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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のキャリア周波数を用いて通信を行う無線通信システムのための遠隔局であって、
　（ａ）第１のダウンリンクの第１のキャリア周波数で、ユニキャスト信号を有する複数
の第１の物理共有チャネルにそれぞれ関連する複数の第１の制御チャネルを受信し、各第
１の制御チャネルは、当該第１の制御チャネルに関連する第１の物理共有チャネルに割り
当てられた遠隔局の情報を含み、（ｂ）第２のダウンリンクの前記第１のキャリア周波数
とは異なる第２のキャリア周波数で、前記複数の第１の物理共有チャネルのうち自局に割
り当てられた第１の物理共有チャネルと、マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号
を有する第２の物理共有チャネルとを受信する受信機と、前記複数の第１の物理共有チャ
ネルは、前記第２の物理共有チャネルとともに時間で多重化され、
　前記ユニキャスト信号に基づいて、アップリンクによるアクノレッジメント信号を生成
する制御プロセッサと、
　を備える遠隔局。
【請求項２】
　前記受信機は、前記第１のダウンリンクの前記第１のキャリア周波数で、さらに、ユニ
キャスト信号を有する複数の第３の物理共有チャネルにそれぞれ関連する複数の第３の制
御チャネルを受信し、
　第３のダウンリンクの前記第１及び第２のキャリア周波数とは異なる第３のキャリア周
波数で、時間で多重化された、前記遠隔局に割り当てられた第３の物理共有チャネルとマ
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ルチキャスト信号又はブロードキャスト信号を有する第４の物理共有チャネルとを受信す
る、請求項１の遠隔局。
【請求項３】
　前記マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号は、直交周波数分割多重信号である
請求項１の遠隔局。
【請求項４】
　前記第１の物理共有チャネルは、高速物理ダウンリンク共有チャネルである請求項１の
遠隔局。
【請求項５】
　複数のキャリア周波数を用いて通信を行う無線通信システムのための基地局であって、
　（ａ）第１のダウンリンクの第１のキャリア周波数で、ユニキャスト信号を有する複数
の第１の物理共有チャネルにそれぞれ関連する複数の第１の制御チャネルを送信し、各第
１の制御チャネルは、当該第１の制御チャネルに関連する第１の物理共有チャネルを受信
すべき遠隔局の情報を含み、（ｂ）第２のダウンリンクの前記第１のキャリア周波数とは
異なる第２のキャリア周波数で、前記複数の前記第１の物理共有チャネルとマルチキャス
ト信号又はブロードキャスト信号を有する第２の物理共有チャネルとを、時間で多重化し
て送信する、送信機を備えた基地局。
【請求項６】
　前記マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号は、直交周波数分割多重信号である
請求項５の基地局。
【請求項７】
　前記送信機は、さらに、
　前記第１のダウンリンクの前記第１のキャリア周波数で、ユニキャスト信号を有する複
数の第３の物理共有チャネルにそれぞれ関連する複数の第３の制御チャネルを送信し、
　第３のダウンリンクの前記第１及び第２のキャリア周波数とは異なる第３のキャリア周
波数で、前記複数の第３の物理共有チャネルと、マルチキャスト信号又はブロードキャス
ト信号を有する第４の物理共有チャネルとを時間で多重化して送信する、
請求項６の基地局。
【請求項８】
　命令を含む計算機読取可能媒体であって、前記命令は、前記計算機によって実行される
と、前記計算機に、
　第１のダウンリンクの第１のキャリア周波数で、ユニキャスト信号を有する複数の第１
の物理共有チャネルにそれぞれ関連する複数の第１の制御チャネルを送信することと、各
第１の制御チャネルは、当該第１の制御チャネルに関連する第１の物理共有チャネルに割
り当てた遠隔局の情報を含み、
　第２のダウンリンクの前記第１のキャリア周波数とは異なる第２のキャリア周波数で、
前記複数の前記第１の物理共有チャネルと、マルチキャスト信号又はブロードキャスト信
号を有する第２の物理共有チャネルとを時間で多重化して送信することと、
　を実行させる計算機読取可能媒体。
【請求項９】
　複数のキャリア周波数を用いて通信を行う無線通信システムのための基地局であって、
　（ａ）第１のダウンリンクの第１のキャリア周波数で、ユニキャスト信号を有する複数
の第１の物理共有チャネルにそれぞれ関連する複数の第１の制御チャネルを送信し、各第
１の制御チャネルは、当該第１の制御チャネルに関連する第１の物理共有チャネルに割り
当てた遠隔局の情報を含み、（ｂ）第２のダウンリンクの前記第１のキャリア周波数とは
異なる第２のキャリア周波数で、前記複数の前記第１の物理共有チャネルと、マルチキャ
スト信号又はブロードキャスト信号を有する第２の物理共有チャネルとを時間で多重化し
て送信するように構成された送信手段を備えた基地局。
【請求項１０】
　前記マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号は、直交周波数分割多重信号である
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請求項９の基地局。
【請求項１１】
　前記送信手段は、さらに、
　前記第１のダウンリンクの前記第１のキャリア周波数で、ユニキャスト信号を有する複
数の第３の物理共有チャネルにそれぞれ関連する複数の第３の制御チャネルを送信し、
　第３のダウンリンクの前記第１及び第２のキャリア周波数とは異なる第３のキャリア周
波数で、前記複数の第３の物理共有チャネルと、マルチキャスト信号又はブロードキャス
ト信号を有する第４の物理共有チャネルとを時間で多重化して送信する請求項１０の基地
局。
【請求項１２】
　複数のキャリア周波数を用いて通信を行う無線通信システムのための遠隔局であって、
　（ａ）第１のダウンリンクの第１のキャリア周波数で、ユニキャスト信号を有する複数
の第１の物理共有チャネルにそれぞれ関連する複数の第１の制御チャネルを受信し、各第
１の制御チャネルは、当該第１の制御チャネルに関連する第１の物理共有チャネルに割り
当てられた遠隔局の情報を含み、（ｂ）第２のダウンリンクの前記第１のキャリア周波数
とは異なる第２のキャリア周波数で、時間で多重化された、前記複数の第１の物理共有チ
ャネルのうち自局に割り当てられた第１の物理共有チャネルと、マルチキャスト信号又は
ブロードキャスト信号を有する第２の物理共有チャネルとを受信する手段と、
　前記ユニキャスト信号に基づいて、アップリンクによるアクノレッジメント信号を生成
する手段と、
　を備える遠隔局。
【請求項１３】
　前記マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号は、直交周波数分割多重信号である
請求項１２の遠隔局。
【請求項１４】
　前記第１の物理共有チャネルは、高速物理ダウンリンク共有チャネルである請求項１２
の遠隔局。
【請求項１５】
　複数のキャリア周波数を用いて通信を行う無線通信システムのための遠隔局であって、
　第１の受信機と、前記第１の受信機と並列な第２の受信機とを含む複数の受信機と、
　制御プロセッサと、を備え、
　　前記第１の受信機は、第１のダウンリンクの第１のキャリア周波数で、ユニキャスト
信号を有する複数の第１の物理共有チャネルにそれぞれ関連する複数の第１の制御チャネ
ルを受信し、各第１の制御チャネルは、当該第１の制御チャネルに関連する第１の物理共
有チャネルに割り当てた遠隔局の情報を含み、
　　前記第２の受信機は、第２のダウンリンクの前記第１のキャリア周波数とは異なる第
２のキャリア周波数で、時間で多重化された、自局に割り当てられた第１の物理共有チャ
ネルと、マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号を有する第２の物理共有チャネル
とを受信し、
　　前記制御プロセッサは、前記ユニキャスト信号に基づいて、アップリンクによるアク
ノレッジメント信号を生成する、遠隔局。
【請求項１６】
　前記マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号は、直交周波数分割多重信号である
請求項１５の遠隔局。
【請求項１７】
　前記第１の物理共有チャネルは、高速物理ダウンリンク共有チャネルである請求項１５
の遠隔局。
【請求項１８】
　無線通信システムにおける遠隔局における無線通信の方法であって、
　第１のダウンリンクの第１のキャリア周波数で、ユニキャスト信号を有する複数の第１
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の物理共有チャネルにそれぞれ関連する複数の第１の制御チャネルを受信することと、各
第１の制御チャネルは、当該第１の制御チャネルに関連する第１の物理共有チャネルに割
り当てた遠隔局の情報を含み、
　第２のダウンリンクの前記第１のキャリア周波数とは異なる第２のキャリア周波数で、
時間で多重化された、自局に割り当てられた第１の物理共有チャネルと、マルチキャスト
信号又はブロードキャスト信号を有する第２の物理共有チャネルとを受信することと、
　前記ユニキャスト信号に基づいて、アップリンクによるアクノレッジメント信号を生成
することと、
を含む方法。
【請求項１９】
　第１のダウンリンクの前記第１のキャリア周波数で、ユニキャスト信号を有する複数の
第３の物理共有チャネルにそれぞれ関連する複数の第３の制御チャネルを受信することと
、
　第３のダウンリンクの前記第１及び第２のキャリア周波数とは異なる第３のキャリア周
波数で、時間で多重化された、自局に割り当てられた第３の物理共有チャネルとマルチキ
ャスト信号又はブロードキャスト信号を有する第４の物理共有チャネルとを受信すること
と、
　をさらに含む請求項１８の方法。
【請求項２０】
　前記マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号は、直交周波数分割多重信号である
請求項１９の方法。

【発明の詳細な説明】
【優先権の主張】
【０００１】
　本特許出願は、本願の譲受人に譲渡され、本明細書に参照によって明らかに組み込まれ
ている２００４年１０月２２日に出願され、"Time Multiplexing of Unicast and Multic
ast Data in a Multi- Carrier Communication System"と題された仮出願６０／６２１，
４４０号の優先権を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、一般に無線通信に関し、特に、セルラ無線通信に関する。
【背景技術】
【０００３】
　通信分野は、例えば、ページング、無線ローカルループ、インターネット電話、及び衛
星通信システムを含む多くのアプリケーションを有する。典型的なアプリケーションは、
モバイル加入者用のセルラ電話システムである（本明細書で使用されるように、用語「セ
ルラ」システムは、セルラ及びパーソナル通信サービス（ＰＣＳ）システム周波数の両方
を含む。）。例えば無線通信システムのように、多くのユーザが、共通の通信媒体へアク
セスすることを可能にするために設計された現代の通信システムは、そのようなセルラシ
ステムのために開発された。これら現代の通信システムは、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ
）、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、空間分割多元接続
（ＳＤＭＡ）、分極分割多元接続（ＰＤＭＡ）、あるいは当該技術で周知のその他の変調
技術のような多元接続技術に基づきうる。これらの変調技術は、通信システムの多数のユ
ーザからの受信された信号を復調し、通信システムの容量の増加を可能にする。その上、
例えば先進移動電話サービス（ＡＭＰＳ）、グローバルシステムフォーモバイルコミュニ
ケーション（ＧＳＭ（登録商標））、及びその他の無線システムを含む様々な無線通信シ
ステムが確立された。
【０００４】
　ＦＤＭＡシステムでは、周波数スペクトルの全体が、多くの小さなサブ帯域に分割され
、各ユーザは、通信媒体にアクセスするためにそれ自身のサブ帯域が与えられる。あるい
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は、ＴＤＭＡシステムでは、周波数スペクトルの全体が多くの小さなサブ帯域に分割され
る。各サブ帯域は、多くのユーザで共有され、各ユーザは、そのサブ帯域を用いて、予め
定めた時間スロットで送信することが許される。ＣＤＭＡシステムは、増加したシステム
容量を含め、他のタイプのシステムに対し、潜在的な長所を備えている。ＣＤＭＡシステ
ムでは、ユーザはそれぞれ、全時間について、周波数スペクトル全体が与えられるが、ユ
ニークな符号を使用することによって、その送信を識別する。
【０００５】
　ＣＤＭＡシステムは、例えば（１）"TIA/EIA-95-B Mobile Station-Base Station Comp
atibility Standard for Dual-Mode Wideband Spread Spectrum Cellular System"（ＩＳ
－９５規格）、（２）「第３世代パートナシップ計画」（３ＧＰＰ）と命名されたコンソ
ーシアムによって提案され、文書番号3G TS 25.211、3G TS 25.212、3G TS 25.213、及び
3G TS 25.214を含む１セットの文書で具体化された規格（Ｗ－ＣＤＭＡ規格）、及び（３
）「第３世代パートナシップ計画２」（３ＧＰＰ２）と命名されたコンソーシアムによっ
て提案され、ｃｄｍａ２０００拡散スペクトルシステムのためのＴＲ－４５．５物理レイ
ヤ規格で具体化された規格（ＩＳ－２０００規格）のような１又は複数のＣＤＭＡ規格を
サポートするように設計されうる。
【０００６】
　上記命名されたＣＤＭＡ通信システム及び規格では、利用可能なスペクトルは、多くの
ユーザで同時に共有される。また、適切な技術が、例えば音声サービス及びデータサービ
スのようなサービスを提供するために利用可能である。より最近は、マルチキャスト方式
又はブロードキャスト方式で、データサービスを配信するシステムが提案又は実現された
。そのようなデータサービスを提供するための１つのアプローチは、多くの遠隔局へダウ
ンリンクでマルチキャスト信号又はブロードキャスト信号を運ぶために、キャリア周波数
の全てを割り当てることであろう。しかしながら、そのようなアプローチは、利用可能な
周波数スペクトルの迅速な使用ではないかもしれない。
【０００７】
　したがって、利用可能な周波数スペクトルを迅速に利用する方式で、マルチキャスト信
号を配信するためのニーズが当該技術において存在する。
【発明の概要】
【０００８】
　１つの局面では、無線通信システム用の遠隔局が開示される。この遠隔局は、第１のキ
ャリア周波数の同期制御チャネルを第１のダウンリンクで受信し、第１のキャリア周波数
とは異なる第２のキャリア周波数の共有物理チャネルを第２のダウンリンクで受信する受
信機を含む。共有物理チャネルは、ユニキャスト信号を有する第１の物理共有チャネルと
、マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号を有する第２の物理共有チャネルとを含
む。ユニキャスト信号は、マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号とともに時間で
多重化される。遠隔局は、ユニキャスト信号に基づいて、アップリンクによるアクノレッ
ジメント信号を生成するように構成された制御プロセッサを含んでいる。
【０００９】
　別の局面では、無線通信システムのための基地局が開示される。基地局は、同期制御チ
ャネル及び共有物理チャネルを生成するように構成された制御プロセッサを含む。同期制
御チャネルは、複数の同期制御チャネルを含む。共有物理チャネルは、ユニキャスト信号
を有する第１の物理共有チャネルと、マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号を有
する第２の物理共有チャネルとを含む。ユニキャスト信号は。マルチキャスト信号又はブ
ロードキャスト信号とともに時間で多重化される。この基地局は、第１のキャリア周波数
の同期制御チャネルを第１のダウンリンクで、第１のキャリア周波数とは異なる第２のキ
ャリア周波数の共有物理チャネルを第２のダウンリンクで送信するように構成された送信
機を含む。
【００１０】
　また別の局面では、計算機によって実行されたとき、前記計算機に動作を実行させる命
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令を含む計算機読取可能媒体が開示される。これら動作は、同期制御チャネルと共有物理
チャネルとを生成することを含む。共有物理チャネルは、ユニキャスト信号を有する第１
の物理共有チャネルと、マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号を有する第２の物
理共有チャネルとを含む。ユニキャスト信号は、マルチキャスト信号又はブロードキャス
ト信号とともに時間で多重化される。これら動作は更に、第１のキャリア周波数の同期制
御チャネルを第１のダウンリンクで、第１のキャリア周波数とは異なる第２のキャリア周
波数の共有物理チャネルを第２のダウンリンクで送信することを含む。
【００１１】
　また別の局面では、無線通信システムのための基地局が開示される。この基地局は、同
期制御チャネルと共有物理チャネルとを生成する手段を含む。共有物理チャネルは、ユニ
キャスト信号を有する第１の物理共有チャネルと、マルチキャスト信号又はブロードキャ
スト信号を有する第２の物理共有チャネルとを含む。ユニキャスト信号は、マルチキャス
ト信号又はブロードキャスト信号とともに時間で多重化される。この基地局は、第１のキ
ャリア周波数の同期制御チャネルを第１のダウンリンクで送信し、第１のキャリア周波数
とは異なる第２のキャリア周波数の共有物理チャネルを第２のダウンリンクで送信する手
段を含む。
【００１２】
　また別の局面では、無線通信システム用の遠隔局が開示される。この遠隔局は、第１の
キャリア周波数の同期制御チャネルを第１のダウンリンクで受信し、第１のキャリア周波
数とは異なる第２のキャリア周波数の共有物理チャネルを第２のダウンリンクで受信する
手段を含む。共有物理チャネルは、ユニキャスト信号を有する第１の物理共有チャネルと
、マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号を有する第２の物理共有チャネルとを含
む。ユニキャスト信号は、マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号とともに時間で
多重化される。この遠隔局は、ユニキャスト信号に基づいて、アップリンクによるアクノ
レッジメント信号を生成する手段を含んでいる。
【００１３】
　また別の局面では、無線通信システム用の遠隔局が示される。この遠隔局は、第１の受
信機と、第１の受信機と並列な第２の受信機とを含む複数の受信機を含む。第１の受信機
は、第１のキャリア周波数の同期制御チャネルを第１のダウンリンクで受信するように構
成され、第２の受信機は、第１のキャリア周波数とは異なる第２のキャリア周波数の共有
物理チャネルを第２のダウンリンクで受信するように構成されている。共有物理チャネル
は、ユニキャスト信号を有する第１の物理共有チャネルと、マルチキャスト信号又はブロ
ードキャスト信号を有する第２の物理共有チャネルとを含む。ユニキャスト信号は、マル
チキャスト信号又はブロードキャスト信号とともに時間で多重化される。この遠隔局は、
ユニキャスト信号に基づいて、アップリンクによるアクノレッジメント信号を生成するよ
うに構成された制御プロセッサを含んでいる。
【００１４】
　また別の局面では、無線通信の方法が開示される。この方法は、第１のキャリア周波数
の同期制御チャネルを第１のダウンリンクで、かつ第１のキャリア周波数とは異なる第２
のキャリア周波数の共有物理チャネルを第２のダウンリンクで受信することを含む。共有
物理チャネルは、ユニキャスト信号を有する第１の物理共有チャネルと、マルチキャスト
信号又はブロードキャスト信号を有する第２の物理共有チャネルとを含む。ユニキャスト
信号は、マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号とともに時間で多重化される。ま
たこの方法は、ユニキャスト信号に基づいて、アップリンクによるアクノレッジメント信
号を生成することを含む。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、無線通信システムの一例である。
【図２Ａ】図２Ａは、本発明の実施形態に従った遠隔局のブロック図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、本発明の別の実施形態に従った遠隔局のブロック図である。
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【図３】図３は、本発明の実施形態に従った基地局のブロック図である。
【図４】図４は、本発明の実施形態に従って遠隔局で実行されうる処理のフロー図である
。
【図５】図５は、本発明の実施形態に従って基地局で実行されうる処理のフロー図である
。
【図６】図６は、本発明の実施形態に従って時間の関数として与えられるキャリア周波数
によって搬送される信号を示すブロック図である。
【図７】図７は、本発明の別の実施形態に従って時間の関数として与えられるキャリア周
波数によって搬送される信号を示すブロック図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　用語「典型的」（exemplary）は、本明細書において「例、実例、又は例示として役立
つ」ことを意味するために使用される。本明細書で「典型的」と記載される何れの実施形
態も、他の実施形態に対して必ずしも好適であるとか有利であるとか解釈される必要はな
い。
【００１７】
　アクセス端末（ＡＴ）、ユーザ機器、あるいは加入者ユニットとしても知られている遠
隔局は、移動式かもしれないし固定式かもしれず、基地トランシーバ局（ＢＴＳ）又はノ
ードＢとして知られている１又は複数の基地局と通信しうる。遠隔局は、ラジオネットワ
ークコントローラ（ＲＮＣ）としても知られている基地局コントローラへ、１又は複数の
基地局を介してデータパケットを送受信する。基地局及び基地局コントローラは、アクセ
スネットワークと呼ばれるネットワークの一部である。アクセスネットワークは、多数の
遠隔局間でデータパケットを伝送する。アクセスネットワークは、更に、例えば企業イン
トラネット又はインターネットのようなアクセスネットワーク外部の追加ネットワークに
接続され、各遠隔局及びそのような外部ネットワーク間でデータパケットを伝送する。１
又は複数の基地局とのアクティブなトラフィックチャネル接続を確立した遠隔局は、アク
ティブ遠隔局と呼ばれ、トラフィック状態にあると言われる。１又は複数の基地局とのア
クティブなトラフィックチャネル接続を確立する過程にある遠隔局は、接続セットアップ
状態にあると言われる。遠隔局は、無線チャネルを介して通信するあらゆるデータデバイ
スでありうる。更に、遠隔局は、限定される訳ではないが、ＰＣカード、コンパクトフラ
ッシュ（登録商標）、外部又は内部モデム、あるいは無線電話を含む多くの任意のタイプ
のデバイスでありうる。遠隔局が基地局へ信号を送る通信リンクは、逆方向リンクとして
も知られているアップリンクと呼ばれる。基地局が遠隔局へ信号を送る通信リンクは、順
方向リンクとしても知られているダウンリンクと呼ばれる。
【００１８】
　図１に示すように、典型的な無線通信システム１００は、１又は複数の遠隔局（ＲＳ）
１０２、１又は複数の基地局（ＢＳ）１０４、１又は複数の基地局コントローラ（ＢＳＣ
）１０６、及びコアネットワーク１０８を含んでいる。コアネットワークは、適切なバッ
クホールを経由して、インターネット１１０及び公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）１１２に接
続されうる。無線通信システム１００は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、時分割多元接
続（ＴＤＭＡ）、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）、分
極分割多元接続（ＰＤＭＡ）、あるいは当該技術で周知のその他の変調技術のような多く
の多元接続技術のうちの任意の１つを適用しうる。
【００１９】
　図２Ａ及び図６に示すように、１つの実施形態では、遠隔局１０２は、第１のキャリア
周波数ｆ１の同期制御チャネル６００を第１のダウンリンクで、第１のキャリア周波数ｆ
１とは異なる第２のキャリア周波数ｆ２の共有物理チャネル６０４を第２のダウンリンク
で受信するように構成された受信機２０４を含む。共有物理チャネル６０４は、ユニキャ
スト信号を有する第１の物理共通チャネルと、マルチキャスト信号又はブロードキャスト
信号を有する第２の物理共有チャネルとを含む。ユニキャスト信号は、マルチキャスト信
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号又はブロードキャスト信号とともに時間で多重化される。遠隔局１０２は、ユニキャス
ト信号に基づいて、アップリンクによるアクノレッジメント（Ａ）信号を生成するように
構成された制御プロセッサ２０２を含んでいる。１つの実施形態では、同期制御チャネル
６００は、高速同期制御チャネル（High Speed Synchronization Control Channel：ＨＳ
－ＳＣＣＨ）でありうる。また、ユニキャスト信号を有する第１の物理共有チャネルは、
高速ダウンリンクパケットアクセス（High Speed Downlink Packet Access：ＨＳＤＰＡ
）規格に従った高速物理ダウンリンク共有チャネル（High Speed Physical Downlink Sha
red Channel：ＨＳ－ＰＤＳＣＨ）６０４ａでありうる。マルチキャスト信号又はブロー
ドキャスト信号を有する第２の物理共有チャネルは、図６に示すような１つの実施形態に
従ったフレキシブルレイヤワンマルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス
（Flexible Layer One-Multimedia Broadcast Multicast Service：ＦＬＯ－ＭＢＭＳ）
６０４ｂでありうる。この場合、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）信号が、ＦＬＯ－ＭＢ
ＭＳ　６０４ｂに含まれる。
【００２０】
　再び図２Ａに示すように、遠隔局１０２は、送信機２００、変調器２０６、復調器２０
８、及びアンテナ２１０を含んでいる。それらの機能は当該技術において知られている。
図２Ａに示す実施形態では、受信機２０４は、図６に示すキャリア周波数ｆ１，ｆ２、あ
るいは図７に示すキャリア周波数ｆ１～ｆ４のような複数のキャリア周波数を受信及び処
理するのに適切な広帯域デジタル受信機でありうる。
【００２１】
　図２Ｂに示すように、本発明の別の実施形態に従う遠隔局１０２Ａは、送信機２２０、
変調器２２８、制御プロセッサ２２２、第１の受信機２２４及び第２の受信機２２６を含
む複数の受信機、復調器２３０、及びアンテナ２３２を含む。１つの実施形態では、受信
機２２４，２２６は、各々が対応するキャリア周波数を受信し処理する狭帯域受信機であ
りうる。例えば、図６に示すように、受信機２２４は、キャリア周波数ｆ１を受信して処
理し、受信機２２６は、キャリア周波数ｆ２を受信して処理しうる。整数Ｎによって示さ
れる受信機の数は、遠隔局１０２Ａによって受信されるキャリア周波数の数に依存する。
従って、Ｎは、１よりも大きい任意の適切な整数である。
【００２２】
　１つの実施形態では、図３及び図６に示すように、基地局１０４は、同期制御チャネル
６００及び共有物理チャネル６０４を生成するように構成された制御プロセッサ３０２を
含んでいる。共有物理チャネル６０４は、ユニキャスト信号を有する第１の物理共有チャ
ネルと、マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号を有する第２の物理共有チャネル
とを含む。ユニキャスト信号は、マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号とともに
時間で多重化される。基地局１０４はまた、第１のキャリア周波数ｆ１の同期制御チャネ
ル６００を第１のダウンリンクで、第１のキャリア周波数ｆ１とは異なる第２のキャリア
周波数ｆ２の共有物理チャネル６０４を第２のダウンリンクで送信するように構成された
送信機３００を含んでいる。１つの実施形態では、同期制御チャネル６００は、高速同期
制御チャネル（High Speed Synchronization Control Channel：ＨＳ－ＳＣＣＨ）６００
ａでありうる。そして、ユニキャスト信号を有する第１の物理共有チャネルは、高速ダウ
ンリンクパケットアクセス（High Speed Downlink Packet Access：ＨＳＤＰＡ）規格に
従った高速物理ダウンリンク共有チャンネル（High Speed Physical Downlink Shared Ch
annel：ＨＳ－ＰＤＳＣＨ）６０４ａでありうる。マルチキャスト信号又はブロードキャ
スト信号を有する第２の物理共有チャネルは、図６に示すような１つの実施形態に従った
ＦＬＯ－ＭＢＭＳ　６０４ｂでありうる。この場合、ＯＦＤＭ信号が、ＦＬＯ－ＭＢＭＳ
　６０４ｂに含まれる。別の実施形態では、送信機３００は、後述するように、キャリア
周波数ｆ２，ｆ３，ｆ４として図７に例として示すように、複数のキャリア周波数の共有
物理チャネルを第２のダウンリンクで送信するように構成されうる。基地局１０４は、変
調器３０６、図１に示すＢＳＣ１０６のようなＢＳＣと通信するためのインタフェース３
０８、受信機３０４、復調器３１０、及びアンテナ３１２を含む。これらの機能は、当該
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技術において周知である。
【００２３】
　図４には、本発明の実施形態に従った処理４００のフロー図が示される。ここで、処理
４００は、図２Ａに示す制御プロセッサ２０２、又は図２Ｂに示す制御プロセッサ２２２
のような遠隔局の他のコンポーネントと連携した制御プロセッサによって実施されうる。
４０２において、例えば遠隔局１０２（図２Ａ参照）のような遠隔局は、システムを捕捉
する。４０４において、遠隔局１０２は、システムに登録し、４０６において、コール／
セッションを確立する。４０８において、遠隔局１０２は、図６に示すように、キャリア
周波数ｆｌのＨＳ－ＳＣＣＨ　６００ａのように、キャリアｆｌのＨＳ－ＳＣＣＨを受信
し復号する。４１２において、遠隔局１０２は、ＨＳ－ＰＤＳＣＨ　６０４ａ（図６参照
）に含まれたユニキャスト信号のようなユニキャスト信号が、割り当てられたか否かを判
定する。Ｙｅｓであれば、４１４において、ＨＳ－ＰＤＳＣＨ　６０４ａが、キャリア周
波数ｆ２のようなキャリアで復号される。また、４１６において、遠隔局１０２は、アッ
プリンクで基地局へフィードバック情報（例えばＡＣＫ／ＮＡＫ、ＣＱＩ）を送り、キャ
リアｆ１の更なるＨＳ－ＳＣＣＨチャネルを求めてモニタする。４１２の結果がＮｏであ
れば、４０８において、遠隔局１０２は、キャリアｆｌの更なるＨＳ－ＳＣＣＨチャネル
を求めてモニタする。
【００２４】
　図４に戻って示すように、４１０において、遠隔局１０２は、キャリアｆｌのＭＢＭＳ
制御チャネル（ＭＣＣＨ）を受信し復号する。これは、１つの実施形態では、一般に、４
０８で記載した処理と同時に行なわれうる。ＭＣＣＨチャネルは、順方向アクセスチャン
ネル（ＦＡＣＨ）のような適切な伝送チャネル上にマップされうる論理チャネルである。
これは、例えば２次共通制御物理チャネル（Ｓ－ＣＣＰＣＨ）のような適切な物理チャネ
ルへもマップされうる。図６の６１２、あるいは図７の７１６に示すように、Ｓ－ＣＣＰ
ＣＨチャネルは、キャリア周波数ｆ１で搬送されうる。４１８において、遠隔局１０２は
、ＭＢＭＳトラフィックチャネル（ＭＴＣＨ）がフレーム内に含まれるか否かを判定する
。ＭＴＣＨチャネルは、順方向アクセスチャンネル（ＦＡＣＨ）のような適切な伝送チャ
ネルにマップされうる論理チャネルである。これは、例えば２次共通制御物理チャネル（
Ｓ－ＣＣＰＣＨ）のような適切な物理チャネルへもマップされうる。４１８の判定がＹｅ
ｓである場合、ＭＴＣＨは、キャリアで復号される。このキャリアは、例えば図６に例示
するような２つのキャリアスキームにおける同じキャリア周波数ｆ２でありうる。ＭＴＣ
Ｈが復号された後、遠隔局１０２は、４１０で受信され復号される追加のＭＣＣＨチャネ
ルを求めてモニタする。これはまた、４１８において判定が「Ｎｏ」の場合でもある。
【００２５】
　図５及び図６に示すように、本発明の実施形態に従う処理５００のフロー図が示される
。ここでは、処理５００は、例えば送信機３００のように、基地局１０４の他のコンポー
ネントと連携する制御プロセッサ（図３参照）によって実施されうる。ユニキャスト信号
部分に関し、ＨＳ－ＳＣＣＨチャネル６００ａは、２ミリ秒のような適切な持続時間のサ
ブフレームにおいて、キャリアｆｌで送信される。５０４では、ユニキャスト信号を有す
るＨＳ－ＰＤＳＣＨチャネル６０４ａは、５０８におけるスケジューラに従って、｛ｆｎ
・・・｝によって示されるキャリア周波数のセットのうちの１つで送信される。そして、
５０６では、基地局１０４が、６０６によって一般に示されるＨＳ－ＤＰＣＣＨチャネル
によるＣＱＩ情報と６０６ａによって示されるＡＣＫとを受信する。Ｈ―ＰＤＳＣＨ　６
０４ａが、遠隔局によって正しく受信されなかった場合、遠隔局は、アップリンクでＮＡ
Ｋ信号を送るかもしれないし、あるいは信号を送らないかもしれない。そして、ＡＣＫ／
ＮＡＫ及びＣＱＩ情報がスケジューラ５０８に提供される。５１０では、マルチキャスト
信号に関し、ＭＣＣＨチャネルがキャリアｆｌで送信され、５１２では、ＭＣＣＨチャネ
ルに含まれるメッセージに従って、ＨＳ－ＰＤＳＣＨ　６０４ａを送信するために使用さ
れたものと同じキャリアで、マルチキャスト信号を有するＭＴＣＨチャネル６０４ｂが遠
隔局へ送信される。
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【００２６】
　図６に引き続き示すように、２つのキャリア周波数ｆ１，ｆ２が使用されるスキームが
示される。矢印は、様々なチャネル又は信号間の関連を示す。例えば、矢印６０８は、Ｈ
Ｓ－ＰＤＳＣＨ　６０４ａの１つのサブフレームに、ＨＳ－ＳＣＣＨ　６００ａの１つの
サブフレームを関連付けている。ここで、ＨＳ－ＳＣＣＨ　６００ａは、ＨＳ－ＰＤＳＣ
Ｈ　６０４ａが特定の遠隔局に向けられていることを遠隔局が知ることができる情報を含
んでいる。更に、矢印６１０は、「Ａ」６０６ａによって表わされるＡＣＫ信号にＨＳ－
ＰＤＳＣＨ　６０４ａを関連付けている。ここで、特定の遠隔局は、ＨＳ－ＰＤＳＣＨ　
６０４が特定の遠隔局によって正しく受信されたか否かの表示（ＡＣＫ又はＮＡＫ）をア
ップリンクで基地局へ送り戻す。
【００２７】
　図７のように、本発明の別の実施形態が示される。ここでは、複数のキャリア周波数が
、マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号とともに時間で多重化されたユニキャス
ト信号をダウンリンクで送信するために使用される。特に、図示する実施形態では、４つ
の個別のキャリア周波数が使用される。うち１つ（ｆ１）は、残りの３つのキャリア周波
数ｆ２～ｆ４によって搬送されるユニキャスト信号及びマルチキャスト信号又はブロード
キャスト信号に関連する制御情報を搬送するために使用される。この制御情報は、矢印７
１２によってＨＳ－ＰＤＳＣＨ　７０８Ａに関連付けられたＨＳ－ＳＣＣＨ　７００ａを
含む。ＨＳ－ＰＤＳＣＨ　７０８Ａは更に、矢印７１４によって「Ａ」７１０ａに関連付
けられる。図７に示すように、特定の遠隔局は、７０４Ａ～７０４Ｃによって部分的に定
義される共有物理チャネル、共有物理チャネル７０６、及び７０８Ａ，７０８Ｂによって
定義される共有物理チャネルを受信する。これら共有物理チャネルはそれぞれキャリア周
波数ｆ２～ｆ４によって搬送される。特定の遠隔局は、例えばＨＳ－ＰＤＳＣＨ　７０８
Ａのような所定のＨＳ－ＰＤＳＣＨが特定の遠隔局によって正しく受信されたか否かの表
示（ＡＣＫ又はＮＡＫ）、及び例えばＣＱＩ　７１０ｂのような他のチャネル関連情報を
、アップリンクで基地局へ送り戻す。
【００２８】
　本発明の別の局面では、計算機によって実行されると、計算機に動作を実行させる命令
を含む計算機読取可能媒体が開示される。これら動作は、同期制御チャネルと、共有物理
チャネルとを生成することを含む。共有物理チャネルは、ユニキャスト信号を有する第１
の物理共有チャネルと、マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号を有する第２の物
理共有チャネルとを含む。ユニキャスト信号は、マルチキャスト信号又はブロードキャス
ト信号とともに時間で多重化される。前記動作は更に、第１のキャリア周波数の同期制御
チャネルを第１のダウンリンクで、第１のキャリア周波数とは異なる第２のキャリア周波
数の共有物理チャネルを第２のダウンリンクで送信することを含む。１つの実施形態では
、この計算機読取可能媒体は、ＣＤ－ＲＯＭのようなディスクベースのメディアでありう
る。１つの実施形態では、これら命令は、基地局あるいは基地局コントローラ内で実行さ
れうる。
【００２９】
　本発明の別の局面では、無線通信システムのための基地局が開示される。この基地局は
、同期制御チャネルと共有制御チャネルとを生成する手段を含む。共有物理チャネルは、
ユニキャスト信号を有する第１の物理共有チャネルと、マルチキャスト信号又はブロード
キャスト信号を有する第２の物理共有チャネルとを含む。ユニキャスト信号は、マルチキ
ャスト信号又はブロードキャスト信号とともに時間で多重化される。このような生成手段
は、例えば図３に示すような制御プロセッサ３０２を適切に含みうる。この基地局は、第
１のキャリア周波数の同期制御チャネルを第１のダウンリンクで、第１のキャリア周波数
とは異なる第２のキャリア周波数の共有物理チャネルを第２のダウンリンクで送信する手
段を含む。このような送信手段は、例えば図３に示すような送信機３００を適切に含みう
る。
【００３０】
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　また、本発明の別の局面では、無線通信システムのための遠隔局が開示される。この遠
隔局は、第１のキャリア周波数の同期制御チャネルを第１のダウンリンクで、第１のキャ
リア周波数とは異なる第２のキャリア周波数の共有物理チャネルを第２のダウンリンクで
受信する手段を含む。共有物理チャネルは、ユニキャスト信号を有する第１の物理共有チ
ャネルと、マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号を有する第２の物理共有チャネ
ルとを含む。ユニキャスト信号は、マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号ととも
に時間で多重化される。そのような受信手段は、例えば図２Ａに示すような受信機２０４
か、あるいは例えば図２Ｂに示すような第１の受信機２２４及び第２の受信機２２６を含
む複数の受信機を適切に含みうる。遠隔局は、ユニキャスト信号に基づいて、アップリン
クによるアクノレッジメント信号を生成する手段を含む。このような生成手段は、例えば
図２Ａに示すような制御プロセッサ２０２か、あるいは例えば図２Ｂに示すような制御プ
ロセッサ２２２を適切に含みうる。
【００３１】
　また、本発明の別の局面では、無線通信の方法が開示される。この方法は、第１のキャ
リア周波数の同期制御チャネルを第１のダウンリンクで、第１のキャリア周波数とは異な
る第２のキャリア周波数の共有物理チャネルを第２のダウンリンクで受信することを含む
。共有物理チャネルは、ユニキャスト信号を有する第１の物理共有チャネルと、マルチキ
ャスト信号又はブロードキャスト信号を有する第２の物理共有チャネルとを含む。ユニキ
ャスト信号は、マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号とともに時間で多重化され
る。この方法は更に、ユニキャスト信号に基づいて、アップリンクによるアクノレッジメ
ント信号を生成することを含む。
【００３２】
　当該技術における熟練者であれば、これら情報および信号が、種々異なった技術や技法
を用いて表されることを理解するであろう。例えば、上述した記載の全体で引用されてい
るデータ、指示、命令、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、
電磁波、磁場または磁性粒子、光学場または光学微粒子、あるいはこれら何れかの組み合
わせによって表現されうる。
【００３３】
　これら熟練者であれば、更に、ここで開示された実施形態に関連して記載された様々な
説明的論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップが、電子工学ハー
ドウェア、コンピュータソフトウェア、あるいはこれらの組み合わせとして実現されるこ
とを理解するであろう。ハードウェアとソフトウェアとの相互互換性を明確に説明するた
めに、様々に例示された部品、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、それら
の機能に関して一般的に記述された。それら機能がハードウェアとして又はソフトウェア
として実現されているかは、特定のアプリケーション及びシステム全体に課せられている
設計制約に依存する。熟練した技術者であれば、各特定のアプリケーションに応じて変更
した方法で上述した機能を実施しうる。しかしながら、この適用判断は、本発明の範囲か
ら逸脱したものと解釈されるべきではない。
【００３４】
　ここで開示された実施形態に関連して記述された様々の説明的論理ブロック、モジュー
ル、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、アプリケーシ
ョンに固有の集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ
）あるいはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートあるいはトラン
ジスタロジック、ディスクリートハードウェア部品、又は上述された機能を実現するため
に設計された上記何れかの組み合わせを用いて実現又は実行されうる。汎用プロセッサと
してマイクロプロセッサを用いることが可能であるが、代わりに、従来技術によるプロセ
ッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、あるいは状態機器を用いることも可能であ
る。プロセッサは、たとえばＤＳＰとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイク
ロプロセッサ、ＤＳＰコアに接続された１つ以上のマイクロプロセッサ、またはこのよう
な任意の構成である計算デバイスの組み合わせとして実現することも可能である。
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【００３５】
　ここで開示された実施形態に関連して記述された方法やアルゴリズムのステップは、直
接的にハードウェアにより、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによ
り、プロセッサによって実行されるファームウェアにより、あるいはこれらハードウェア
、ソフトウェア又はファームウェアスキームからなる任意の組み合わせによって具体化さ
れる。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、Ｅ
ＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディス
ク、ＣＤ－ＲＯＭ、あるいは当該技術分野で知られているその他の型式の記憶媒体に収納
されうる。好適な記憶媒体は、プロセッサがそこから情報を読み取り、またそこに情報を
書き込むことができるようにプロセッサに結合される。または、記憶媒体はプロセッサに
統合されうる。このプロセッサと記憶媒体は、ＡＳＩＣ内に存在することができる。ＡＳ
ＩＣは、ユーザ端末内に存在することもできる。あるいはこのプロセッサと記憶媒体は、
ユーザ端末内のディスクリート部品として存在しうる。
【００３６】
　開示された実施形態における上述の記載は、当該技術分野におけるいかなる人であって
も、本発明の活用または利用を可能とするように提供される。これらの実施形態への様々
な変形例もまた、当該技術分野における熟練者に対しては明らかであって、ここで定義さ
れた一般的な原理は、本発明の主旨または範囲を逸脱せずに他の実施形態にも適用されう
る。このように、本発明は、ここで示された実施形態に制限されるものではなく、ここで
記載された原理と新規の特徴に一致した最も広い範囲に相当するものを意図している。
［付記］
　（１）無線通信システムのための遠隔局であって、
　第１のキャリア周波数の同期制御チャネルを第１のダウンリンクで、前記第１のキャリ
ア周波数とは異なる第２のキャリア周波数の共有物理チャネルを第２のダウンリンクで受
信する受信機と、前記共有物理チャネルは、ユニキャスト信号を有する第１の物理共有チ
ャネルと、マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号を有する第２の物理共有チャネ
ルとを含み、前記ユニキャスト信号は、前記マルチキャスト信号又は前記ブロードキャス
ト信号とともに時間で多重化され、
　前記ユニキャスト信号に基づいて、アップリンクによるアクノレッジメント信号を生成
する制御プロセッサと、
　を備える遠隔局。
　（２）前記受信機は、前記第１及び第２のキャリア周波数とは異なる第３のキャリア周
波数の共有物理チャネルを第３のダウンリンクで受信し、前記第３のダウンリンクによる
前記共有物理チャネルは、ユニキャスト信号を有する第３の物理共有チャネルと、マルチ
キャスト信号又はブロードキャスト信号を有する第４の物理共有チャネルとを含み、前記
ユニキャスト信号は、前記マルチキャスト信号又は前記ブロードキャスト信号とともに時
間で多重化される上記（１）の遠隔局。
　（３）前記マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号は、直交周波数分割多重信号
である上記（１）の遠隔局。
　（４）前記第１の物理共有チャネルは、高速物理ダウンリンク共有チャネルである上記
（１）の遠隔局。
　（５）無線通信システムのための基地局であって、
　同期制御チャネルと共有物理チャネルとを生成する制御プロセッサと、前記共有物理チ
ャネルは、ユニキャスト信号を有する第１の物理共有チャネルと、マルチキャスト信号又
はブロードキャスト信号を有する第２の物理共有チャネルとを含み、前記ユニキャスト信
号は、前記マルチキャスト信号又は前記ブロードキャスト信号とともに時間で多重化され
、
　第１のキャリア周波数の同期制御チャネルを第１のダウンリンクで、前記第１のキャリ
ア周波数とは異なる第２のキャリア周波数の前記共有物理チャネルを第２のダウンリンク
で送信する送信機と、を備える基地局。
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　（６）前記マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号は、直交周波数分割多重信号
である上記（５）の基地局。
　（７）前記送信機は、複数のキャリア周波数の前記共有物理チャネルを前記第２のダウ
ンリンクで送信するように構成された上記（６）の基地局。
　（８）命令を含む計算機読取可能媒体であって、前記命令は、前記計算機によって実行
されると、前記計算機に、
　同期制御チャネルと共有物理チャネルとを生成すること、前記共有物理チャネルは、ユ
ニキャスト信号を有する第１の物理共有チャネルと、マルチキャスト信号又はブロードキ
ャスト信号を有する第２の物理共有チャネルとを含み、前記ユニキャスト信号は、前記マ
ルチキャスト信号又は前記ブロードキャスト信号とともに時間で多重化される、
　第１のキャリア周波数の前記同期制御チャネルを第１のダウンリンクで、前記第１のキ
ャリア周波数とは異なる第２のキャリア周波数の前記共有物理チャネルを第２のダウンリ
ンクで送信すること、
　を実行させる計算機読取可能媒体。
　（９）無線通信システムのための基地局であって、
　同期制御チャネルと共有物理チャネルとを生成する手段と、前記共有物理チャネルは、
ユニキャスト信号を有する第１の物理共有チャネルと、マルチキャスト信号又はブロード
キャスト信号を有する第２の物理共有チャネルとを含み、前記ユニキャスト信号は、前記
マルチキャスト信号又は前記ブロードキャスト信号とともに時間で多重化され、
　前記第１のキャリア周波数の前記同期制御チャネルを第１のダウンリンクで、前記第１
のキャリア周波数とは異なる第２のキャリア周波数の前記共有物理チャネルを第２のダウ
ンリンクで送信する手段と、
　を備える基地局。
　（１０）前記マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号は、直交周波数分割多重信
号である上記（９）の基地局。
　（１１）前記送信する手段は、複数のキャリア周波数の前記共有物理チャネルを前記第
２のダウンリンクで送信する上記（１０）の基地局。
　（１２）無線通信システムのための遠隔局であって、
　第１のキャリア周波数の同期制御チャネルを第１のダウンリンクで、前記第１のキャリ
ア周波数とは異なる第２のキャリア周波数の共有物理チャネルを第２のダウンリンクで受
信する手段と、前記共有物理チャネルは、ユニキャスト信号を有する第１の物理共有チャ
ネルと、マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号を有する第２の物理共有チャネル
とを含み、前記ユニキャスト信号は、前記マルチキャスト信号又は前記ブロードキャスト
信号とともに時間で多重化され、
　前記ユニキャスト信号に基づいて、アップリンクによるアクノレッジメント信号を生成
する手段と、を備える遠隔局。
　（１３）前記マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号は、直交周波数分割多重信
号である上記（１２）の遠隔局。
　（１４）前記第１の物理共有チャネルは、高速物理ダウンリンク共有チャネルである上
記（１２）の遠隔局。
　（１５）無線通信システムのための遠隔局であって、
　第１の受信機と、前記第１の受信機と並列な第２の受信機とを含む複数の受信機と、
　第１のキャリア周波数の同期制御チャネルを第１のダウンリンクで受信する前記第１の
受信機と、
　前記第１のキャリア周波数とは異なる第２のキャリア周波数の共有物理チャネルを第２
のダウンリンクで受信する前記第２の受信機と、前記共有物理チャネルは、前記ユニキャ
スト信号を有する第１の物理共有チャネルと、マルチキャスト信号又はブロードキャスト
信号を有する第２の物理共有チャネルとを含み、前記ユニキャスト信号は、前記マルチキ
ャスト信号又は前記ブロードキャスト信号とともに時間で多重化され、
　前記ユニキャスト信号に基づいて、アップリンクによるアクノレッジメント信号を生成
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する制御プロセッサと、を備える遠隔局。
　（１６）前記マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号は、直交周波数分割多重信
号である上記（１５）の遠隔局。
　（１７）前記第１の物理共有チャネルは、高速物理ダウンリンク共有チャネルである上
記（１５）の遠隔局。
　（１８）無線通信の方法であって、
　第１のキャリア周波数の同期制御チャネルを第１のダウンリンクで、前記第１のキャリ
ア周波数とは異なる第２のキャリア周波数の共有物理チャネルを第２のダウンリンクで受
信すること、前記共有物理チャネルは、ユニキャスト信号を有する第１の物理共有チャネ
ルと、マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号を有する第２の物理共有チャネルと
を含み、前記ユニキャスト信号は、前記マルチキャスト信号又は前記ブロードキャスト信
号とともに時間で多重化される、
　前記ユニキャスト信号に基づいて、アップリンクによるアクノレッジメント信号を生成
すること、
　を含む方法。
　（１９）前記第１及び第２のキャリア周波数とは異なる第３のキャリア周波数の共有物
理チャネルを第３のダウンリンクで受信することをさらに含み、
　前記第３のダウンリンクによる前記共有物理チャネルは、ユニキャスト信号を有する第
３の物理共有チャネルと、マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号を有する第４の
物理共有チャネルとを含み、前記ユニキャスト信号は、前記マルチキャスト信号又は前記
ブロードキャスト信号とともに時間で多重化される上記（１８）の方法。
　（２０）前記マルチキャスト信号又はブロードキャスト信号は、直交周波数分割多重信
号である上記（１９）の方法。

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図５】 【図６】
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