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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プリアンブル部とＬ１／Ｌ２制御メッセージ部とを含むランダムアクセスチャネルを生
成するランダムアクセスチャネル生成手段；
　各ユーザに対して、衝突許容型チャネルに割り当てられた周波数帯域の中で、連続的な
周波数割り当ておよび非連続的なくしの歯状の周波数割り当てのうちの一方を行う割り当
て手段；
　前記割り当てに応じて、可変のマルチ帯域幅で、前記プリアンブル部と、前記Ｌ１／Ｌ
２制御メッセージ部とを時間的に連続して１バーストとして、前記ランダムアクセスチャ
ネルを送信する送信手段；
　を備えることを特徴とする送信装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の送信装置において：
　前記プリアンブル部は、上りリンクの送信タイミング制御を行うための受信タイミング
測定、マルチ帯域幅のシステムにおけるキャリア周波数の同定およびＬ１／Ｌ２制御メッ
セージ部の復調を行うためのチャネル推定のうち少なくとも１つに使用されることを特徴
とする送信装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の送信装置において：
　前記Ｌ１／Ｌ２制御メッセージ部には、リンクを確立するための制御情報、後続する共
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有データチャネルにおいてデータを送信するために必要な予約情報が格納されることを特
徴とする送信装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか１項に記載の送信装置において：
　前記割り当て手段は、連続的な周波数割り当てを行う場合に、割り当て帯域を複数の連
続した帯域に分割した分割割り当て帯域のうちの中から任意の分割割り当て帯域を割り当
てることを特徴とする送信装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の送信装置において：
　前記割り当て手段は、送信ブロック毎に、異なる分割割り当て帯域を割り当てることを
特徴とする送信装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の送信装置において：
　前記割り当て手段は、非連続的なくしの歯状の周波数割り当てを行う場合に、割り当て
帯域を複数のくしの歯状の帯域に分割した分割割り当て帯域のうち、任意の分割割り当て
帯域を割り当てることを特徴とする送信装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の送信装置において：
　前記割り当て手段は、送信ブロック毎に、異なる分割割り当て帯域を割り当てることを
特徴とする送信装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の送信装置において：
　前記プリアンブル部とＬ１／Ｌ２制御メッセージ部の送信電力比を制御する送信電力制
御手段；
　を備えることを特徴とする送信装置。
【請求項９】
　請求項１に記載の送信装置において：
　受信状態に基づいて、前記ランダムアクセスチャネルを拡散する拡散率および送信帯域
幅のうち少なくとも一方を制御する送信制御手段；
　を備えることを特徴とする送信装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の送信装置において：
　前記拡散率および前記送信帯域幅のうち少なくとも一方に基づいて、ランダムアクセス
チャネルのバースト長を変更するバースト長制御手段；
　を備えることを特徴とする送信装置。
【請求項１１】
　請求項１に記載の送信装置において：
　前記ランダムアクセスチャネル生成手段は、ハンドオーバが行われる場合に、ハンドオ
ーバ先のセルにおいて、ランダムアクセスチャネルを生成することを特徴とする送信装置
。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の送信装置において：
　前記ランダムアクセスチャネル生成手段は、ランダムアクセス用のユーザＩＤを使用し
て、ランダムアクセスチャネルを生成することを特徴とする送信装置。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の送信装置において：
　前記ランダムアクセスチャネル生成手段は、ハンドオーバ先基地局から、ハンドオーバ
元基地局を介して通知されたユーザＩＤを使用して、ランダムアクセスチャネルを生成す
ることを特徴とする送信装置。
【請求項１４】
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　移動局からプリアンブル部とＬ１／Ｌ２制御メッセージ部とを含むランダムアクセスチ
ャネルを受信する受信手段；
　前記受信部により受信されたランダムアクセスチャネルから、コード数と周波数バンド
との積に基づいて、プリアンブル部およびＬ１／Ｌ２制御メッセージ部の検出を行う検出
処理手段；
　を備え、
　前記移動局によりランダムアクセスチャネルを送信するための周波数帯域幅が選択され
、複数のコードから選択されたコードにより、前記プリアンブル部と、前記Ｌ１／Ｌ２制
御メッセージ部とが時間的に連続して１バーストとして、前記ランダムアクセスチャネル
が送信されることを特徴とする受信装置。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の受信装置において：
　ランダムアクセスのために割り当てを行った中心周波数の制御を行う制御手段；
　を備え、
　前記検出処理手段は、前記中心周波数に基づいて、前記ランダムアクセスチャネルから
プリアンブル部およびＬ１／Ｌ２制御メッセージ部の検出を行うことを特徴とする受信装
置。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の受信装置において：
　前記制御手段は、ランダムアクセスのために割り当てを行ったホッピングパターンの制
御を行い、
　前記検出処理手段は、前記ホッピングパターンに基づいて、前記ランダムアクセスチャ
ネルからプリアンブル部およびＬ１／Ｌ２制御メッセージ部の検出を行うことを特徴とす
る受信装置。
【請求項１７】
　プリアンブル部とＬ１／Ｌ２制御メッセージ部とを含むランダムアクセスチャネルを生
成するランダムアクセスチャネル生成ステップ；
　各ユーザに対して、衝突許容型チャネルに割り当てられた周波数帯域の中で、連続的な
周波数割り当ておよび非連続的なくしの歯状の周波数割り当てのうちの一方を行う割り当
てステップ；
　前記割り当てに応じて、可変のマルチ帯域幅で、前記プリアンブル部と、前記Ｌ１／Ｌ
２制御メッセージ部とを時間的に連続して１バーストとして、前記ランダムアクセスチャ
ネルを送信する送信ステップ；
　を有することを特徴とするランダムアクセス制御方法。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のランダムアクセス制御方法において：
　前記プリアンブル部により、上りリンクの送信タイミング制御を行うための受信タイミ
ング測定、マルチ帯域幅のシステムにおけるキャリア周波数の同定およびＬ１／Ｌ２制御
メッセージ部の復調を行うためのチャネル推定のうち少なくとも１つを行うステップ；
　を有することを特徴とするランダムアクセス制御方法。
【請求項１９】
　請求項１７または１８に記載のランダムアクセス制御方法において：
　前記Ｌ１／Ｌ２制御メッセージ部に、リンクを確立するための制御情報、後続する共有
データチャネルにおいてデータを送信するために必要な予約情報を格納するステップ；
　を有することを特徴とするランダムアクセス制御方法。
【請求項２０】
　請求項１７ないし１９のいずれか１項に記載のランダムアクセス制御方法において：
　前記割り当てステップは、連続的な周波数割り当てを行う場合に、割り当て帯域を複数
の連続した帯域に分割した分割割り当て帯域のうちの中から任意の分割割り当て帯域を割
り当てることを特徴とするランダムアクセス制御方法。
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【請求項２１】
　請求項１７に記載のランダムアクセス制御方法において：
　前記割り当てステップは、非連続的なくしの歯状の周波数割り当てを行う場合に、割り
当て帯域を複数のくしの歯状の帯域に分割した、分割割り当て帯域のうち、任意の分割割
り当て帯域を割り当てることを特徴とするランダムアクセス制御方法。
【請求項２２】
　請求項１７に記載のランダムアクセス制御方法において：
　前記プリアンブル部とＬ１／Ｌ２制御メッセージ部の送信電力比を制御する送信電力制
御ステップ；
　を有することを特徴とするランダムアクセス制御方法。
【請求項２３】
　請求項１７に記載のランダムアクセス制御方法において：
　受信状態に基づいて、前記ランダムアクセスチャネルを拡散する拡散率および送信帯域
幅のうち少なくとも一方を制御する送信制御ステップ；
　を有することを特徴とするランダムアクセス制御方法。
【請求項２４】
　請求項１７に記載のランダムアクセス制御方法において：
　前記拡散率および前記送信帯域幅のうち少なくとも一方に基づいて、ランダムアクセス
チャネルのバースト長を変更するバースト長制御ステップ；
　を有することを特徴とするランダムアクセス制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、送信装置および受信装置並びにランダムアクセス制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｗ－ＣＤＭＡやＨＳＤＰＡの後継として、Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）
と呼ばれる通信方式が検討されている。Ｅ－ＵＴＲＡは、複数の帯域幅を拡張可能にサポ
ートする無線アクセス方式であり、既存の３Ｇ方式との親和性を確保しつつ、１．２５Ｍ
Ｈｚから最大２０ＭＨｚまでの帯域幅に対応するものである。
【０００３】
　既存のＷ－ＣＤＭＡでは、同一システム内において、衝突許容チャネルの１つであり、
上りリンクにおける初期接続の確立に用いられるランダムアクセスチャネル用プリアンブ
ルは、コード多重、時間多重の組み合わせにより送信されていた。
【０００４】
　例えば、図１Ａに示すように、コード多重によりユーザが多重される場合には、端末は
、複数用意されたシグネチャ（コード）の中から任意のシグネチャを選択できる。
【０００５】
　また、例えば、図１Ｂに示すように、時間多重によりユーザが多重される場合には、端
末は、複数用意されたアクセススロットの中から任意のアクセススロットを選択できる。
【０００６】
　なお、Ｗ－ＣＤＭＡのランダムアクセスについては、非特許文献１に記載されている。
【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．１３
０～１３４
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　これに対し、Ｅ－ＵＴＲＡに対応するシステムでは、同一システム内に複数の帯域幅が
定義されており、基地局あるいは事業者によって異なる帯域幅がサポートされる。すなわ
ち各事業者が展開するシステム（場合によっては同一事業者のシステム内のセル）によっ
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て使用する帯域幅が異なるという状態が生じる。このような状況で、全ての移動端末が、
異なる帯域幅の任意の基地局に接続する必要がある。
【０００８】
　また、Ｅ－ＵＴＲＡに対応するシステムでは、上りリンクの無線アクセス方式として、
シングルキャリアＬｏｃａｌｉｚｅｄ／Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＦＤＭＡ無線アクセス
方式が検討されている。
【０００９】
　そこで、本発明は、上述した問題を解決するためになされたものであり、複数の帯域幅
を有するユーザをサポートすることができる送信装置および受信装置並びにランダムアク
セス制御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するため、本発明の送信装置は、プリアンブル部とＬ１／Ｌ２制御メッ
セージ部とを含むランダムアクセスチャネルを生成するランダムアクセスチャネル生成手
段と、各ユーザに対して、衝突許容型チャネルに割り当てられた周波数帯域の中で、連続
的な周波数割り当ておよび非連続的なくしの歯状の周波数割り当てのうちの一方を行う割
り当て手段と、前記割り当てに応じて、可変のマルチ帯域幅で前記プリアンブル部と、前
記Ｌ１／Ｌ２制御メッセージ部とを時間的に連続して１バーストとして、前記ランダムア
クセスチャネルを送信する送信手段とを備えることを特徴の１つとする。
【００１１】
　このように構成することにより、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ　ＦＤＭＡまたは／およびＤｉｓ
ｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＦＤＭＡにより、ランダムアクセスチャネルを送信することができる
。
【００１２】
　また、本発明にかかる受信装置は、移動局からプリアンブル部とＬ１／Ｌ２制御メッセ
ージ部とを含むランダムアクセスチャネルを受信する受信手段と、前記受信部により受信
されたランダムアクセスチャネルから、コード数と周波数バンドとの積に基づいて、プリ
アンブル部およびＬ１／Ｌ２制御メッセージ部の検出を行う検出処理手段とを備え、前記
移動局によりランダムアクセスチャネルを送信するための周波数帯域幅が選択され、複数
のコードから選択されたコードにより、前記プリアンブル部と、前記Ｌ１／Ｌ２制御メッ
セージ部とが時間的に連続して１バーストとして、該ランダムアクセスチャネルが送信さ
れることを特徴の１つとする。
【００１３】
　このように構成することにより、プリアンブル部およびＬ１／Ｌ２制御メッセージ部に
より構成されるランダムアクセスチャネルを検出できる。
【００１４】
　また、本発明にかかるランダムアクセス制御方法は、プリアンブル部とＬ１／Ｌ２制御
メッセージ部とを含むランダムアクセスチャネルを生成するランダムアクセスチャネル生
成ステップと、各ユーザに対して、衝突許容型チャネルに割り当てられた周波数帯域の中
で、連続的な周波数割り当ておよび非連続的なくしの歯状の周波数割り当てのうちの一方
を行う割り当てステップと、前記割り当てに応じて、可変のマルチ帯域幅で、前記プリア
ンブル部と、前記Ｌ１／Ｌ２制御メッセージ部とを時間的に連続して１バーストとして、
前記ランダムアクセスチャネルを送信する送信ステップとを有することを特徴の１つとす
る。

【００１５】
　このように構成することにより、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ　ＦＤＭＡまたは／およびＤｉｓ
ｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＦＤＭＡにより、ランダムアクセスチャネルを送信することができる
。
【発明の効果】
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【００１６】
　本発明の実施例によれば、複数の帯域幅を有するユーザをサポートすることができる送
信装置および受信装置並びにランダムアクセス制御方法を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　次に、本発明を実施するための最良の形態を、以下の実施例に基づき図面を参照しつつ
説明する。
なお、実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を用い、
繰り返しの説明は省略する。
【００１８】
　本発明の実施例にかかる無線通信システムは、移動局と基地局とを備える。
【００１９】
　本実施例にかかる無線通信システムには、上りリンクシングルキャリアＬｏｃａｌｉｚ
ｅｄ／Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＦＤＭＡ無線アクセス方式が適用される。移動局は、ラ
ンダムアクセスを行う際に、プリアンブル部とＬ１／Ｌ２制御メッセージから構成される
ランダムアクセスチャネルを送信する。
【００２０】
　次に、本発明の実施例にかかる送信装置１００について、図２を参照して説明する。
【００２１】
　本実施例にかかる送信装置１００は、例えば移動局に備えられ、上りリンクシングルキ
ャリアＬｏｃａｌｉｚｅｄ／Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＦＤＭＡ無線アクセスにおいて、
ランダムアクセスを行う際に、プリアンブル部とＬ１／Ｌ２制御メッセージから構成され
るランダムアクセスチャネルを用いる。
【００２２】
　送信装置１００は、送信データが入力されるＤ／Ａコンバータ１０２と、Ｄ／Ａコンバ
ータ１０２の出力信号が入力されるＩＦフィルタ１０４と、ＩＦフィルタ１０４の出力信
号が入力されるアップコンバータ１０６と、アップコンバータ１０６の出力信号が入力さ
れるＲＦフィルタ１０８と、ＲＦフィルタ１０８の出力信号が入力される送信電力増幅器
（Ｐｏｗｅｒ　Ａｍｐｌｉｆｉｅｒ：　ＰＡ）１１０と、ランダムアクセスチャネル生成
手段としての衝突許容チャネル生成部１１２と、衝突許容チャネル生成部１１２の出力信
号が入力される乗算部１１４と、乗算部１１４の出力信号が入力される帯域制限フィルタ
１１６と、衝突許容チャネル生成部１１２と帯域制限フィルタ１１６とＰＡ１１０とを制
御する割り当て手段、送信電力制御手段、送信制御手段およびバースト長制御手段として
の制御部１２０と、乗算部１１４にランダムアクセスチャネルに用いる拡散率を変更する
送信制御手段としての拡散率制御部１１８とを備える。
【００２３】
　ベースバンド処理されたランダムアクセスチャネルは、ＩＦ部のＤ／Ａコンバータ１０
２に入力され、ＩＦフィルタ１０４を通過する。ＩＦフィルタ１０４の出力は、ＲＦ部の
アップコンバータ１０６に入力され、設定された上りリンク送信周波数帯に応じたＲＦ周
波数に変換される。なお、この機能の一部はベースバンド部で行なってもよい。ＲＦ変換
された信号は、ＲＦフィルタ１０８を通過する。
【００２４】
　ＲＦフィルタ１０８の出力はＰＡ１１０で増幅される。一般には、下りリンクのパイロ
ットチャネルの受信電力に基づいて、ランダムアクセスチャネルの送信電力を決定するオ
ープンループ型の送信電力制御が行われる。増幅された送信信号は、送信アンテナから送
信される。
【００２５】
　衝突許容チャネル生成部１１２は、衝突許容チャネル、例えばランダムアクセスチャネ
ル（ＲＡＣＨ）を生成し、乗算部１１４に入力する。本実施例にかかる送信装置１００が
送信するランダムアクセスチャネルは、図３に示すように、プリアンブル部とＬ１／Ｌ２
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制御メッセージ部から構成される。このランダムアクセスの構成において、プリアンブル
部とＬ１／Ｌ２制御メッセージ部は時間的に連続して１バーストとして送信される。
【００２６】
　このように、プリアンブル部とＬ１／Ｌ２制御メッセージ部とを時間的に連続して、す
なわちプリアンブル部にＬ１／Ｌ２制御メッセージを付加して送信することにより、上り
リンクのリンク確立に必要な遅延時間を低減できる。その結果、ランダムアクセスチャネ
ルに後続する共有データチャネル（Ｓｈａｒｅｄ　ｄａｔａ　ｃｈａｎｎｅｌ）における
、トラヒックデータの送信に必要な遅延時間も低減できる。
【００２７】
　ランダムアクセスチャネルにおけるプリアンブル部は、上りリンクのリンクを最初に確
立するために用いられ、複数のランダムアクセスチャネルを識別・検出するためのシグネ
チャを含む。
【００２８】
　プリアンブル部により、受信装置（基地局）は、上りリンクの送信タイミング制御を行
うための受信タイミング測定、マルチ帯域幅のシステムにおけるキャリア周波数の同定を
行う。また、プリアンブル部は、Ｌ１／Ｌ２制御メッセージ部の復調を行うためのチャネ
ル推定を行うための参照シンボルの役割を有する。
【００２９】
　異なる上りリンクのユーザ間の信号が、普通は基地局と移動局の位置により、複数の移
動局が同時に電波を送信しても、基地局で受信される場合にはそれらの受信信号のタイミ
ングはずれてしまう。しかし、シングルキャリアＬｏｃａｌｉｚｅｄ／Ｄｉｓｔｒｉｂｕ
ｔｅｄ　ＦＤＭＡでは、Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ以内の受信タイミング誤差で受信さ
れるように送信タイミング制御を行う。このようにすることにより、同一サブフレーム内
のユーザ間の信号の周波数領域での直交性が実現される。
【００３０】
　また、パケットスケジューリングを行って時間領域での直交した無線リソースの割り当
てを行うためにも、送信タイミング制御が必要である。
【００３１】
　そこで、上りリンクで最初に送信されるランダムアクセスチャネルを利用して、基地局
は、受信タイミング測定を行うことにより、送信タイミング制御を行う。
【００３２】
　また、マルチ帯域幅のシステムにおいて、移動局は、複数用意された周波数帯域の中か
ら任意の周波数帯域を選択してランダムアクセスをすることができる。その際に、移動局
が選択したキャリア周波数の同定を行う。例えば、図４に示すように、各移動局はランダ
ムに周波数帯域を選択する。図４では、システム帯域幅２０ＭＨｚの一部の帯域が、ラン
ダムアクセスに割り当てられる。各移動局はランダムアクセスに割り当てられた帯域の中
において１．２５ＭＨｚの分解能で与えられているキャリア周波数をランダムに選択し、
１．２５ＭＨｚまたは５ＭＨｚの送信帯域幅を用いたランダムアクセスを行う様子を示し
ている。
【００３３】
　ランダムアクセスチャネルにおけるＬ１／Ｌ２制御メッセージ部には、リンクを確立す
るための制御情報、後続する共有データチャネルにおいてデータを送信するために必要な
予約情報が格納される。本実施例にかかる送信装置１００は、ランダムアクセスチャネル
により、上りリンクのリンク確立のための必要最小限の情報を送信し、後続する共有デー
タチャネルにより、トラヒックデータおよび上位レイヤの制御情報を送信する。
【００３４】
　リンクを確立するための制御情報には、ユーザＩＤ、例えば移動局におけるランダムア
クセス用のテンポラリのユーザＩＤが含まれる。共有データチャネルにおいてデータを送
信するために必要な予約情報には、データサイズ、データのＱｏＳ、例えば所要誤り率、
許容遅延、特殊な呼（緊急呼）であることを示す情報など、移動局の能力（ＵＥ　ｃａｐ
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ａｂｉｌｉｔｙ）、例えば送信可能な帯域幅、送信可能な最大送信電力、送信アンテナ数
を示す情報が含まれる。
【００３５】
　乗算部１１４は、拡散率制御部１１８において決定された拡散符号で広帯域の信号に拡
散し、帯域制限フィルタ１１６に入力する。
【００３６】
　拡散制御部１１８は入力された受信状態を示す情報、すなわち移動局の平均的な受信状
態に応じて、ランダムアクセスチャネルに用いる拡散率を変更する。
【００３７】
　従来は、移動局は、下りリンクの共通パイロットチャネルの受信電力を測定し、平均的
な受信状態に基づいて、オープンループの送信電力制御を行う。例えば、受信状態が良け
れば、例えば基地局に近ければ送信電力を下げる、悪ければ、例えば基地局から遠ければ
送信電力を上げる。しかし、送信電力の制御だけでは、最大送信電力の制限があり、基地
局で所定の品質を保つことができない場合がある。そこで、ランダムアクセスチャネルに
おいて、送信電力だけでなく拡散率を同時に変更する。
【００３８】
　拡散率制御部１１８は、ランダムアクセスチャネルに対して予め定義された複数の拡散
率の中から、受信状態に基づいて、拡散率を選択する。例えば、拡散率制御部１１８は、
受信状態が悪い場合には大きな拡散率を選択し、受信状態が良い場合には小さな拡散率を
選択する。すなわち、拡散率制御部１１８は可変拡散率制御を行う。拡散率制御部１１８
は、プリアンブル部、Ｌ１／Ｌ２制御メッセージ部の少なくとも一方について、拡散率の
制御を行う。
【００３９】
　また、拡散率制御部１１８は、選択した拡散率を示す情報を、制御部１２０に入力する
。
【００４０】
　制御部１２０は、図５に示すように、プリアンブル部およびＬ１／Ｌ２制御メッセージ
に対して、ランダムアクセスチャネル用に割り当てられた帯域の中に複数の予め用意され
た連続の周波数バンドの中から任意の連続の周波数バンドを選択する（Ｌｏｃａｌｉｚｅ
ｄ　ＦＤＭＡ）（組み合わせ１）。例えば、制御部１２０は、割り当て帯域を複数の連続
した帯域に分割した、分割割り当て帯域を選択する。例えば、制御部１２０は、図６Ａに
示すように割り当て帯域が５ＭＨｚである場合には、該割り当て帯域を４分割した１．２
５ＭＨｚを分割割り当て帯域として選択する。また、制御部１２０は、割り当て帯域が２
．５ＭＨｚである場合には、該割り当て帯域を２分割した１．２５ＭＨｚを分割割り当て
帯域として選択する。
【００４１】
　また、制御部１２０は、プリアンブル部に対して、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ　ＦＤＭＡ方式
により割り当てる周波数バンドを選択し、Ｌ１／Ｌ２制御メッセージ部に対して複数の予
め用意されたくしの歯状の周波数バンドの中から、任意のくしの歯状の周波数バンドを選
択するようにしてもよい（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＦＤＭＡ）（組み合わせ２）。例え
ば、制御部１２０は、Ｌ１／Ｌ２制御メッセージ部に対して、割り当て帯域を複数のくし
の歯状の帯域に分割した、分割割り当て帯域を選択する。例えば、制御部１２０は、図６
Ｂに示すように割り当て帯域幅が５ＭＨｚである場合に、例えば５ＭＨｚの中に４つのく
しの歯状の帯域を用意し、いずれかのくしの歯状の帯域を選択する。その結果、割り当て
帯域幅にわたって、１．２５ＭＨｚ毎に使用する周波数が現れるくしの歯状の周波数帯域
が割り当てられる。
【００４２】
　このようにプリアンブル部に対してＬｏｃａｌｉｚｅｄ　ＦＤＭＡ方式により割り当て
る周波数バンドを選択すると、くしの歯状の周波数帯域の割り当てを行った場合と異なり
、受信装置における相関検出において受信タイミングの誤検出の原因となるサイドローブ
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が出ないため、検出精度を向上させることができる。また、Ｌ１／Ｌ２制御メッセージ部
にランダムアクセスチャネル用に割り当てられた帯域全体にまたがる、くしの歯状の周波
数帯域による伝送を行うことにより、周波数ダイバーシチ効果による、Ｌ１／Ｌ２制御メ
ッセージ部の高品質な信号伝送が可能となる。
【００４３】
　また、制御部１２０は、プリアンブル部に対して、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＦＤＭＡ
方式により割り当てるくしの歯状の周波数帯域を選択し、Ｌ１／Ｌ２制御メッセージ部に
対してＬｏｃａｌｉｚｅｄ　ＦＤＭＡ方式により割り当てる周波数バンドを選択するよう
にしてもよい（組み合わせ３）。
【００４４】
　また、制御部１２０は、プリアンブル部およびＬ１／Ｌ２制御メッセージ部に対して、
Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＦＤＭＡ方式により割り当てるくしの歯状の周波数帯域を選択
するようにしてもよい（組み合わせ４）。
【００４５】
　また、制御部１２０は、プリアンブル部およびＬ１／Ｌ２制御メッセージ部に対して、
Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ　ＦＤＭＡ方式とＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＦＤＭＡ方式とを組み合
わせて、割り当てる周波数バンドおよびくしの歯状の周波数帯域を選択するようにしても
よいし、また、両方式と、コード多重、時間多重（アクセススロット）との併用も可能で
ある。
【００４６】
　また、制御部１２０は、複数の時間領域で区切られた送信ブロックを用いてランダムア
クセスチャネルを送信する場合、上述したＬｏｃａｌｉｚｅｄ　ＦＤＭＡ方式と周波数ホ
ッピングとを組み合わせ、割り当てる周波数バンドを選択するようにしてもよい。この場
合、制御部１２０は、図７に示すように、予め基地局において決定され、下りリンクの制
御チャネルで通知された周波数ホッピングパターンの中から任意のパターンを選択する。
この場合、制御部１２０は、送信ブロック毎に、割り当てる周波数バンドを決まったパタ
ーンで変更する。このようにすることにより、周波数ダイバーシチ効果を増大させること
ができる。またこの場合、コード多重、時間多重（アクセススロット）との併用も可能で
ある。
【００４７】
　また、制御部１２０は、複数の時間領域で区切られた送信ブロックを用いて、ランダム
アクセスチャネルを送信する場合、上述したＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＦＤＭＡと周波数
ホッピングとを組み合わせ、割り当てるくしの歯状の周波数帯域を選択するようにしても
よい。この場合、制御部１２０は、図８に示すように、送信ブロック毎に、くしの歯状の
周波数帯域を予め決められたパターンで変更する。例えば、予め複数用意された周波数ホ
ッピングパターンの中から、任意のパターンを選択する。またこの場合、コード多重、時
間多重（アクセススロット）を併用するようにしてもよい。
【００４８】
　周波数ホッピングが適用される場合には、ホッピングのパターンをシグネチャの一部と
することができ、複数のランダムアクセスチャネルを識別するために用いることができる
。
【００４９】
　また、周波数ホッピングとコード多重とを適用した場合には、ホッピングパターンの数
とコード数との積がシグネチャの数となり、最大でそのシグネチャの数のランダムアクセ
スを識別可能となる。
【００５０】
　また、制御部１２０は、複数の時間領域で区切られた送信ブロックを用いて、ランダム
アクセスチャネルを送信する場合、上述したＬｏｃａｌｉｚｅｄ　ＦＤＭＡ方式により、
常に同じ周波数バンドを選択するようにしてもよい。この場合、図９に示すように、送信
ブロック毎に、常に同じ周波数バンドで送信する。例えば、制御部１２０は、複数用意さ
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れた周波数バンドの中から任意の周波数バンドを選択する。このようにすることにより、
常に同じ周波数バンドの中のチャネル推定だけを行えばよいため、チャネル推定精度を改
善できる。また、送信するキャリア周波数が限定され、送信ブロック毎のキャリア周波数
の変更を行う必要がないため、受信装置の構成を簡単化できる。またこの場合、コード多
重、時間多重（アクセススロット）との併用も可能である。
【００５１】
　また、制御部１２０は、複数の時間領域で区切られた送信ブロックを用いて、ランダム
アクセスチャネルを送信する場合、上述したＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＦＤＭＡ方式によ
り、常に同じくしの歯状の周波数帯域を選択するようにしてもよい。この場合、図１０に
示すように、送信ブロック毎に、常に同じくしの歯状の周波数帯域で送信する。例えば、
予め複数用意されたくしの歯状の周波数帯域の中から、任意のくしの歯状の周波数帯域を
選択する。このようにすることにより、送信キャリア周波数が限定され、送信ブロック毎
のキャリア周波数の変更を行う必要がないため、受信装置の構成を簡単化できる。またこ
の場合、コード多重、時間多重（アクセススロット）との併用も可能である。
【００５２】
　また、移動局の平均的な受信状態に応じて、ランダムアクセスチャネルに用いる送信電
力と拡散率とが変更される場合に、制御部１２０は、ランダムアクセスチャネルのバース
ト長を変更するようにしてもよい。
【００５３】
　同一のバースト長を用いたまま拡散率の大きさを大きくすると、実現できるデータレー
トが減少し、Ｌ１／Ｌ２制御メッセージ部で伝送できる制御ビット数が減少するため、所
定の制御ビット数を送信することができなくなる。
【００５４】
　そこで、上述した可変拡散率制御の方法に併せて、ランダムアクセスチャネルのバース
ト長を変更する。
【００５５】
　制御部１２０は、入力された拡散率を示す情報に基づいて、ランダムアクセスチャネル
におけるＬ１／Ｌ２制御メッセージ部長を制御する。例えば、制御部１２０は、拡散率が
大きい場合にはＬ１／Ｌ２制御メッセージ部長を長くし、拡散率が小さい場合にはＬ１／
Ｌ２制御メッセージ部長を短くする制御を行う。この場合、拡散率と、Ｌ１／Ｌ２制御メ
ッセージ部長との対応関係を予め決定しておくことにより、受信装置での処理を簡単にす
ることができる。
【００５６】
　また、制御部１２０は、拡散率に応じて、Ｌ１／Ｌ２制御メッセージ部の長さに加え、
プリンアンブル部の長さも可変にするようにしてもよい。
【００５７】
　また、制御部１２０は、移動局の平均的な受信状態に応じて、ランダムアクセスチャネ
ルに用いる送信帯域幅を変更するようにしてもよい。その結果、移動局の平均的な受信状
態に応じて、ランダムアクセスチャネルに用いる送信電力と送信帯域幅とが変更される。
【００５８】
　制御部１２０は、 ランダムアクセスチャネルに対して予め定義された複数の送信帯域
幅の中から、受信状態に基づいて、送信帯域幅を選択する。例えば、制御部１２０は、受
信状態が悪い場合には小さな送信帯域幅を選択し、受信状態が良い場合には大きな送信帯
域幅を選択する。
【００５９】
　このように受信状態が悪い場合でも、送信帯域幅を小さくし、送信電力をその帯域に集
中させることにより、基地局での受信品質を向上させ、所定の通信品質を満たすことがで
きる。
【００６０】
　また、移動局の平均的な受信状態に応じて、ランダムアクセスチャネルに用いる送信電
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力と送信帯域幅を変更する場合に、制御部１２０は、ランダムアクセスチャネルのバース
ト長を変更するようにしてもよい。
【００６１】
　同一のバースト長を用いたまま送信帯域幅を小さくすると、実現できるデータレートが
減少し、Ｌ１／Ｌ２制御メッセージ部で伝送できる制御ビット数が減少し、所定の制御ビ
ット数を送信することができなくなる。
【００６２】
　そこで、上述した送信帯域幅の制御に併せて、ランダムアクセスチャネルのバースト長
を変更する。
【００６３】
　制御部１２０は、選択された送信帯域幅に基づいて、ランダムアクセスチャネルにおけ
るＬ１／Ｌ２制御メッセージ部長を制御する。例えば、制御部１２０は、送信帯域幅が小
さい場合にはＬ１／Ｌ２制御メッセージ部長を長くし、送信帯域幅が大きい場合にはＬ１
／Ｌ２制御メッセージ部長を短くする制御を行う。この場合、送信帯域幅と、Ｌ１／Ｌ２
制御メッセージ部長との対応関係を予め決定しておくことにより、受信装置での処理を簡
単にすることができる。
【００６４】
　また、制御部１２０は、送信帯域幅に応じて、Ｌ１／Ｌ２制御メッセージ部の長さに加
え、プリンアンブル部の長さも可変にするようにしてもよい。
【００６５】
　また、移動局の平均的な受信状態に応じて、ランダムアクセスチャネルに用いる送信電
力と拡散率と送信帯域幅とを変更するようにしてもよい。
【００６６】
　また、制御部１２０は、ランダムアクセスチャネルに用いる送信電力を制御する場合に
、プリアンブル部と、Ｌ１／Ｌ２制御メッセージ部の送信電力比を可変に制御するように
してもよい。例えば、制御部１２０は、図１１に示すように、プリアンブル部の所要の検
出精度とＬ１／Ｌ２制御メッセージ部の所要の検出・復調精度に応じて、最適に送信電力
比を設定する。このようにすることにより、不要な電力の放出によるランダムアクセスチ
ャネル同士のマルチアクセス干渉、また周辺セルへ与える干渉を低減できる。
【００６７】
　ランダムアクセスチャネルにおけるプリアンブル部と、Ｌ１／Ｌ２制御メッセージ部の
送信電力比は、例えば基地局からの制御情報により通知される。
【００６８】
　次に、本発明の実施例にかかる受信装置２００について、図１２を参照して説明する。
【００６９】
　本実施例にかかる受信装置２００は、例えば基地局に備えられ、アンテナを備える低雑
音増幅器（Ｌｏｗ　Ｎｏｉｓｅ　Ａｍｐｌｉｆｉｅｒ：ＬＮＡ）１０２と、ＬＮＡ１０２
の出力信号が入力されるＲＦフィルタ１０４と、ＲＦフィルタ１０４の出力信号が入力さ
れるダウンコンバータ１０６と、ダウンコンバータ１０６の出力信号が入力されるＩＦフ
ィルタ１０８と、ＩＦフィルタの出力信号が入力されるＤ／Ａコンバータ１１０と、Ｄ／
Ａコンバータ１１０の出力信号が入力される帯域制限フィルタ１１２と、帯域制限フィル
タ１１２の出力信号が入力される検出処理手段としてのプリアンブル部検出処理部１１４
およびＬ１／Ｌ２制御メッセージ部検出処理部１１６と、帯域制限フィルタ１１２、プリ
アンブル部検出処理部１１４およびＬ１／Ｌ２制御メッセージ部検出処理部１１６を制御
する制御手段としてのホッピングパターン中心周波数制御部１１８とを備える。
【００７０】
　受信信号は、ＬＮＡ１０２において処理に適した振幅に増幅され、ダウンコンバータ１
０６に入力される。ダウンコンバータ１０６は、増幅された受信信号から中間周波数（Ｉ
Ｆ）に低下した信号を発生し、ＩＦフィルタ１０８に入力する。ＩＦフィルタは、ＩＦ信
号を受信信号の特定周波数帯域に制限する。帯域制限された信号は、Ｄ／Ａコンバータ１
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１０に入力され、帯域制限フィルタ１１２において帯域制限され、プリアンブル部検出処
理部１１４およびＬ１／Ｌ２制御メッセージ部検出処理部１１６に入力される。
【００７１】
　ホッピングパターン・中心周波数制御部１１８は、自基地局がランダムアクセスチャネ
ルのために割り当てを行っている既知のホッピングパターン、中心周波数の情報に基づい
て、帯域制限フィルタ１１２、プリアンブル部検出処理部１１４、Ｌ１／Ｌ２制御メッセ
ージ部検出処理部１１６の制御を行う。
【００７２】
　プリアンブル部検出処理部１１４はプリアンブル部の検出を行い、プリアンブル部（シ
グネチャ）の検出情報を出力する。また、Ｌ１／Ｌ２制御メッセージ部検出処理部１１６
はＬ１／Ｌ２制御メッセージ部の検出を行い、Ｌ１／Ｌ２制御情報を出力する。
【００７３】
　プリアンブル部検出処理部１１４は、受信されたランダムアクセスチャネルからプリア
ンブル部の検出および復調を行う。複数の移動局は、複数のコードのうち、１つを選択し
てランダムアクセスチャネルを送信する。例えば、複数の移動局が互いに異なるコードを
選択してランダムアクセスチャネルを送信した場合、プリアンブル部検出処理部１１４に
は、図１３に示すように、異なる拡散系列（シグネチャ）が使用され、多重されたプリア
ンブル信号が入力される。また、各移動局が異なる周波数帯域幅を使用してランダムアク
セスチャネルを送信する場合があるため、プリアンブル部検出処理部１１４は、コード数
と周波数バンドとの積の数の全てのパターンについて検出する。
【００７４】
　また、各移動局が、図１４に示すように、送信ブロックまたはアクセススロット毎に異
なる周波数帯域幅を使用してランダムアクセスチャネルを送信する場合、プリアンブル部
検出処理部１１４は、送信ブロックまたはアクセススロット毎に異なる周波数帯域幅とコ
ード数との積の数の全てのパターンについて検出する。例えば、送信ブロック＃１では移
動局は１．２５ＭＨｚの帯域幅でランダムアクセスチャネルを送信し、送信ブロック＃２
では移動局は２．５ＭＨｚの帯域幅でランダムアクセスチャネルを送信し、送信ブロック
＃３では移動局は５ＭＨｚの帯域幅でランダムアクセスチャネルを送信する。このように
することにより、各送信ブロックまたはアクセススロットにおいて、検出するパターン数
を低減することができる。
【００７５】
　また、各移動局が、図１５に示すように、最小帯域幅、例えば１．２５ＭＨｚのＬｏｃ
ａｌｉｚｅｄ　ＦＤＭＡ方式と周波数ホッピングとを組み合わせランダムアクセスチャネ
ルを送信する場合、複数の移動局が互いに異なるコードを選択する場合がある。この場合
、プリアンブル部検出処理部１１４には、図１５に示すように、異なる拡散系列（シグネ
チャ）が使用され、多重されたプリアンブル信号が入力される。プリアンブル部検出処理
部１１４は、コード数のパターンについて検出する。このようにすることにより、各送信
ブロックまたはアクセススロットにおいて、検出するパターン数を低減することができる
。
【００７６】
　また、このように移動局が周波数ホッピングにより送信することにより、受信装置２０
０は、５ＭＨｚ帯域のプリアンブルを許容したときでも、各送信ブロックでは１．２５Ｍ
Ｈｚ帯域のプリアンブルと同じ検出回路を利用できる。またこの場合、各移動局が時間多
重（アクセススロット）と併用して送信する場合にも適用できる。
【００７７】
　また、各移動局が、図１６に示すように、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＦＤＭＡ方式によ
り、ランダムアクセスチャネルを送信する場合、プリアンブル部検出処理部１１４は、コ
ード数のパターンについて検出する。このようにすることにより、各送信ブロックまたは
アクセススロットにおいて、検出するパターン数を低減することができる。またこの場合
、各移動局がコード多重、時間多重（アクセススロット）と併用して送信する場合にも適
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用できる。
【００７８】
　Ｌ１／Ｌ２制御メッセージ部検出処理部１１６の機能については、プリアンブル部検出
処理部１１４の機能と同様である。
【００７９】
　次に、本実施例にかかる無線通信システムの動作について、図１７を参照して説明する
。
【００８０】
　基地局は、移動局に共通パイロットチャネル、共通制御チャネルを周期的に送信する（
ステップＳ１７０２）。
【００８１】
　次に、移動局は、共通制御チャネルに含まれるランダムアクセスチャネルに割り当てら
れているサブフレーム、周波数ブロックの情報、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＦＤＭＡ方式
におけるくしの歯の位置情報、ランダムアクセスの際に用いるテンポラリのユーザＩＤの
情報、送信電力比を示す情報のうち少なくとも１つを取得する（ステップＳ１７０４）。
【００８２】
　次に、移動局は、共通パイロットチャネルの受信タイミングからランダムアクセスチャ
ネルの送信タイミング、共通パイロットチャネルの受信電力からランダムアクセスチャネ
ルの送信電力と、拡散率を決定する（ステップＳ１７０６）。
【００８３】
　次に、移動局はランダムアクセスチャネルを送信する（ステップＳ１７０８）。
【００８４】
　次に、基地局は、プリアンブル部より、複数のランダムアクセスの識別、検出、送信タ
イミング制御のための受信タイミング測定、キャリア周波数の同定を行う（ステップＳ１
７１０）。
【００８５】
　次に、基地局は、Ｌ１／Ｌ２制御メッセージ部より、ランダムアクセスにおけるテンポ
ラリのユーザＩＤの識別、共有データチャネルに対する予約情報を取得する（ステップＳ
１７１２）。
【００８６】
　次に、基地局は、割り当てが行われたユーザに対して、後続する通信を行うための正式
なユーザＩＤ、送信タイミング情報、上りリンク無線リソースの割り当て情報を送信する
（ステップＳ１７１４）。
【００８７】
　次に、移動局は、指定された正式なユーザＩＤ、送信タイミング、無線リソース割り当
て情報に基づいて、共有データチャネルにより送信するトラヒックデータ、上位レイヤの
制御情報を生成する（ステップＳ１７１６）。
【００８８】
　次に、移動局は、共有データチャネルを送信する（ステップＳ１７１８）。
【００８９】
　次に、本実施例にかかる無線通信システムにおけるハンドオーバ時の動作について、図
１８を参照して説明する。
【００９０】
　本実施例にかかる無線通信システムでは、ハンドオーバを行う際に、ハンドオーバ元の
基地局（Ｎｏｄｅ－Ｂ）とハンドオーバ先の基地局間で、レイヤ２以上の状態はそのまま
移行する。ハンドオーバ先のセルにおいて、移動局が物理レイヤのチャネルの再セットア
ップを、ランダムアクセスチャネルを用いて再び行う。
【００９１】
　移動局は、ハンドオーバ要求をハンドオーバ元の基地局に行う（ステップＳ１８０２）
。
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【００９２】
　ハンドオーバ元の基地局は、レイヤ２以上の状態をハンドオーバ先基地局へ移行する（
ステップＳ１８０４）。例えば、ハンドオーバ元の基地局は、レイヤ２以上の制御情報を
、ハンドオーバ先の基地局に有線伝送路を使用して送信する。レイヤ２以上の情報として
は、例えば、再送中のパケットを示す情報、スケジューリングに関する情報、移動局のバ
ッファ、移動局の能力（ＵＥ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）を示す情報などが含まれる。
【００９３】
　次に、移動局は、ハンドオーバ先の基地局に対して、ランダムアクセスチャネルを送信
し、ハンドオーバ先での物理チャネルのリンクを再セットアップする（ステップＳ１８０
６）。具体的には、移動局は、送信タイミング制御をやり直す。送信タイミング制御は、
各セル内で閉じて行われる。したがって、セルを移った移動局は、その移った先のセルで
再度送信タイミング制御をやり直す必要がある。
【００９４】
　また、ハンドオーバが行われる場合におけるランダムアクセスチャネルの処理について
、図１９および図２０を参照して説明する。
【００９５】
　ハンドオーバを行う移動局が、ハンドオーバ先の基地局で使用するユーザＩＤを、直接
ハンドオーバ先の基地局から取得する。
【００９６】
　この場合、図１９に示すように、ハンドオーバ先のセルにおいて、移動局はランダムア
クセス用のテンポラリのユーザＩＤを利用して、上述したランダムアクセスの手順を行う
（ステップＳ１９０２）。ハンドオーバ先の基地局は、後続する共有データチャネルの送
信で用いる正式なユーザＩＤを割り当てる。
【００９７】
　また、ハンドオーバを行う移動局が、ハンドオーバ元基地局を通して、ハンドオーバ先
基地局で使用する正式なユーザＩＤをあらかじめ取得するようにしてもよい。
【００９８】
　移動局は、ハンドオーバ要求をハンドオーバ元基地局に行う（ステップＳ１８０２）。
【００９９】
　ハンドオーバ元の基地局は、受信したハンドオーバ要求をハンドオーバ先基地局に転送
する（ステップＳ２００４）。
【０１００】
　ハンドオーバ先基地局は、ハンドオーバ先基地局で用いる正式なユーザＩＤを、ハンド
オーバ元基地局に通知する（ステップＳ２００６）。
【０１０１】
　ハンドオーバ元基地局は、通知されたハンドオーバ先基地局で用いる正式なユーザＩＤ
を移動局に通知する（ステップＳ２００８）。
【０１０２】
　移動局は、ハンドオーバ先基地局がカバーするエリアに移動し、通知されたハンドオー
バ先基地局で用いる正式なユーザＩＤによりランダムアクセスを行う（ステップＳ２０１
０）。その後の後続する共有データチャネルの送信も同じユーザＩＤを用いる。
【産業上の利用可能性】
【０１０３】
　本発明にかかる送信装置および受信装置並びにランダムアクセス制御方法は、無線通信
システムに適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１Ａ】Ｗ－ＣＤＭＡにおける衝突許容型チャネルの送信方法を示す説明図である。
【図１Ｂ】Ｗ－ＣＤＭＡにおける衝突許容型チャネルの送信方法を示す説明図である。
【図２】本発明の一実施例にかかる送信装置を示す部分ブロック図である。
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【図３】本発明の一実施例にかかるランダムアクセスチャネルを示す説明図である。
【図４】１．２５ＭＨｚと５ＭＨｚの帯域幅を用いるランダムアクセスの一例を示す説明
図である。
【図５】ランダムアクセスチャネルのプリアンブル部およびＬ１／Ｌ２制御メッセージ部
の構成を示す説明図である。
【図６Ａ】本発明の一実施例にかかる送信装置の動作を示す説明図である。
【図６Ｂ】本発明の一実施例にかかる送信装置の動作を示す説明図である。
【図７】本発明の一実施例にかかる送信装置の動作を示す説明図である。
【図８】本発明の一実施例にかかる送信装置の動作を示す説明図である。
【図９】本発明の一実施例にかかる送信装置の動作を示す説明図である。
【図１０】本発明の一実施例にかかる送信装置の動作を示す説明図である。
【図１１】ランダムアクセスチャネルにおけるプリアンブル部およびＬ１／Ｌ２制御メッ
セージ部の送信電力の制御を示す説明図である。
【図１２】本発明の一実施例にかかる受信装置を示す部分ブロック図である。
【図１３】本発明の一実施例にかかる受信装置の動作を示す説明図である。
【図１４】本発明の一実施例にかかる受信装置の動作を示す説明図である。
【図１５】本発明の一実施例にかかる受信装置の動作を示す説明図である。
【図１６】本発明の一実施例にかかる受信装置の動作を示す説明図である。
【図１７】本発明の一実施例にかかる無線通信システムの動作を示すフロー図である。
【図１８】本発明の一実施例にかかる無線通信システムのハンドオーバを行う際の動作を
示す説明図である。
【図１９】本発明の一実施例にかかる無線通信システムのハンドオーバを行う際の動作を
示す説明図である。
【図２０】本発明の一実施例にかかる無線通信システムのハンドオーバを行う際の動作を
示す説明図である。
【符号の説明】
【０１０５】
１００　送信装置
２００　受信装置
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