削除されることができるが、特許請求された主題は、それほど限定さ
れない。さらなる例として、１セットの可能スクランブリングコードのうちの特定のスク
ランブリングコードは、パラメータの関数として、ＳＳＣを生み出すＳＳＣシーケンスの
上で使用されるために、選択されることができる。追加的に、あるいは、代替的に、特定
のスクランブリングコードがＳＳＣを生成するためにＳＳＣシーケンスの上で使用される
ために選ばれることができる１セットの可能なスクランブリングコードは、パラメータの
関数として選択されることができる。
【００６４】
　図８に戻ると、無線通信環境における基地局に対応する１つまたは複数のパラメータを
示すことを容易にする方法８００が図示されている。８０２で、プライマリ同期コード（
ＰＳＣ）シーケンスは、基地局のパラメータに基づいて、選択されることができる。例え
ば、４つの可能ＰＳＣシーケンスが利用されることができ、そしてそれは、３つの共通利
用されるＰＳＣシーケンスと１つの追加ＰＳＣシーケンスを含むことができる。共通利用
されるＰＳＣシーケンスのうちの２つは、互いの複素共役であることができるが、第３の
共通利用されるＰＳＣシーケンスと第４の追加ＰＳＣシーケンスは、互いの複素共役であ
ることができる。さらに、第３の共通利用されるＰＳＣシーケンスあるいは第４の追加Ｐ
ＳＣシーケンスのいずれか１つは、パラメータに基づいた使用に選択されることができる
。８０４で、プライマリ同期コード（ＰＳＣ）は、選択されたＰＳＣシーケンスに基づい
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て生成されることができる。８０６で、生成されたＰＳＣを含む無線フレームは、選択さ
れたＰＳＣシーケンスに基づいてパラメータを示すためにダウンリンク上で送信されるこ
とができる。例えば、無線フレームを受信するアクセス端末は、選択されたＰＳＣシーケ
ンスを検出し、それに基づいてパラメータを決定することができる。
【００６５】
　一例にしたがって、ＰＳＣシーケンスの選択は、ＦＳ１とＦＳ２を区別するために利用
されることができる。この例に従って、３つの共通利用されるＰＳＣシーケンスのうちの
１つは、ＦＳ１が使用されるときに、選択されることができるが、第４の追加ＰＳＣシー
ケンスは、ＦＳ２が利用されるとき、選択されることができる（逆もまた然りである）。
別の例として、ＰＳＣシーケンスの選択は、ユニキャストシステム及びマルチキャストシ
ステムに関連づけられた基地局間で区別するために使用されることができる。したがって
、３つの共通利用されるＰＳＣシーケンスのうちの１つは、ユニキャストキャリアが使用
されるとき、選択されることができるが、第４の追加ＰＳＣシーケンスは、ＭＢＳＦＮキ
ャリアが利用されるとき、選ばれることができる（逆もまた然りである）。さらに、ＰＳ
Ｃ及びＳＳＣの相対的な位置、ＰＲＳマッピング、スクランブリングコードの選択、スク
ランブリングコードセットの選択等は、同じパラメータ（例、ＰＳＣシーケンス選択を介
して示される、…）あるいは異なるパラメータ（単数または複数）に関する通知を提供す
るために、ＰＳＣシーケンスの選択と共にレバレッジされることができる。
【００６６】
　図９を参照すると、無線通信環境における基地局において対応する少なくとも１つのパ
ラメータを解読することを容易にする方法９００を図示する。９０２で、無線フレームは
、基地局から受信されることができる。９０４で、無線フレームは、異なるタイプの同期
信号の相対的な位置、特定タイプの同期信号を生成するために利用されたシーケンス、あ
るいは、無線フレームが２つのタイプの同期信号を含むかどうか、のうちの少なくとも１
つを決定するために、分析されることができる。例えば、ＳＳＣに関するＰＳＣの相対的
な位置が識別されることができる。別の例によれば、ＰＳＣｓを生成するために利用され
たＰＳＣシーケンスが決定されることができる。追加的に、あるいは、代替的に、ＰＳＣ
は、含まれているもの、あるいは、受信無線フレームから除外されているもの、として識
別されることができる。さらなる例として、ＳＳＣをスクランブルするために、基地局に
よって利用されたスクランブリングコードは、識別されることができる。９０６で、基地
局に関連づけられた少なくとも１つのパラメータは、相対的な位置、シーケンス、あるい
は、無線フレームが２つのタイプの同期信号を含むかどうか、に基づいて認識されること
ができる。さらに、少なくとも１つのパラメータは、利用されたＰＲＳシーケンスの評価
に基づいて、確認されることができる。
【００６７】
　ここにおいて説明される１つまたは複数の態様にしたがって、効率的に通知すること、
及び／または、無線通信環境において基地局に関連づけられたパラメータ（単数または複
数）を識別することに関して推論がなされることができる、ということは理解される。こ
こにおいて使用されているように、用語「推論する(infer)」あるいは「推論(inference)
」は、イベント及び／またはデータを介してキャプチャされる(captured)とき１セットの
観察(a set of observations)からの、システム、環境、及び／または、ユーザ、の状態
について、理由付けする、あるいは、推論するプロセスを一般に指す。推論は、例えば、
特定の文脈(context)あるいは動作(action)を識別するために利用されることができ、あ
るいは、状態に関する確率分布を生成することができる。推論は、蓋然性(probabilistic
)であることができ、すなわち、データ及びイベント(events)の考察に基づいた、対象の
状態に関する確率分布の計算であることができる。推論はまた、１セットのイベント及び
／またはデータからより高いレベルのイベントを構成するために利用される技術を指すこ
とができる。そのような推論は、イベントが時間近似性(close temporal proximity)にお
いて相関されていようがいまいが、また、イベントとデータが１つまたはいくつかのイベ
ント及びデータソースから生じようが、１セットの観察されたイベント及び／または保存
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されたイベントのデータからの、新しいイベントあるいは動作の構築を結果としてもたら
す。
【００６８】
　一例によれば、上記で提示された１つまたは複数の方法は、受信された同期信号（単数
または複数）の評価に基づいて基地局に関連づけられた１つまたは複数のパラメータの識
別情報を決定することに関する推論を行なうことを含むことができる。さらなる例として
、推論は、ダウンリンクを介して関連づけられた１つまたは複数のパラメータ（単数また
は複数）を通信するために基地局によって利用される通知スキームを決定することに関し
て推論が行なわれることができる。前述の例は本質的には説明であって、ここにおいて説
明される様々な実施形態及び／または方法と共に、そのような推論が行なわれる方法、あ
るいは、行なわれることができる推論の数、を制限するようには意図されていないという
ことは理解される。
【００６９】
　図１０は、無線通信システムにおいて効率的な識別スキームを利用して基地局に関連づ
けられたパラメータ（単数または複数）を認識するアクセス端末１０００の図である。ア
クセス端末１０００は、例えば受信アンテナ（図示されず）から信号を受信する受信機１
００２を備え、受信された信号上で典型的な動作を実行し（例、フィルタにかけ、増幅し
、ダウンコンバートし、等）、その条件づけられた信号を、サンプルを得るために、デジ
タル化する。受信機１００２は、例えばＭＭＳＥ受信機であることができ、受信されたシ
ンボルを復調し、それらをチャネル推定のためにプロセッサ１００６に対して提供するこ
とができるデモジュレータ１００４を備えることができる。プロセッサ１００６は、受信
機１００２によって受信された情報を分析すること、及び／または、送信機１０１６によ
る送信のために情報を生成すること、の専用プロセッサ、アクセス端末１０００の１つま
たは複数のコンポーネントを制御するプロセッサ、及び／または、受信機１００２によっ
て受信された情報を分析もし、送信機１０１６による送信のための情報を生成もし、アク
セス端末１０００のうち１つまたは複数のコンポーネントの制御もするプロセッサである
ことができる。
【００７０】
　アクセス端末１０００は、プロセッサ１００６に操作的に結合されており、送信される
予定のデータ、受信されたデータ、及びここにおいて記載された様々な動作及び機能を実
行することに関するいずれの他の適切な情報、を保存することができる、メモリ１００８
をさらに備えることができる。メモリ１００８は、例えば、受信された無線フレームに含
まれた同期信号（単数または複数）を分析すること、及び／または、そのような分析に基
づいてパラメータ（単数または複数）を決定すること、に関連づけられたプロトコル及び
／またはアルゴリズムを保存することができる。
【００７１】
　ここにおいて説明されたデータストア（例：メモリ１００８）は、揮発性メモリか不揮
発性メモリかのいずれかであることができ、あるいは揮発性メモリと不揮発性メモリの両
方を含むことができる、ということが理解されるであろう。例として、しかし限定されな
いが、不揮発性メモリは、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、プログラマブルＲＯＭ（ＰＲ
ＯＭ）、電気的プログラマブルＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能ＲＯＭ（ＥＥＰＲ
ＯＭ）、あるいはフラッシュメモリを含むことが出来る。揮発性メモリは、外部キャッシ
ュメモリとして作用するランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）を含むことが出来る。例とし
て、しかし限定されないが、ＲＡＭは、シンクロナスＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、ダイナミック
ＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、シンクロナスＤＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、ダブルデータレートＳＤＲ
ＡＭ（ＤＤＲ ＳＤＲＡＭ）、拡張ＳＤＲＡＭ（ＥＳＤＲＡＭ）、シンクリンクＤＲＡＭ(
ＳＬＤＲＡＭ: Synchlink DRAM)、及びダイレクトラムバスＲＡＭ(ＤＲＲＡＭ)、のよう
な多くの形態で入手可能である。主題のシステム及び方法のメモリ１００８は、限定され
ることなく、これら及び任意の他の適切なタイプのメモリを備えるように意図されている
。
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【００７２】
　受信機１００２は、同期信号評価器１０１０、及び／または、パラメータ識別子１０１
２にさらに動作的に結合されている。同期信号評価器１０１０は、図４の同期信号評価器
４１０と実質的には同様であることができる。さらに、パラメータ識別子１０１２は、図
４のパラメータ識別子４１２と実質的に同様であることができる。同期信号評価器１０１
０は、受信された無線フレームに含まれた同期信号（単数または複数）を評価することが
できる。例えば、同期信号評価器１０１０は、異なるタイプの同期信号の相対的な位置（
例、ＰＳＣ対ＳＳＣの相対的な位置、…）を決定することができる。別の例によると、同
期信号評価器１０１０は、特定タイプの同期信号（例えばＰＳＣ、…）を生成するために
利用されたシーケンス（例、ＰＳＣシーケンス、…）を認識することができる。別の例に
準じて、同期信号評価器１０１０は、無線フレームが１つまたは２つのタイプの同期信号
を含むかどうか（例、無線フレームがＰＳＣｓを含む、あるいは欠く）を分析することが
できる。さらに、同期信号評価器１０１０は、無線フレームに関連づけられたＰＲＳを検
討する(review)ことができる。さらに、パラメータ識別子１０１２は、ダウンリンク上で
無線フレームを送信した基地局に対応する１つまたは複数のパラメータを決定するために
、同期信号評価器１０１０によって実現された分析をレバレッジすることができる。アク
セス端末１０００は、モジュレータ１０１４と、例えば基地局、別のアクセス端末等に信
号を送信する送信機１０１６とをさらに備える。プロセッサ１００６と離れているものと
して図示されたが、同期信号評価器１０１０、パラメータ識別子１０１２、および／また
は、モジュレータ１０１４は、プロセッサ１００６あるいは多数のプロセッサ（図示され
ず）の一部であることができるということは理解されるべきである。
【００７３】
　図１１は、無線通信環境におけるアクセス端末に対し、パラメータ（単数または複数）
を示すために同期信号を利用するシステム１１００の図である。システム１１００は、複
数の受信アンテナ１１０６を通じて１つまたは複数のアクセス端末１１０４から信号（単
数または複数）を受信する受信機１１１０と、送信アンテナ１１０８を通じて１つまたは
複数のアクセス端末１１０４に対して送信する送信機１１２２と、を備えた基地局１１０
２（例、アクセスポイント、…）を備える。受信機１１１０は、受信アンテナ１１０６か
ら情報を受信することができ、受信された情報を復調するデモジュレータ１１１２に動作
的に関連づけられる。復調されたシンボルは、図１０に関して上記で記載されたプロセッ
サと同じであることができるプロセッサ１１１４によって分析されており、アクセス端末
（単数または複数）（あるいは異なる基地局（図示されず））１１０４に対して送信され
る予定あるいは受信される予定であるデータ、及び／または、ここにおいて記載された様
々な動作及び機能を実行することに関するいずれの他の適切な情報、を保存するメモリに
結合される。プロセッサ１１１４は、それに関連づけられたパラメータ（単数または複数
）の関数として、アクセス端末（単数または複数）１１０４への送信のために同期信号を
生み出す同期化信号生成器１１１８にさらに結合される。例えば、同期信号生成器１１１
８は、パラメータに基づいてＰＳＣシーケンスを選択し、パラメータの関数として、相対
的な位置においてＰＳＣ及びＳＳＣを位置づけ、パラメータに基づいて無線フレームから
ＰＳＣを含有あるいは削除し、パラメータに基づいてＰＲＳを選択する等をすることがで
きる。同期信号生成器１１１８は、図４の同期信号生成器４０８と実質的には同じであり
得るということが予期される。図示されていないが、同期信号生成器１１１８は選択器（
例、図４の選択器４１４と実質的には同じ）及び／またはスケジューラ（例、図４のスケ
ジューラ４１６と実質的には同じ）を含むことができるということが理解されるべきであ
る。さらに、同期信号生成器１１１８は、モジュレータ１１２０に対して送信されるべき
情報（例、無線フレーム、…）を提供することができる。モジュレータ１１２０は、アク
セス端末（単数または複数）１１０４へのアンテナ１１０８を通じた送信機１１２２によ
る送信のために、フレームを多重化することができる。プロセッサ１１１４から離れてい
るものとして図示されているが、同期信号生成器１１１８及び／またはモジュレータ１１
２０は、プロセッサ１１１４あるいは多数のプロセッサ（図示されず）の一部であること
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ができるということは理解されるべきである。
【００７４】
　図１２は、無線通信システム１２００の例を示す。無線通信システム１２００は、簡潔
のために、１つの基地局１２１０と１つのアクセス端末１２５０を図示する。しかしなが
ら、システム１２００は、１以上の基地局及び／または１以上のアクセス端末を含むこと
ができると理解されるべきであり、ここにおいては、さらなる基地局及び／またはアクセ
ス端末は、下記で説明されている基地局１２１０及びアクセス端末１２５０の例と実質的
には同じあるいは異なる、ことができる。さらに、基地局１２１０及び／またはアクセス
端末１２５０は、それらの間の無線通信を容易にするためにここにおいて説明されている
システム（図１、４、１０－１１、及び１３－１４）及び／または方法（図７－９）を利
用することができる。
【００７５】
　基地局１２１０では、多数のデータストリームのためのトラヒックデータは、データソ
ース１２１２から送信（ＴＸ）データプロセッサ１２１４に提供される。一例によると、
各データストリームは、それぞれのアンテナにわたって送信されることができる。ＴＸデ
ータプロセッサ１２１４は、コード化されたデータを提供するためにそのデータストリー
ムについて選択された特定のコード化スキームに基づいて、トラヒックデータストリーム
をフォーマット化し、コード化し、インタリーブする。
【００７６】
　各データストリームのためのコード化されたデータは、直交周波数分割多重化（ＯＦＤ
Ｍ）技術を使用して、パイロットデータで多重化されることができる。追加的に、あるい
は、代替的に、パイロットシンボルは、周波数分割多重化（ＦＤＭ）、時分割多重化（Ｔ
ＤＭ）、あるいは符号分割多重多重化（ＣＤＭ）されることができる。パイロットデータ
は、知られた方法で処理される典型的な既知データパターンであり、チャネル応答を推定
するためにアクセス端末１２５０で使用されることができる。各データストリームについ
て多重化されたパイロット及びコード化されたデータは、変調シンボルを提供するために
そのデータストリームについて選択された特定の変調スキーム（例えば、バイナリ位相シ
フトキーイング（ＢＰＳＫ）、直角位相シフトキーイング(quadrature phase-shift keyi
ng)（ＱＰＳＫ）、Ｍ位相シフトキーイング(M-phase-shift keying)（Ｍ－ＰＳＫ）、Ｍ
直角振幅変調(M-quadrature amplitude modulation)(Ｍ－ＱＡＭ)等）に基づいて変調さ
れる（シンボルマッピングされる）ことができる。各データストリームのデータレート、
コード化、及び変調は、プロセッサ１２３０によって実行されあるいは提供される命令に
よって決定されることができる。
【００７７】
　データストリームについての変調シンボルは、ＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ１２２０に提
供されることができ、そしてそれは、変調シンボル（例、ＯＦＤＭ用）をさらに処理する
ことができる。ＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ１２２０は、そのあとで、ＮＴ送信機（ＴＭＴ
Ｒ）１２２２ａ～１２２２ｔに対してＮＴ変調シンボルストリームを提供する。様々な実
施形態においては、ＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ１２２０は、データストリームのシンボル
に対して、及び、シンボルが送信されているアンテナに対して、ビームフォーミングの重
み(beamforming weights)を適用する。
【００７８】
　各送信機１２２２は、１つまたは複数のアナログ信号を提供するために、それぞれのシ
ンボルストリームを受信し、処理し、そして、ＭＩＭＯチャネルにわたる送信に適切な変
調信号を提供するためにアナログ信号をさらに条件付ける（例、増幅し、フィルタにかけ
、そしてアップコンバートする）。さらに、送信機１２２２ａ～１２２２ｔからのＮＴ変
調信号は、それぞれ、ＮＴアンテナ１２２４ａ～１２２４ｔから送信される。
【００７９】
　モバイルデバイス１２５０で、送信された変調信号は、ＮＲアンテナ１２５２ａ～１２
５２ｒによって受信され、そして、各アンテナ１０５２から受信された信号は、それぞれ
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の受信機（ＲＣＶＲ）１２５４ａ～１２５４ｒに対して提供される。各受信機１２５４は
、それぞれの信号を条件付け（例、フィルタにかけ、増幅し、そしてダウンコンバートす
る）、サンプルを提供するために条件付けられた信号をデジタル化し、そして、対応する
「受信された」シンボルストリームを提供するためにサンプルをさらに処理する。
【００８０】
　ＲＸデータプロセッサ１２６０は、ＮＴ「検出された」シンボルストリームを提供する
ために、特定の受信機の処理技術に基づいて、ＮＲ受信機１２５４からＮＲ受信されたシ
ンボルストリームを受信し、処理することができる。ＲＸデータプロセッサ１２６０は、
データストリームについてのトラヒックデータを回復するためにそれぞれの検出されたシ
ンボルストリームを復調し、デインタリーブし、そしてデコードすることができる。ＲＸ
データプロセッサ１２６０による処理は、基地局１２１０でＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ１
２２０及びＴＸデータプロセッサ１２１４によって実行されたものの補完(complimentary
)である。
【００８１】
　プロセッサ１２７０は、上記で説明されているように、どのプレコーディングマトリク
ス(pre-coding matrix)を使用するかを周期的に(periodically)決定することができる。
さらに、プロセッサ１２７０は、マトリクスインデックス部分(matrix index portion)及
びランク値部分(rank value portion)を備えている逆方向リンクメッセージを公式化する
 (formulate)ことができる。
【００８２】
　逆方向リンクメッセージは、通信リンク及び／または受信されたデータストリームに関
する様々なタイプの情報を備えることができる。逆方向リンクメッセージは、ＴＸデータ
プロセッサ１２３８によって処理され、そしてそれはまた、データソース１２３６から多
数のデータストリームについてトラヒックデータを受信し、モジュレータ１２８０によっ
て変調され、送信機１２５４ａ～１２５４ｒによって条件づけされ、そして、基地局１２
１０に戻って送信されることができる。
【００８３】
　基地局１２１０において、アクセス端末１２５０からの変調信号は、アクセス端末１２
５０によって送信される逆方向リンクメッセージを抽出するために、アンテナ１２２４に
よって受信され、受信機１２２２によって条件づけられ、デモジュレータ１２４０によっ
て復調され、そして、ＲＸデータプロセッサ１２４２によって処理される。さらに、プロ
セッサ１２３０は、ビームフォーミングの重みを決定するのにどのプレコーディングマト
リクスを使用するかを決定するために、抽出されたメッセージを処理することができる。
【００８４】
　プロセッサ１２３０及び１２７０は、それぞれ、基地局１２１０及びモバイルデバイス
１２５０におけるオペレーションを指示する（例、制御し、調節し(coordinate)、管理す
る等）ことができる。それぞれのプロセッサ１２３０及び１２７０は、プログラムコード
及びデータを保存するメモリ１２３２及び１２７２に関連づけられることができる。プロ
セッサ１２３０及び１２７０はまた、それぞれ、アップリンク及びダウンリンクについて
の周波数とインパルスの応答推定値と(frequency and impulse response estimates)を導
出するために、計算を実行することができる。
【００８５】
　一態様において、論理チャネルは、制御チャネル及びトラヒックチャネルに分類される
。論理制御チャネルは、ブロードキャスト制御チャネル(Broadcast Control Channel)（
ＢＣＣＨ）を含むことができ、そしてそれは、システム制御情報をブロードキャストする
ためのＤＬチャネルである。さらに、論理制御チャネルは、ページング制御チャネル(Pag
ing Control Channel)（ＰＣＣＨ）を含むことができ、そしてそれは、ページング情報を
転送するＤＬチャネルである。さらに、論理制御チャネルは、マルチキャスト制御チャネ
ル（ＭＣＣＨ）を備えることができ、そしてそれは、１つあるいはいくつかのＭＴＣＨｓ
のためのマルチメディアブロードキャスト及びマルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）のス
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ケジューリング及び制御情報を送信するために使用されたポイント・ツー・マルチポイン
ト ＤＬチャネル(Point-to-multipoint DL channel)である。一般的に、無線リソース制
御(Radio Resource Control)（ＲＲＣ）接続を確立した後で、このチャネルは、ＭＢＭＳ
（例、古いＭＣＣＨ＋ＭＳＣＨ）を受信するＵＥｓによってのみ使用される。さらに、論
理制御チャネルは、専用制御チャネル(Dedicated Control Channel)（ＤＣＣＨ）を含む
ことができ、そしてそれは、専用制御情報を送信するポイント・ツー・ポイントの双方向
チャネルであり、ＲＲＣ接続を有するＵＥｓによって使用されることができる。一態様に
おいては、論理トラヒックチャネルは、専用トラヒックチャネル（ＤＴＣＨ）を備えるこ
とができ、そしてそれは、ユーザ情報の転送のための、１つのＵＥ専用のポイント・ツー
・ポイントの双方向チャネルである。また、論理トラヒックチャネルは、トラヒックデー
タを送信するために、ポイント・ツー・マルチポイントのＤＬチャネルのためのマルチキ
ャストトラヒックチャネル（ＭＴＣＨ）を含むことができる。
【００８６】
　一態様では、トランスポートチャネルは、ＤＬとＵＬに分類される。ＤＬトランスポー
トチャネルは、ブロードキャストチャネル（ＢＣＨ）、ダウンリンク共有データチャネル
（ＤＬ－ＳＤＣＨ）、及びページングチャネル（ＰＣＨ）を備える。ＰＣＨは、全セルに
わたってブロードキャストされ、他の制御／トラヒックチャネルに使用されることができ
る物理層（ＰＨＹ）リソースにマッピングされることによって、ＵＥ電力節約（例、不連
続受信（ＤＲＸ）サイクルは、ＵＥに対しネットワークによって示されることができる、
…）をサポートすることができる。ＵＬトランスポートチャネルは、ランダムアクセスチ
ャネル(Random Access Channel)（ＲＡＣＨ）、リクエストチャネル(Request Channel)（
ＲＥＱＣＨ）、アップリンク共有データチャネル(Uplink Shared Data Channel)（ＵＬ－
ＳＤＣＨ）、及び複数のＰＨＹチャネルを備えることができる。
【００８７】
　ＰＨＹチャネルは、１セットのＤＬチャネル及びＵＬチャネルを含むことができる。例
えば、ＤＬ ＰＨＹチャネルは、共通パイロットチャネル(Common Pilot Channel)（ＣＰ
ＩＣＨ）、同期化チャネル(Synchronization Channel)（ＳＣＨ）、共通制御チャネル(Co
mmon Control Channel)（ＣＣＣＨ）、共有ＤＬ制御チャネル(Shared DL Control Channe
l)（ＳＤＣＣＨ）、マルチキャスト制御チャネル(Multicast Control Channel)（ＭＣＣ
Ｈ）、共有ＵＬ割り当てチャネル(Shared UL Assignment Channel)（ＳＵＡＣＨ）、肯定
応答チャネル(Acknowledgement Channel)（ＡＣＫＣＨ）、ＤＬ物理共有データチャネル(
DL Physical Shared Data Channel)（ＤＬ－ＰＳＤＣＨ）、ＵＬ電力制御チャネル(UL Po
wer Control Channel)（ＵＰＣＣＨ）、ページングインジケータチャネル(Paging Indica
tor Channel)（ＰＩＣＨ）、及び／または、ロードインジケータチャネル(Load Indicato
r Channel)（ＬＩＣＨ）を含むことができる。さらなる例として、ＵＬ ＰＨＹチャネル
は、物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel)（ＰＲＡＣＨ）、
チャネル品質インジケータチャネル(Channel Quality Indicator Channel)（ＣＱＩＣＨ
）、肯定応答チャネル(Acknowledgement Channel)（ＡＣＫＣＨ）、アンテナサブセット
インジケータチャネル(Antenna Subset Indicator Channel)（ＡＳＩＣＨ）、共有リクエ
ストチャネル(Shared Request Channel)（ＳＲＥＱＣＨ）、ＵＬ物理的共有データチャネ
ル(UL Physical Shared Data Channel)（ＵＬ－ＰＳＤＣＨ）、及び／または、ブロード
バンドパイロットチャネル(Broadband Pilot Channel)（ＢＰＩＣＨ）を含むことができ
る。
【００８８】
　ここにおいて説明された実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、
ミドルウェア、マイクロコード、あるいはそれらのいずれの組み合わせにおいてインプリ
メントされることができるということは理解されるべきである。ハードウェアのインプリ
メンテーションの場合、処理ユニットは、１つまたは複数の特定用途向け集積回路（ＡＳ
ＩＣｓ）、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰｓ）、デジタルシグナルプロセッシング
デバイス（ＤＳＰＤｓ）、プログラマブル論理デバイス（ＰＬＤｓ）、フィールドプログ
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ラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡｓ）、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントロー
ラ、マイクロプロセッサ、ここにおいて説明される機能を実行するように設計された他の
電子ユニット、あるいは、それらの組み合わせ、の内でインプリメントされることができ
る。
【００８９】
　実施形態がソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、あるいはマイクロコード、
プログラムコード、あるいはコードセグメントにおいてインプリメントされるとき、それ
らは、例えばストレージコンポーネントとして、マシン可読媒体において保存されること
ができる。コードセグメントは、プロシージャ(procedure)、機能(function)、サブプロ
グラム、プログラム、ルーチン、サブルーチン、モジュール、ソフトウェアパッケージ、
クラス、あるいはインストラクション、データ構造、あるいはプログラムステートメント
 (program statements)のいずれの組み合わせ、を表わすことができる。コードセグメン
トは、情報、データ、アーギュメント、パラメータ、あるいはメモリコンテンツを受け渡
すこと、及び／または、受信することによって、別のコードセグメントあるいはハードウ
ェア回路に結合されることができる。情報、アーギュメント、パラメータ、データ等は、
メモリ共有、メッセージ受け渡し、トークンパッシング(token passing)、ネットワーク
送信等を含んでいるいずれの適切な手段を使用して、受け渡され、転送され(forwarded)
、あるいは送信されることができる。
【００９０】
　ソフトウェアのインプリメンテーションの場合、ここにおいて説明された技術は、ここ
において説明されている関数を実行するモジュール（例、プロシージャ、機能、等）でイ
ンプリメントされることができる。ソフトウェアコードはメモリユニットにおいて保存さ
れ、プロセッサによって実行されることができる。メモリユニットは、プロセッサ内で、
あるいはプロセッサに外付けで、インプリメントされることができ、いずれのケースにお
いても、当技術分野において知られているように様々な手段を介してプロセッサに通信的
に結合されることができる。
【００９１】
　図１３を参照すると、無線通信環境における少なくとも１つのアクセス端末に対して１
つまたは複数のパラメータを効率的に示すことを可能にするシステム１３００が図示され
ている。例えば、システム１３００は、基地局内で、少なくとも部分的に存在することが
できる。システム１３００は、機能ブロックを含んでいるものとして、表されているとい
うことが理解されるべきであり、そしてそれは、プロセッサ、ソフトウェア、あるいはそ
れらの組み合わせ（例、ファームウェア）によってインプリメントされる機能を表わす機
能ブロック図であることができる。システム１３００は、一緒に作用することができる電
子コンポーネントの論理グルーピング１３０２を含む。例えば、論理グルーピング１３０
２は、基地局に対応しているパラメータの関数として無線フレームにおいて相対的な位置
でプライマリ同期化コード（ＰＳＣ）とセカンダリ同期化コード（ＳＳＣ）をスケジュー
ルするための電子コンポーネント１３０４を含むことができる。さらに、論理グルーピン
グは、ＰＳＣ及びＳＳＣの相対的な位置に基づいてパラメータを識別するためにダウンリ
ンク上で無線フレームを送信するための電子コンポーネント１３０６を備えることができ
る。さらに、図示されていないが、論理グルーピングはまた、基地局のパラメータに基づ
いてＰＳＣシーケンスを選択するための電子コンポーネントと、その選択されたＰＳＣシ
ーケンスに基づいてＰＳＣを生成するための電子コンポーネントと、を含むことができる
。さらに、システム１３００は、電子コンポーネント１３０４及び１３０６に関連づけら
れた機能を実行するための命令を保持するメモリ１３０８を含むことができる。メモリ１
３０８の外側にあるものとして示されているが、電子コンポーネント１３０４及び１３０
６のうちの１つまたは複数は、メモリ１３０８内で存在することができるということが理
解されるべきである。
【００９２】
　図１４に戻ると、無線通信環境における基地局に関して、１つまたは複数のパラメータ
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を識別することを可能にするシステム１４００が図示されている。システム１４００は、
例えば、アクセス端末内で存在することができる。図示されているように、システム１４
００は、プロセッサ、ソフトウェア、あるいはそれらの組み合わせ（例、ファームウェア
）によってインプリメントされる機能を表すことができる機能ブロック図を含む。システ
ム１４００は、共に作用できる電子コンポーネントのうちの論理グループ１４０２を含む
。論理グループ１４０２は、異なるタイプの同期信号の相対的な位置、特定タイプの同期
信号を生成するために利用されたシーケンス、あるいは無線フレームが２つのタイプの同
期信号を含むかどうか、のうちの少なくとも１つを解読するために基地局から受信された
無線フレームを分析するための電子コンポーネント１４０４を含むことができる。例えば
、異なるタイプの同期信号は、ＰＳＣｓとＳＳＣｓであることができる。さらに、シーケ
ンスはＰＳＣシーケンスであることができる。さらに、無線フレームは、少なくとも１つ
のＰＳＣ及び少なくとも１つのＳＳＣ、あるいは、ＰＳＣなしの少なくとも１つのＳＳＣ
を含むかどうかを決定するために分析されることができる。さらに、論理グループ１４０
２は、基地局に関連づけられた少なくとも１つのパラメータを、相対的な位置、シーケン
ス、あるいは、無線フレームが２つのタイプの同期信号を含むかどうか、に基づいて認識
するための電子コンポーネント１４０６を含むことができる。さらに、システム１４００
は、電子コンポーネント１４０４及び１４０６に関連づけられた機能を実行するための命
令を保持するメモリ１４０８を含むことができる。メモリ１４０８の外側にあるものとし
て示されているが、電子コンポーネント１４０４及び１４０６はメモリ１４０８内に存在
することができるということが理解されるべきである。
【００９３】
　上記で説明されてきたものは、１つまたは複数の実施形態の例を含む。前述した実施形
態を説明する目的のためにすべての考えられるだけのコンポーネントあるいは方法の組み
合わせを記述することは、勿論、可能ではないが、当業者は、様々な実施形態の、多くの
さらなる組み合わせと並び替えが可能であるということを理解することが出来る。したが
って、記載された実施形態は、特許請求の範囲の精神及び範囲の中に入る、すべてのその
ような変更、修正、及び変形を包含するように意図されている。さらに、用語「含む(inc
ludes)」が、詳細な説明あるいは特許請求の範囲のいずれかにおいて使用されている範囲
内において、そのような用語は、用語「備えている(comprising)」がトランジショナルワ
ード(transitional word)として請求項において使用されるときに解釈されるように、用
語「備えている(comprising)」と同様な方法で包括的であるように意図されている。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［付記］
　［１］無線通信環境における基地局に関する１つまたは複数のパラメータを識別するこ
とを容易にする方法であって、
　プライマリ同期化コード（ＰＳＣ）及びセカンダリ同期化コード（ＳＳＣ）を生成する
ことと、
　基地局に対応する第１のパラメータの関数として、無線フレームにおいて相対的な位置
で、前記ＰＳＣと前記ＳＳＣをスケジュールすることと、
　前記ＰＳＣと前記ＳＳＣの前記相対的な位置に基づいて、前記第１のパラメータを示す
ために、ダウンリンク上で前記無線フレームを送信することと、
を備えている方法。
　［２］前記第１のパラメータは、前記基地局が時分割デュプレクス（ＴＤＤ）システム
あるいは周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ）システムの一部であるかどうか、前記無線フ
レームがフレーム構造タイプ１（ＦＳ１）あるいはフレーム構造タイプ２（ＦＳ２）を利
用するかどうか、前記基地局がマクロセルあるいはフェムトセルに関連づけられているか
どうか、あるいは、前記基地局はユニキャストシステムあるいはマルチキャストシステム
に関連づけられているかどうか、のうちの1つまたは複数である、［１］に記載の方法。
　[３]フレーム構造タイプ１が前記基地局によって利用されるとき、前記無線フレームの
１つまたは複数のスロットにおいて最後のシンボルに前記ＰＳＣをマッピングし、前記最
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後のシンボルの直前の隣接シンボルに前記ＳＳＣをマッピングすることと、
　フレーム構造タイプ２が前記基地局によって利用されるとき、前記無線フレームの１つ
または複数のスロットにおいて前記最後のシンボルにＳＳＣをマッピングし、前記最後の
シンボルの直前の隣接シンボルに前記ＰＳＣをマッピングすることと、
をさらに備える［１］に記載の方法。
　［４］前記基地局の第２のパラメータに基づいて、プライマリ同期コード（ＰＳＣ）シ
ーケンスを選択することと、前記第２のパラメータは、実質的には、前記第１のパラメー
タと類似しているあるいは異なり；
　前記選択されたＰＳＣシーケンスに基づいて、前記ＰＳＣを生成することと；
をさらに備える［１］に記載方法。
　［５］１セットの４つの可能ＰＳＣシーケンスから前記ＰＳＣシーケンスを選択するこ
と、をさらに備え、前記セットは３つの共通利用されたＰＳＣシーケンスと、第４の追加
ＰＳＣシーケンスとを含む、［４］に記載の方法。
　［６］前記３つの共通利用されたＰＳＣシーケンスのうち２つは互いの複素共役であり
、前記３つの共通利用されたＰＳＣシーケンスのうちの残りのＰＳＣシーケンスと、前記
第４の追加ＰＳＣシーケンスとは、互いの複素共役である、［５］に記載の方法。
　［７］フレーム構造タイプ１が前記基地局によって利用されるとき、前記３つの共通利
用されたＰＳＣシーケンスのうちの１つを選択することと、
　フレーム構造タイプ２が前記基地局によって利用されるとき、前記第４の追加ＰＳＣシ
ーケンスを選択することと、
をさらに備える［５］に記載の方法。
　［８］ユニキャストキャリアが前記基地局によって利用されるとき、前記３つの共通に
利用されたＰＳＣシーケンスのうちの１つを選択することと、
　マルチキャストキャリアが前記基地局によって利用されるとき、前記第４の追加ＰＳＣ
シーケンスを選択することと、
をさらに備える［５］に記載の方法。
　［９］前記基地局に関連づけられた第３のパラメータの関数として、共通セルＩＤに異
なる擬似ランダムシーケンス（ＰＲＳｓ）をマッピングすることと、をさらに備える［１
］に記載の方法。
　［１０］前記基地局に関連づけられた第４のパラメータの関数として、異なるトーン位
置に擬似ランダムシーケンス（ＰＲＳｓ）をマッピングすることと、をさらに備える［１
］に記載の方法。
　［１１］フレーム構造タイプ２を利用するときに前記無線フレームから前記ＰＳＣを削
除すること、をさらに備える［１］に記載の方法。
　［１２］前記基地局に関連づけられた第５のパラメータの関数として、前記ＳＳＣを生
み出すためにＳＳＣシーケンスの上で利用される予定である１セットの可能スクランブリ
ングコードから特定のスクランブリングコードを選択すること、をさらに備える［１］に
記載の方法。
　［１３］前記基地局に関連づけられた第６のパラメータの関数として、前記ＳＳＣを生
成するためにＳＳＣシーケンスの上で利用されるように特定のスクランブリングコードが
選ばれることができる１セットの可能スクランブリングコードを選択すること、をさらに
備える［１］に記載の方法。
　［１４］基地局の第１のパラメータに基づいて、プライマリ同期化コード（ＰＳＣ）シ
ーケンスを選択することと、前記選択されたＰＳＣシーケンスに基づいてプライマリ同期
化コード（ＰＳＣ）を生成することと、前記選択されたＰＳＣシーケンスに基づいて前記
第１のパラメータを示すためにダウンリンク上で前記生成ＰＳＣを含む無線フレームを送
信することと、に関する命令を保持するメモリと、
　前記メモリに保持された前記命令を実行するように構成された、前記メモリに結合され
たプロセッサと、
を備える無線通信装置。
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　［１５］前記第１のパラメータは、前記基地局が時分割デュプレクス（ＴＤＤ）システ
ムあるいは周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ）システムの一部であるかどうか、前記無線
フレームがフレーム構造タイプ１（ＦＳ１）あるいはフレーム構造タイプ２（ＦＳ２）を
利用するかどうか、前記基地局がマクロセルあるいはフェムトセルに関連づけられている
かどうか、あるいは、前記基地局がユニキャストシステムあるいはマルチキャストシステ
ムに関連づけられているかどうか、のうちの1つまたは複数である、［１４］に記載の無
線通信装置。
　［１６］前記メモリは、１セットの４つの可能ＰＳＣシーケンスから前記ＰＳＣシーケ
ンスを選択すること、に関する命令をさらに保持し、前記セットは、３つの共通利用され
たＰＳＣシーケンスと、第４の追加ＰＳＣシーケンスとを含む、［１４］に記載の無線通
信装置。
　［１７］前記３つの共通利用されたＰＳＣシーケンスのうち２つは互いの複素共役であ
り、前記３つの共通利用されたＰＳＣシーケンスのうちの残りのＰＳＣシーケンスと、前
記第４の追加ＰＳＣシーケンスとは、互いの複素共役である、［１６］に記載の無線通信
装置。
　［１８］前記メモリは、フレーム構造タイプ１が前記基地局によって利用されるとき、
前記３つの共通利用されたＰＳＣシーケンスのうちの１つを選択することと、フレーム構
造タイプ２が前記基地局によって利用されるとき、前記第４の追加ＰＳＣシーケンスを選
択することと、に関する命令をさらに保持する、［１６］に記載の無線通信装置。
　［１９］前記メモリは、ユニキャストキャリアが前記基地局によって利用されるとき、
前記３つの共通に利用されたＰＳＣシーケンスのうちの１つを選択することと、マルチキ
ャストキャリアが前記基地局によって利用されるとき、前記第４の追加ＰＳＣシーケンス
を選択することと、に関する命令をさらに保持する、［１６］に記載の無線通信装置。
　［２０］前記メモリは、セカンダリ同期化コード（ＳＳＣ）を生成することと、前記基
地局に関する第２のパラメータの関数として、前記無線フレームにおいて相対的な位置で
前記ＰＳＣ及び前記ＳＳＣをスケジュールすることと、に関する命令をさらに保持する、
［１４］に記載の無線通信装置。
　［２１］前記メモリは、フレーム構造タイプ１が前記基地局によって利用されるとき、
前記無線フレームの１つまたは複数のスロットにおいて最後のシンボルに前記ＰＳＣをマ
ッピングし、前記最後のシンボルの直前の隣接シンボルに前記ＳＳＣをマッピングするこ
とと、フレーム構造タイプ２が前記基地局によって利用されるとき、前記無線フレームの
１つまたは複数のスロットにおいて前記最後のシンボルにＳＳＣをマッピングし、前記最
後のシンボルの直前の前記隣接シンボルに前記ＰＳＣをマッピングすることと、に関する
命令をさらに保持する、［２０］に記載の無線通信装置。
　［２２］前記メモリは、前記基地局に関する１つまたは複数のパラメータの関数として
、１セットの可能スクランブリングコードのうちの少なくとも１つ、あるいは、前記セッ
トの可能スクランブリングコードからの特定のスクランブリングコード、を選択すること
、に関する命令をさらに保持する、［２０］に記載の無線通信装置。
　［２３］前記メモリは、前記基地局に関連づけられた第３のパラメータの関数として、
共通セルＩＤに異なる擬似ランダムシーケンス（ＰＲＳｓ）をマッピングすることと、に
関する命令をさらに保持する、［１４］に記載の無線通信装置。
　［２４］前記メモリは、前記基地局に関連づけられた第４のパラメータの関数として、
異なるトーン位置に、異なる擬似ランダムシーケンス（ＰＲＳｓ）をマッピングすること
、に関する命令をさらに保持する、［１４］に記載の無線通信装置。
　［２５］前記メモリは、フレーム構造タイプ２を利用するときに前記無線フレームから
前記ＰＳＣを削除すること、に関する命令をさらに保持する、［１４］に記載の無線通信
装置。
　［２６］無線通信環境における少なくとも１つのアクセス端末に対して１つまたは複数
のパラメータを効率的に示すことが可能である無線通信装置であって、
　基地局に対応する第１のパラメータの関数として、無線フレームにおいて相対的な位置
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で、プライマリ同期化コード（ＰＳＣ）とセカンダリ同期化コード（ＳＳＣ）をスケジュ
ールするための手段と、
　前記ＰＳＣ及びＳＳＣの前記相対的な位置に基づいて前記第１のパラメータを識別する
ためにダウンリンク上で前記無線フレームを送信するための手段と、
を備える無線通信装置。
　［２７］前記第１のパラメータは、前記基地局が時分割デュプレクス（ＴＤＤ）システ
ムあるいは周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ）システムの一部であるかどうか、前記無線
フレームがフレーム構造タイプ１（ＦＳ１）あるいはフレーム構造タイプ２（ＦＳ２）を
利用するかどうか、前記基地局がマクロセルあるいはフェムトセルに関連づけられている
かどうか、あるいは、前記基地局がユニキャストシステムあるいはマルチキャストシステ
ムに関連づけられているかどうか、のうちの1つまたは複数である、［２６］に記載の無
線通信装置。
　［２８］フレーム構造タイプ１が前記基地局によって利用されるとき、前記無線フレー
ムの１つまたは複数のスロットにおいて最後のシンボルに前記ＰＳＣをマッピングし、前
記最後のシンボルの直前の隣接シンボルに前記ＳＳＣをマッピングするための手段と、
　フレーム構造タイプ２が前記基地局によって利用されるとき、前記無線フレームの１つ
または複数のスロットにおいて前記最後のシンボルにＳＳＣをマッピングし、前記最後の
シンボルの直前の前記隣接シンボルに前記ＰＳＣをマッピングするための手段と、
をさらに備える［２６］に記載の無線通信装置。
　［２９］前記基地局の第２のパラメータに基づいてＰＳＣシーケンスを選択するための
手段と、前記選択されたＰＳＣシーケンスに基づいて前記ＰＳＣを生成するための手段の
ための手段と、をさらに備える［２６］に記載の無線通信装置。
　［３０］１セットの４つの可能ＰＳＣシーケンスから前記ＰＳＣシーケンスを選択する
ための手段、をさらに備え、前記セットは３つの共通利用されたＰＳＣシーケンスと、第
４の追加ＰＳＣシーケンスとを含む、［２９］に記載の無線通信装置。
　［３１］前記３つの共通利用されたＰＳＣシーケンスのうち２つは互いの複素共役であ
り、前記３つの共通利用されたＰＳＣシーケンスのうちの残りのＰＳＣシーケンスと前記
第４の追加ＰＳＣシーケンスとは、互いの複素共役である、［３０］に記載の無線通信装
置。
　［３２］フレーム構造タイプ１が前記基地局によって利用されるとき、前記３つの共通
利用されたＰＳＣシーケンスのうちの１つを選択するための手段と、
　フレーム構造タイプ２が前記基地局によって利用されるとき、前記第４の追加ＰＳＣシ
ーケンスを選択するための手段と、
をさらに備える［３０］に記載の無線通信装置。
　［３３］ユニキャストキャリアが前記基地局によって利用されるとき、前記３つの共通
に利用されたＰＳＣシーケンスのうちの１つを選択するための手段と、
　マルチキャストキャリアが前記基地局によって利用されるとき、前記第４の追加ＰＳＣ
シーケンスを選択するための手段と、
をさらに備える［３０］に記載の無線通信装置。
　［３４］前記基地局に関連づけられた第３のパラメータの関数として、共通セルＩＤに
異なる擬似ランダムシーケンス（ＰＲＳｓ）をマッピングするための手段、をさらに備え
る［２６］に記載の無線通信装置。
　［３５］前記基地局に関連づけられた第４のパラメータの関数として、異なるトーン位
置に擬似ランダムシーケンス（ＰＲＳｓ）をマッピングするための手段、をさらに備える
［２６］に記載の無線通信装置。
　［３６］フレーム構造タイプ２を利用するときに前記無線フレームから前記ＰＳＣを削
除するための手段、をさらに備える［２６］に記載の無線通信装置。
　［３７］前記基地局に関する第５のパラメータの関数として、前記ＳＳＣを生成するた
めにＳＳＣシーケンスの上で使用される予定である１セットの可能スクランブリングコー
ドから特定のスクランブリングコードを選択するための手段、をさらに備える［２６］記
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載の無線通信装置。
　［３８］前記基地局に関連づけられた第６のパラメータの関数として、前記ＳＳＣに関
連して使用するために１セットの可能スクランブリングコードを選択するための手段、を
さらに備える［２６］に記載の無線通信装置。
　［３９］コンピュータプログラムプロダクトであって、コンピュータ可読媒体を備え、
前記コンピュータ可読媒体は、
　基地局の第１のパラメータに基づいて、プライマリ同期化コード（ＰＳＣ）シーケンス
を選択するためのコードと、
　前記選択されたＰＳＣシーケンスに基づいてプライマリ同期化コード（ＰＳＣ）を生成
するためのコードと、
　前記選択されたＰＳＣシーケンスに基づいて前記第１のパラメータを示すためにダウン
リンク上で前記生成ＰＳＣを含む無線フレームを送信するためのコードと、
を備える、コンピュータプログラムプロダクト。
　［４０］前記第１のパラメータは、前記基地局が時分割デュプレクス（ＴＤＤ）システ
ムあるいは周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ）システムの一部であるかどうか、前記無線
フレームがフレーム構造タイプ１（ＦＳ１）あるいはフレーム構造タイプ２（ＦＳ２）を
利用するかどうか、前記基地局がマクロセルあるいはフェムトセルに関連づけられている
かどうか、あるいは、前記基地局がユニキャストシステムあるいはマルチキャストシステ
ムに関連づけられているかどうか、のうちの1つまたは複数である、［３９］に記載のコ
ンピュータプログラムプロダクト。
　［４１］前記コンピュータ可読媒体は、１セットの４つの可能ＰＳＣシーケンスから前
記ＰＳＣシーケンスを選択するためのコードをさらに備え、前記セットは３つの共通利用
されたＰＳＣシーケンスと第４の追加ＰＳＣシーケンスとを含む、［３９］に記載のコン
ピュータプログラムプロダクト。
　［４２］前記３つの共通利用されたＰＳＣシーケンスのうち２つは互いの複素共役であ
り、前記３つの共通利用されたＰＳＣシーケンスのうちの残りのＰＳＣシーケンスと前記
第４の追加ＰＳＣシーケンスとは、互いの複素共役である、［４１］に記載のコンピュー
タプログラムプロダクト。
　［４３］前記コンピュータ可読媒体は、フレーム構造タイプ１が前記基地局によって利
用されるとき、前記３つの共通利用されたＰＳＣシーケンスのうちの１つを選択するため
のコードと、フレーム構造タイプ２が前記基地局によって利用されるとき、前記第４の追
加ＰＳＣシーケンスを選択するためのコードと、をさらに備えている、［４１］に記載の
コンピュータプログラムプロダクト。
　［４４］前記コンピュータ可読媒体は、ユニキャストキャリアが基地局によって利用さ
れるとき、前記３つの共通に利用されたＰＳＣシーケンスのうちの１つを選択するための
コードと、マルチキャストキャリアが前記基地局によって利用されるとき、前記第４の追
加ＰＳＣシーケンスを選択するためのコードと、をさらに備えている、［４１］に記載の
コンピュータプログラムプロダクト。
　［４５］前記コンピュータ可読媒体は、セカンダリ同期化コード（ＳＳＣ）を生成する
ためのコードと、前記基地局に関する第２のパラメータの関数として、前記無線フレーム
において相対的な位置で前記ＰＳＣ及び前記ＳＳＣをスケジュールするためのコードと、
をさらに備えている、［３９］に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
　［４６］前記コンピュータ可読媒体は、フレーム構造タイプ１が前記基地局によって利
用されるとき、前記無線フレームの１つまたは複数のスロットにおいて最後のシンボルに
前記ＰＳＣをマッピングし、前記最後のシンボルの直前の隣接シンボルに前記ＳＳＣをマ
ッピングするためのコードと、フレーム構造タイプ２が前記基地局によって利用されると
き、前記無線フレームの１つまたは複数のスロットにおいて前記最後のシンボルにＳＳＣ
をマッピングし、前記最後のシンボルの直前の隣接シンボルに前記ＰＳＣをマッピングす
るためのコードと、をさらに備えている、［４５］に記載のコンピュータプログラムプロ
ダクト。
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　［４７］前記コンピュータ可読媒体は、前記基地局に関する１つまたは複数のパラメー
タの関数として、１セットの可能スクランブリングコードのうちの少なくとも１つ、ある
いは、前記１セットの可能スクランブリングコードからの特定のスクランブリングコード
、を選択するためのコードをさらに備えている、［４５］に記載のコンピュータプログラ
ムプロダクト。
　［４８］前記コンピュータ可読媒体は、前記基地局に関連づけられた第３のパラメータ
の関数として、共通セルＩＤに異なる擬似ランダムシーケンス（ＰＲＳｓ）をマッピング
するためのコードをさらに備えている、［３９］に記載のコンピュータプログラムプロダ
クト。
　［４９］前記コンピュータ可読媒体は、前記基地局に関連づけられた第４のパラメータ
の関数として、異なるトーン位置に異なる擬似ランダムシーケンス（ＰＲＳｓ）をマッピ
ングするためのコード、をさらに備えている、［３９］に記載のコンピュータプログラム
プロダクト。
　［５０］前記コンピュータ可読媒体は、フレーム構造タイプ２を利用するときに前記無
線フレームから前記ＰＳＣを削除するためのコード、をさらに備えている、［３９］に記
載のコンピュータプログラムプロダクト。
　［５１］無線通信システムにおいて、装置は、プロセッサを備えており、
　前記プロセッサは、
　基地局に対応する第１のパラメータの関数として、無線フレームにおいて相対的な位置
で、プライマリ同期化コード（ＰＳＣ）とセカンダリ同期化コード（ＳＳＣ）をスケジュ
ールするように、
　前記ＰＳＣ及びＳＳＣの前記相対的な位置に基づいて前記第１のパラメータを識別する
ためにダウンリンク上で前記無線フレームを送信するように、
構成されている、装置。
　［５２］無線通信環境における基地局に対応する少なくとも１つのパラメータを解読す
ることを容易にする方法であって、
　基地局から無線フレームを受信することと、
　異なるタイプの同期信号の相対的な位置、特定タイプの同期信号を生成するために利用
されたシーケンス、あるいは前記無線フレームが２つのタイプの同期信号を含むかどうか
、のうちの少なくとも１つを決定するために前記無線フレームを分析することと、
　前記基地局に関連づけられた少なくとも１つのパラメータを、前記相対的な位置、前記
シーケンス、あるいは、前記無線フレームが２つのタイプの同期信号を含むかどうか、に
基づいて認識することと、
を備えている、方法。
　［５３］プライマリ同期化コード（ＰＳＣ）とセカンダリ同期化コード（ＳＳＣ）の前
記相対的な位置を識別することと、
　前記識別された相対的な位置に少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも１つのパラ
メータのうちの１つまたは複数を認識することと、
をさらに備えている［５２］に記載の方法。
　［５４］前記受信された無線フレームに含まれるＰＳＣを生成するために使用されるプ
ライマリ同期化コード（ＰＳＣ）シーケンスを決定することと、
　前記決定されたＰＳＣシーケンスに少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも１つの
パラメータのうちの１つまたは複数を解読することと、
をさらに備えている［５２］に記載の方法。
　［５５］ＰＳＣが前記無線フレームに含まれているあるいは排除されているかどうかを
識別することと、
　前記ＰＳＣが前記無線フレームに含まれているあるいは排除されているかどうかに少な
くとも部分的に基づいて、前記少なくとも１つのパラメータのうちの１つまたは複数を決
定することと、
をさらに備えている［５２］に記載の方法。
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　［５６］前記無線フレームに関連づけられた擬似ランダムシーケンスマッピングを分析
することと、
　前記擬似ランダムシーケンスマッピングに少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも
１つのパラメータのうちの１つまたは複数を決定することと、
をさらに備えている、［５２］に記載の方法。
　［５７］ＳＳＣをスクランブルするために前記基地局によって使用されるスクランブリ
ングコードを識別すること、
　前記スクランブリングコードの前記の識別情報に少なくとも部分的に基づいて前記少な
くとも１つのパラメータのうちの１つまたは複数を決定することと、
をさらに備えている、［５２］に記載の方法。
　［５８］前記少なくとも１つのパラメータは、前記基地局が時分割デュプレクス（ＴＤ
Ｄ）システムあるいは周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ）システムの一部であるかどうか
、前記無線フレームがフレーム構造タイプ１（ＦＳ１）あるいはフレーム構造タイプ２（
ＦＳ２）を利用するかどうか、前記基地局がマクロセルあるいはフェムトセルに関連づけ
られているかどうか、あるいは、前記基地局はユニキャストシステムあるいはマルチキャ
ストシステムに関連づけられているかどうか、のうちの1つまたは複数である、［５２］
に記載の方法。
　［５９］無線通信装置であって、
　基地局から無線フレームを受信することと、異なるタイプの同期信号の相対的な位置、
特定タイプの同期信号を生成するために利用されたシーケンス、あるいは前記無線フレー
ムが２つのタイプの同期信号を含むかどうか、のうちの少なくとも１つを決定するために
前記無線フレームを分析することと、前記基地局に関連づけられた少なくとも１つのパラ
メータを、前記相対的な位置、前記シーケンス、あるいは、前記無線フレームが２つのタ
イプの同期信号を含むかどうか、に基づいて認識すること、に関する命令を保持するメモ
リと、
　前記メモリに保持される前記命令を実行するように構成された、前記メモリに結合され
た、プロセッサと、
を備えている無線通信装置。
　［６１］前記メモリは、プライマリ同期化コード（ＰＳＣ）とセカンダリ同期化コード
（ＳＳＣ）の前記相対的な位置を識別することと、前記識別された相対的な位置に少なく
とも部分的に基づいて前記少なくとも１つのパラメータのうちの１つまたは複数を認識す
ることと、に関する命令をさらに保持する、［５９］に記載の無線通信装置。
　［６１］前記メモリは、前記受信された無線フレームに含まれるＰＳＣを生成するため
に使用されるプライマリ同期化コード（ＰＳＣ）シーケンスを決定することと、前記決定
されたＰＳＣシーケンスに少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも１つのパラメータ
のうちの１つまたは複数を解読することと、に関する命令をさらに保持する、［５９］に
記載の無線通信装置。
　［６２］前記メモリは、ＰＳＣが前記無線フレームに含まれているあるいは排除されて
いるかどうかを識別することと、前記ＰＳＣが前記無線フレームに含まれているあるいは
排除されているかどうかに少なくとも部分的に基づいて、前記少なくとも１つのパラメー
タのうちの１つまたは複数を決定することと、に関する命令をさらに保持する、［５９］
に記載の無線通信装置。
　［６３］前記メモリは、前記無線フレームに関連づけられた擬似ランダムシーケンスマ
ッピングを分析することと、前記擬似ランダムシーケンスマッピングに少なくとも部分的
に基づいて前記少なくとも１つのパラメータのうちの１つまたは複数を決定することと、
に関する命令をさらに保持する、［５９］に記載の無線通信装置。
　［６４］前記メモリは、ＳＳＣをスクランブルするために前記基地局によって使用され
るスクランブリングコードを識別することと、前記スクランブリングコードの前記の識別
情報に少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも１つのパラメータのうちの１つまたは
複数を決定することと、に関する命令をさらに保持する、［５９］に記載の無線通信装置
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。
　［６５］前記少なくとも１つのパラメータは、前記基地局が時分割デュプレクス（ＴＤ
Ｄ）システムあるいは周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ）システムの一部であるかどうか
、前記無線フレームがフレーム構造タイプ１（ＦＳ１）あるいはフレーム構造タイプ２（
ＦＳ２）を利用するかどうか、前記基地局がマクロセルあるいはフェムトセルに関連づけ
られているかどうか、あるいは、前記基地局がユニキャストシステムあるいはマルチキャ
ストシステムに関連づけられているかどうか、のうちの1つまたは複数である、［５９］
に記載の無線通信装置。
　［６６］無線通信環境における基地局に関して１つまたは複数のパラメータを識別する
ことを可能にする無線通信装置であって、
　異なるタイプの同期信号の相対的な位置、特定タイプの同期信号を生成するために利用
されたシーケンス、あるいは無線フレームが２つのタイプの同期信号を含むかどうか、の
うちの少なくとも１つを解読するために前記無線フレームを分析するための手段と、
　前記基地局に関連づけられた少なくとも１つのパラメータを、前記相対的な位置、前記
シーケンス、あるいは、前記無線フレームが２つのタイプの同期信号を含むかどうか、に
基づいて認識するための手段と、
を備えている無線通信装置。
　［６７］プライマリ同期化コード（ＰＳＣ）とセカンダリ同期化コード（ＳＳＣ）の前
記相対的な位置を識別するための手段と、
　前記識別された相対的な位置に少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも１つのパラ
メータのうちの１つまたは複数を認識するための手段と、
　をさらに備えている［６６］に記載の無線通信装置。
　［６８］前記受信された無線フレームに含まれるＰＳＣを生成するために使用されるプ
ライマリ同期化コード（ＰＳＣ）シーケンスを決定するための手段と、
　前記決定されたＰＳＣシーケンスに少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも１つの
パラメータのうちの１つまたは複数を解読するための手段と、
をさらに備えている［６６］に記載の無線通信装置。
　［６９］ＰＳＣが前記無線フレームに含まれているあるいは排除されているかどうかを
識別するための手段と、
　前記ＰＳＣが前記無線フレームに含まれているあるいは排除されているかどうかに少な
くとも部分的に基づいて、前記少なくとも１つのパラメータのうちの１つまたは複数を決
定するための手段と、
をさらに備えている［６６］に記載の無線通信装置。
　［７０］前記無線フレームに関連づけられた擬似ランダムシーケンスマッピングを分析
するための手段と、
　前記擬似ランダムシーケンスマッピングに少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも
１つのパラメータのうちの１つまたは複数を決定するための手段と、
をさらに備えている［６６］に記載の無線通信装置。
　［７１］ＳＳＣをスクランブルするために前記基地局によって使用されるスクランブリ
ングコードを識別するための手段と、
　前記スクランブリングコードの前記の識別情報に少なくとも部分的に基づいて前記少な
くとも１つのパラメータのうちの１つまたは複数を解読するための手段と、
をさらに備えている［６６］に記載の無線通信装置。
　［７２］前記少なくとも１つのパラメータは、前記基地局が時分割デュプレクス（ＴＤ
Ｄ）システムあるいは周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ）システムの一部であるかどうか
、前記無線フレームがフレーム構造タイプ１（ＦＳ１）あるいはフレーム構造タイプ２（
ＦＳ２）を利用するかどうか、前記基地局がマクロセルあるいはフェムトセルに関連づけ
られているかどうか、あるいは、前記基地局がユニキャストシステムあるいはマルチキャ
ストシステムに関連づけられているかどうか、のうちの1つまたは複数である、［６６］
に記載の無線通信装置。
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　［７３］コンピュータプログラムプロダクトであって、コンピュータ可読媒体を備えて
おり、前記コンピュータ可読媒体は、
　異なるタイプの同期信号の相対的な位置、特定タイプの同期信号を生成するために利用
されたシーケンス、あるいは無線フレームが２つのタイプの同期信号を含むかどうか、の
うちの少なくとも１つを解読するために前記無線フレームを分析するためのコードと、基
地局に関連づけられた少なくとも１つのパラメータを、前記相対的な位置、前記シーケン
ス、あるいは、前記無線フレームが２つのタイプの同期信号を含むかどうか、に基づいて
認識するためのコードと、
を備えている、コンピュータプログラムプロダクト。
　［７４］前記コンピュータ可読媒体は、プライマリ同期化コード（ＰＳＣ）とセカンダ
リ同期化コード（ＳＳＣ）の前記相対的な位置を識別するためのコードと、前記識別され
た相対的な位置に少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも１つのパラメータのうちの
１つまたは複数を認識するためのコードと、を備えている、［７３］に記載の無線通信装
置。
　［７５］前記コンピュータ可読媒体は、前記受信された無線フレームに含まれるＰＳＣ
を生成するために使用されるプライマリ同期化コード（ＰＳＣ）シーケンスを決定するた
めのコードと、前記決定されたＰＳＣシーケンスに少なくとも部分的に基づいて前記少な
くとも１つのパラメータのうちの１つまたは複数を解読するためのコードと、を備えてい
る、［７３］に記載の無線通信装置。
　［７６］前記コンピュータ可読媒体は、ＰＳＣが前記無線フレームに含まれているある
いは排除されているかどうかを識別するためのコードと、前記ＰＳＣが前記無線フレーム
に含まれているあるいは排除されているかどうかに少なくとも部分的に基づいて、前記少
なくとも１つのパラメータのうちの１つまたは複数を決定するためのコードと、を備えて
いる、［７３］に記載の無線通信装置。
　［７７］前記コンピュータ可読媒体は、前記無線フレームに関連づけられた擬似ランダ
ムシーケンスマッピングを分析するためのコードと、前記擬似ランダムシーケンスマッピ
ングに少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも１つのパラメータのうちの１つまたは
複数を決定するためのコードと、を備えている、［７３］に記載の無線通信装置。
　［７８］前記コンピュータ可読媒体は、ＳＳＣをスクランブルするために基地局によっ
て使用されるスクランブリングコードの識別情報を認識するためのコードと、前記スクラ
ンブリングコードの前記識別情報に少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも１つのパ
ラメータのうちの１つまたは複数を決定するためのコードと、を備えている、［７３］に
記載の無線通信装置。
　［７９］前記少なくとも１つのパラメータは、前記基地局が時分割デュプレクス（ＴＤ
Ｄ）システムあるいは周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ）システムの一部であるかどうか
、前記無線フレームがフレーム構造タイプ１（ＦＳ１）あるいはフレーム構造タイプ２（
ＦＳ２）を利用するかどうか、前記基地局がマクロセルあるいはフェムトセルに関連づけ
られているかどうか、あるいは、前記基地局がユニキャストシステムあるいはマルチキャ
ストシステムに関連づけられているかどうか、のうちの1つまたは複数である、［７３］
に記載の無線通信装置。
　［８０］無線通信システムであって、装置は、
　異なるタイプの同期信号の相対的な位置、特定タイプの同期信号を生成するために使用
されたシーケンス、あるいは、無線フレームが２つのタイプの同期信号を含むかどうか、
のうちの少なくとも１つを解読するために基地局から受信された前記無線フレームを評価
するように、
　前記基地局に関連づけられた少なくとも１つのパラメータを、前記相対的な位置、前記
シーケンス、あるいは、前記無線フレームが２つのタイプの同期信号を含むかどうか、に
基づいて決定するように、
　構成されたプロセッサを備えている、装置。
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