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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のステージのセル探索を容易にする方法であって、
　プライマリ同期チャネル（ＰＳＣ）を検出することと、なお、２つの連続するＰＳＣ間
の相対時間間隔は、サイクリックプリフィックス（cyclic prefix）（ＣＰ）長にかかわ
らず固定され、異なるセルでは前記ＰＳＣの送信タイミングが異なるように、異なるセル
のＰＳＣ位置はシフトされている、
　セカンダリ同期チャネル（ＳＳＣ）を検出するための位相リファレンスとして前記ＰＳ
Ｃを使用することと、
　を備える方法。
【請求項２】
　前記ＳＳＣに関連付けられた位相情報に一部基づいて、セルを特定すること、をさらに
備える請求項１の方法。
【請求項３】
　最も強い信号を送信した第１のセルを特定するために前記ＳＳＣに関連付けられた前記
位相情報を評価することと、
　前記第１のセルとの通信を確立することと
　をさらに備える請求項２の方法。
【請求項４】
　前記ＰＳＣにそれぞれ関連する相関値を判断することと、



(2) JP 6073271 B2 2017.2.1

10

20

30

40

50

　前記ＳＳＣにそれぞれ関連する相関値を判断することと、
　前記相関値に少なくとも一部基づいてセルを選択することと
　をさらに備える請求項１の方法。
【請求項５】
　どのセカンダリ同期チャネル（ＳＳＣ）シーケンスが特定のセルから送信されたかを検
出することと、
　前記特定のセルから前記ＳＳＣを検出することに少なくとも一部基づいて、前記特定の
セルとは異なる、特定されたセルに関連付けられた仮説を判断することと
　さらに備える請求項１の方法。
【請求項６】
　シンボルシーケンス内における関連するＰＳＣの位置の判断を容易にするためにセカン
ダリ同期チャネル（ＳＳＣ）シーケンスに関連付けられた位相情報を利用すること、をさ
らに備える請求項１の方法。
【請求項７】
　前記検出されたＰＳＣに関するタイミング情報に少なくとも一部基づいて２つのＰＳＣ
間の前記相対時間間隔を検出すること、をさらに備える請求項１の方法。
【請求項８】
　１つまたはそれ以上の前記ＳＳＣは、異なるベース（base）または異なるサイクリック
シフト（cyclic shift）のうちの少なくとも１つを有するＣｈｕシーケンスを備える、請
求項１の方法。
【請求項９】
　位相シフトをＳＳＣに適用することをさらに備え、前記位相シフトについての位相角は
、ＰＳＣシーケンスに一部基づく、請求項１の方法。
【請求項１０】
　異なる位相シフトを、ネットワークにおけるそれぞれの異なるセルのＳＳＣに適用する
こと、をさらに備える請求項９の方法。
【請求項１１】
　第１のＳＳＣと第２のＳＳＣが、位相シフトの異なる組み合わせを有する、請求項１０
の方法。
【請求項１２】
　第１のＳＳＣと第２のＳＳＣが、同じ位相シフトを有する、請求項９の方法。
【請求項１３】
　更なる位相シフトｅｊｋθがＳＳＣに適用され、
　但し、ｋ＝０、１、２、…、Ｍ－１であり、θ＝２π／Ｍであり、Ｍは使用可能な異な
る位相の数に関連する、請求項９の方法。
【請求項１４】
　ＳＳＣに関連付けられた位相情報に少なくとも一部基づいて特定のセルに関連付けられ
たアンテナの数を判断すること、をさらに備える請求項１の方法。
【請求項１５】
　プライマリ同期チャネル（ＰＳＣ）を検出し、なお、２つの連続するＰＳＣ間の相対時
間間隔は、サイクリックプリフィックス（cyclic prefix）（ＣＰ）長にかかわらず固定
され、異なるセルでは前記ＰＳＣの送信タイミングが異なるように、異なるセルのＰＳＣ
位置はシフトされている、
　セカンダリ同期チャネル（ＳＳＣ）を検出するための位相リファレンスとして前記ＰＳ
Ｃを使用する
　ためのコンピュータ実行可能な命令を記憶したコンピュータ読取り可能な記録媒体。
【請求項１６】
　無線通信システムにおいて動作可能な装置であって、
　プライマリ同期チャネル（ＰＳＣ）を検出する手段と、なお、２つの連続するＰＳＣ間
の相対時間間隔は、サイクリックプリフィックス（cyclic prefix）（ＣＰ）長にかかわ
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らず固定され、異なるセルでは前記ＰＳＣの送信タイミングが異なるように、異なるセル
のＰＳＣ位置はシフトされている、
　セカンダリ同期チャネル（ＳＳＣ）を検出するための位相リファレンスとして前記ＰＳ
Ｃを使用する手段と
　を備える装置。
【請求項１７】
　無線通信システムにおいて動作可能な装置であって、
　プライマリ同期チャネル（ＰＳＣ）を検出し、なお、２つの連続するＰＳＣ間の相対時
間間隔は、サイクリックプリフィックス（cyclic prefix）（ＣＰ）長にかかわらず固定
され、異なるセルでは前記ＰＳＣの送信タイミングが異なるように、異なるセルのＰＳＣ
位置はシフトされている、
　セカンダリ同期チャネル（ＳＳＣ）を検出するための位相リファレンスとして前記ＰＳ
Ｃを使用するように構成されたプロセッサを備える装置。
【請求項１８】
　前記プロセッサは、前記ＳＳＣに関連付けられた位相情報に一部基づいて、セルを特定
するようにさらに構成される、請求項１７の装置。
【請求項１９】
　前記プロセッサは、
　最も強い信号を送信した第１のセルを特定するために前記ＳＳＣに関連付けられた前記
位相情報を評価し、
　前記第１のセルとの通信を確立するようにさらに構成される、請求項１８の装置。
【請求項２０】
　前記プロセッサは、
　前記ＰＳＣにそれぞれ関連する相関値を判断し、
　前記ＳＳＣにそれぞれ関連する相関値を判断し、
　前記相関値に少なくとも一部基づいてセルを選択するようにさらに構成される、請求項
１７の装置。
【請求項２１】
　前記プロセッサは、
　どのセカンダリ同期チャネル（ＳＳＣ）シーケンスが特定のセルから送信されたかを検
出し、
　前記特定のセルから前記ＳＳＣを検出することに少なくとも一部基づいて、前記特定の
セルとは異なる、特定されたセルに関連付けられた仮説を判断するようにさらに構成され
る、請求項１７の装置。
【請求項２２】
　前記プロセッサは、シンボルシーケンス内における関連するＰＳＣの位置の判断を容易
にするためにセカンダリ同期チャネル（ＳＳＣ）シーケンスに関連付けられた位相情報を
利用するようにさらに構成される、請求項１７の装置。
【請求項２３】
　前記プロセッサは、前記検出されたＰＳＣに関するタイミング情報に少なくとも一部基
づいて２つのＰＳＣ間の前記相対時間間隔を検出するようにさらに構成される、請求項１
７の装置。
【請求項２４】
　１つまたはそれ以上の前記ＳＳＣは、異なるベース（base）または異なるサイクリック
シフト（cyclic shift）のうちの少なくとも１つを有するＣｈｕシーケンスを備える、請
求項１７の装置。
【請求項２５】
　前記プロセッサは、位相シフトをＳＳＣに適用するようにさらに構成され、前記位相シ
フトについての位相角は、ＰＳＣシーケンスに一部基づく、請求項１７の装置。
【請求項２６】
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　前記プロセッサは、異なる位相シフトを、ネットワークにおけるそれぞれの異なるセル
のＳＳＣに適用するようにさらに構成される、請求項２５の装置。
【請求項２７】
　第１のＳＳＣと第２のＳＳＣが、位相シフトの異なる組み合わせを有する、請求項２６
の装置。
【請求項２８】
　第１のＳＳＣと第２のＳＳＣが、同じ位相シフトを有する、請求項２５の装置。
【請求項２９】
　更なる位相シフトｅｊｋθがＳＳＣに適用され、
　但し、ｋ＝０、１、２、…、Ｍ－１であり、θ＝２π／Ｍであり、Ｍは使用可能な異な
る位相の数に関連する、請求項２５の装置。
【請求項３０】
　前記プロセッサは、ＳＳＣに関連付けられた位相情報に基づいて特定のセルに関連付け
られたアンテナの数を判断するようにさらに構成される、請求項１７の装置。

【発明の詳細な説明】
【優先権の主張】
【０００１】
　この出願は、２００７年１月１０日に出願され、“A METHOD AND APPARATUS FOR FAST 
CELL SEARCH”と表題された米国仮出願番号６０／８８４，４０２の利益を主張する。上
記の出願（添付物を含む）の全体は、本明細書に参照によって組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　以下の説明は、概して無線通信に関わり、より具体的には、無線通信システムにおいて
セルを探索することに関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信システムは、種々のタイプの通信を提供するために広く展開されており、その
ような無線通信システムにより、例えば音声及び／またはデータが供給され得る。典型的
な無線通信システムまたはネットワークは、複数のユーザに、１つまたはそれ以上の共有
リソース（例えば、バンド幅、送信電力、…）を提供し得る。例えばシステムは、周波数
分割多重（ＦＤＭ）、時分割多重（ＴＤＭ）、符号分割多重（ＣＤＭ）、３ＧＰＰ ＬＴ
Ｅシステム、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）、及びその他のような種々の多重アクセス
技術を用いることが出来る。
【０００４】
　一般的に、無線多重アクセス通信システム（wireless multiple-access communication
 system）は、複数のモバイル機器の通信を同時にサポートし得る。各モバイル機器は、
フォワード及びリバースリンク上の通信により、１つまたはそれ以上の基地局と通信し得
る。フォワードリンク（またはダウンリンク）は基地局からモバイル機器への通信リンク
を指し、リバースリンク（またはアップリンク）はモバイル機器から基地局への通信リン
クを指す。この通信リンクは、単一入力単一出力、複数入力単一出力、または複数入力複
数出力（ＭＩＭＯ）システムによって確立され得る。
【０００５】
　例えばＭＩＭＯシステムは、データの通信のために複数（ＮＴ）の送信アンテナと複数
（ＮＲ）の受信アンテナを使用し得る。ＮＴ個の送信アンテナとＮＲ個の受信アンテナに
よって形成されるＭＩＭＯチャネルは、ＮＳ個の独立したチャネルに分離され、これらは
また空間チャネル（spatial channel）と呼ばれ得る。但し、ＮＳ≦min｛ＮＴ、ＮＲ｝で
ある。ＮＳ個の独立したチャネルの各々はディメンジョン（dimension）に対応し得る。
ＭＩＭＯシステムは、複数の送信及び受信アンテナによって生成された更なる次元（dime
nsionalities）が利用されることで、向上されたパフォーマンス（例えば、より高いスル
ープット、及び／または高い信頼性）を提供出来る。
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【０００６】
　ＭＩＭＯシステムは、時分割複信方式（ＴＤＤ）及び周波数複信方式（ＦＤＤ）システ
ムをサポート出来る。ＴＤＤシステムでは、相互関係の原理によってフォワードリンクの
チャネルの評価がリバースリンクのチャネルから与えられるように、フォワード及びリバ
ースリンク通信が同一の周波数領域上にあり得る。これにより、複数のアンテナがアクセ
スポイントにおいて利用可能である際には、このアクセスポイントは、フォワードリンク
上の送信ビームフォーミングゲイン（transmit beamforming gain）を得ることが出来る
。
【０００７】
　無線通信システムはしばしば、通信エリアを提供する１つまたはそれ以上の基地局を使
用する。典型的な基地局は、ブロードキャスト、マルチキャスト、及び／またはユニキャ
ストサービスのために、複数のデータストリームを送信出来、データストリームは、モバ
イル機器に関連して独立して受信されるデータのストリームであり得る。そのような基地
局の通信エリア内におけるモバイル機器は、コンポジットストリーム（composite stream
）によって送信される１つ、２つ以上、または全てのデータストリームを受信するために
使用され得る。同様にモバイル機器は、基地局または他のモバイル機器にデータを送信し
得る。
【０００８】
　基地局はまたセル（cell）とも呼ばれ得る。通信システム（例えばＯＦＤＭシステム）
において複数のセルの中からセルを探索する際、モバイル機器は、セルの発見及びセルと
の同期を容易にして、このセルとモバイル機器との間の通信を助けるための、各セルによ
って生成された情報（例えばプライマリ同期チャネル（ＰＳＣｓ）とセカンダリ同期チャ
ネル（ＳＳＣｓ））を検出することを要求し得る。通信システム内で所望のセルを高速に
探索し、発見可能であることが望ましい。
【発明の概要】
【０００９】
　下記は、１つまたはそれ以上の実施形態の単純化されたサマリを与え、そのような実施
形態の基本的な理解を与えるためのものである。このサマリは、全ての熟慮された実施形
態の外延的な総覧では無く、全ての実施形態の主要なまたは決定的に重要な要素を特定す
ることも、また幾つかまたは全ての実施形態の範囲を画することも意図していない。その
唯一の目的は、後に与えられるより詳細な説明の前置きとして、単純化された形態におけ
る１つまたはそれ以上の実施形態のいくつかの概念与えることである。
【００１０】
　１つまたはそれ以上の実施形態、及びそれに対応する開示によれば、種々の側面が、通
信システムにおけるセル（例えば基地局）の探索を容易にすることに関連して述べられる
。より具体的には、無線通信環境におけるセルの探索を容易にする、典型的なシステムと
方法が述べられる。例えば、モバイル機器は、ＰＳＣとセルにそれぞれ関連付けられたタ
イミング情報を検出して、最も高い相関を有するセルを決定する探索器を用いることが出
来る。この探索器は、所望のセルとモバイル機器との間の通信を確立するために、最も高
い相関を有するＳＳＣを決定する位相情報、ＣＰ長、及び／または最も強い信号を有する
所望のセルの特定を容易にするためのその他の情報を検出することを含み得るＳＳＣを検
出出来る。セルにそれぞれ関連付けられたＰＳＣは、シンボルシーケンスにおいて異なる
位置を取ることが出来、ＳＳＣはそれぞれ異なる角度で位相シフトされて、セルの検出と
特定を容易にし得る。なおＰＳＣは、関連するＳＳＣによって位相リファレンスとして使
用されることが出来る。
【００１１】
　一側面によれば、複数のステージのセル探索を容易にする方法は、プライマリ同期チャ
ネル（ＰＳＣ）に関するタイミング情報を検出することと、ＳＳＣに関連付けられた位相
情報に一部基づいて、セルを特定することと、を備える。
【００１２】
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　別の側面は、次の動作を実行するためのコンピュータ実行可能な命令をそれに保持する
コンピュータ読み取り可能な媒体を提供する。すなわち、プライマリ同期チャネル（ＰＳ
Ｃ）に関するタイミング情報を検出することと、ＳＳＣに関連付けられた位相情報に一部
基づいて、セルを特定すること、である。
【００１３】
　更に別の側面は、無線通信システムにおいて動作可能な装置を提供し、この装置は、プ
ライマリ同期チャネル（ＰＳＣ）に関するタイミング情報を検出する手段と、ＳＳＣに関
連付けられた位相情報に一部基づいて、セルを特定する手段と、を備える。
【００１４】
　更に別の側面は、プライマリ同期チャネル（ＰＳＣ）に関するタイミング情報を検出し
、ＳＳＣに関連付けられた位相情報に一部基づいて、セルを特定するように構成されたプ
ロセッサと、データを保持するためにこのプロセッサに結合されたメモリとを備えた、無
線通信システムにおいて動作可能な装置を提供する。
【００１５】
　上記の目的及び関連する目的の達成のため、１つまたはそれ以上の実施形態は、以下で
十分に説明され、そして特許請求の範囲で特に示された特徴を備えている。下記の説明と
添付図面は、１つまたはそれ以上の実施形態の例示的なある側面を詳細に説明する。しか
しながらこれらの側面は、種々の実施形態の原理が使用され得る様々な方法のうちのほん
の数例を示しており、説明された実施形態は、全てのそのような側面とその等価物の全て
を含むことを意図している。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本明細書で説明された種々の側面に従った無線通信システムの説明図で
ある。
【図２Ａ】図２Ａは、無線通信環境内の各基地局に関連付けられ得る無線フレームの例の
説明図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、無線通信環境内の各基地局に関連付けられ得る無線フレームの例の
説明図である。
【図２Ｃ】図２Ｃは、無線通信環境内の各基地局に関連付けられ得る無線フレームの例の
説明図である。
【図２Ｄ】図２Ｄは、無線通信環境内の各基地局に関連付けられ得る無線フレームの例の
説明図である。
【図２Ｅ】図２Ｅは、無線通信環境内の各基地局に関連付けられ得る無線フレームの例の
説明図である。
【図２Ｆ】図２Ｆは、無線通信環境内の各基地局に関連付けられ得る無線フレームの例の
説明図である。
【図３Ａ】図３Ａは、無線通信環境内の各基地局に関連付けられ得る他の無線フレームの
例の説明図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、無線通信環境内の各基地局に関連付けられ得る他の無線フレームの
例の説明図である。
【図３Ｃ】図３Ｃは、無線通信環境内の各基地局に関連付けられ得る他の無線フレームの
例の説明図である。
【図３Ｄ】図３Ｄは、無線通信環境内の各基地局に関連付けられ得る他の無線フレームの
例の説明図である。
【図３Ｅ】図３Ｅは、無線通信環境内の各基地局に関連付けられ得る他の無線フレームの
例の説明図である。
【図３Ｆ】図３Ｆは、無線通信環境内の各基地局に関連付けられ得る他の無線フレームの
例の説明図である。
【図４Ａ】図４Ａは、無線通信環境内の各基地局に関連付けられ得る更に他の無線フレー
ムの例の説明図である。
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【図４Ｂ】図４Ｂは、無線通信環境内の各基地局に関連付けられ得る他の無線フレームの
例の説明図である。
【図４Ｃ】図４Ｃは、無線通信環境内の各基地局に関連付けられ得る他の無線フレームの
例の説明図である。
【図４Ｄ】図４Ｄは、無線通信環境内の各基地局に関連付けられ得る他の無線フレームの
例の説明図である。
【図４Ｅ】図４Ｅは、無線通信環境内の各基地局に関連付けられ得る他の無線フレームの
例の説明図である。
【図４Ｆ】図４Ｆは、無線通信環境内の各基地局に関連付けられ得る他の無線フレームの
例の説明図である。
【図５】図５は、無線通信環境内においてセルの探索を容易にし得るシステム例を図示す
る。
【図６】図６は、無線通信環境内においてセルの探索を容易にするための情報を生成し得
るシステム例の説明図である。
【図７】図７は、無線通信環境内においてセルの探索を容易にし得る方法例の説明図であ
る。
【図８】図８は、無線通信環境内においてセルの探索を容易にし得る別の方法例の説明図
である。
【図９】図９は、無線通信システム内の基地局の探索の実行を容易にし得るモバイル機器
の例を図示する。
【図１０】図１０は、無線通信環境に関連付けられた基地局の探索を容易にするための情
報を生成し得るシステム例の説明図である。
【図１１】図１１は、本明細書で説明された種々のシステムお及び方法に関連して使用さ
れ得る無線ネットワーク環境の説明図である。
【図１２】図１２は、無線通信環境において基地局の探索を容易にし得るシステム例の説
明図である。
【図１３】図１３は、無線通信環境において基地局の探索を容易にし得る別のシステム例
の説明図である。
【図１４】図１４は、無線通信環境において基地局の探索を容易にし得る別のシステム例
を図示する。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図面を参照しつつ種々の実施形態がこれより説明され、同じ参照番号は、全体を通じて
同じ要素を指すために用いられる。以下の説明においては、例示の目的で、多くの具体的
な細部が、一つ以上の側面についての十分な理解を与えるために説明される。しかしなが
ら、そのような側面がこれらの特定の細部を有することなく実施し得ることは言うまでも
ない。また別の場合には、１つまたはそれ以上の側面の説明を容易にするため、よく知ら
れた構造及びデバイスがブロックダイアグラムの形で示される。
【００１８】
　この出願で使用される際、用語「要素」、「モジュール」、「システム」、及び同種の
用語は、コンピュータに関連したエンティティ（ハードウェア、ファームウェア、ハード
ウェアとソフトウェアとの組み合わせ、ソフトウェア、または実行中のソフトウェア）を
指すことを意図している。例えば要素は、プロセッサ上で動作している処理、プロセッサ
、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プログラム、及び／またはコンピュータ
であってよく、しかしこれらに限定されるものでは無い。一例として、コンピューティン
グ機器上で動作するアプリケーションとこのコンピューティング機器とのいずれもが、要
素になり得る。１つまたはそれ以上の要素は、プロセス及び／または実行スレッド内に存
在しても良いし、要素は１つのコンピュータ上にとどまっていても良いし、及び／または
２つまたはそれ以上のコンピュータ間に分布していても良い。更にこれらの要素は、そこ
に保持された種々のデータ構造を有する種々のコンピュータ読み取り可能な媒体から実行
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できる。この要素は、ローカル及び／またはリモートプロセスを経て、例えば一つ以上の
データパケット（例えば、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
を経て別のシステムのインターネットのようなネットワークを横断して、別の要素と互い
に情報をやりとりするある要素からの情報）を有する信号に従って、通信し得る。
【００１９】
　更に、種々の実施形態が、モバイル機器と関連して本明細書で説明される。モバイル機
器はまた、システム、加入者ユニット、加入者局、モバイル局、モバイル、リモート端末
、アクセス端末、ユーザ端末、端末、無線通信装置、ユーザエージェント、ユーザ機器、
またはユーザ装置（ＵＥ）と呼ばれることがある。モバイル機器は、携帯電話、コードレ
ス電話、Session Initiation Protocol（ＳＩＰ）電話、無線ローカルループ（ＷＬＬ）
局、携帯情報端末（ＰＤＡ）、無線接続能力を有する携帯型機器、コンピューティング機
器、または無線モデムに接続されたその他の処理デバイスであっても良い。更に種々の実
施形態が、基地局に関連して本明細書で説明される。基地局は、モバイル機器と通信する
ために利用され、またアクセスポイント、ノードＢ、または幾つかのその他の専門用語で
呼ばれ得る。
【００２０】
　更に、本明細書で説明された種々の側面または特長は、標準的なプログラミング及び／
または工学の技術を用いた方法、装置、または製品として実装され得る。本明細書で使用
される用語「製品」は、なんらかのコンピュータ読み取り可能な機器、担体、媒体からア
クセス可能なコンピュータプログラムを包含することを意図する。例えば、コンピュータ
読み取り可能な媒体は、これらに限定されるものでは無いが、磁気記録媒体（例えばハー
ドディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、磁気帯等）、光ディスク（コンパクトデ
ィスク（ＣＤ）、ディジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）等）、スマートカード、及
びフラッシュメモリデバイス（例えばＥＰＲＯＭ、カード、スティック、キードライブ（
key drive）等）を含むことができる。更に、本明細書で説明された種々の記録媒体は、
情報を保持するための、１つまたはそれ以上のデバイス及び／またはその他の機器読み取
り可能な媒体を意味しても良い。用語「機器読み取り可能な媒体」は、無線チャネル、及
び命令及び／またはデータを保持、収容、及び／または搬送可能な他の種々の媒体を含む
ことができるが、これらに限定されるものでは無い。
【００２１】
　図１を参照して、本明細書で与えられる種々の実施形態に従って、無線通信システム１
００が図示される。システム１００は、それぞれが複数のアンテナグループを含み得る複
数の基地局１０２（明瞭且つ簡潔のため、図１では１つの基地局１０２のみが示される）
を備えている。例えば、１つのアンテナグループはアンテナ１０４、１０６を含み、別の
グループはアンテナ１０８、１１０を含み、更なるグループはアンテナ１１２、１１４を
含み得る。２つのアンテナがそれぞれのアンテナグループについて図示されているが、各
グループにつきより多くのまたはより少ないアンテナが使用されても良い。基地局１０２
は更に、送信機チェーン（transmitter chain）及び受信機チェーン（receiver chain）
を含むことが出来、そしてそれぞれは当業者に理解されるように、信号の送信及び受信に
関連付けられた複数の要素（例えばプロセッサ、変調器、マルチプレクサ、復調器、デマ
ルチプレクサ、アンテナ等）を備え得る。
【００２２】
　各基地局１０２は、モバイル機器１１６やモバイル機器１２２のような１つまたはそれ
以上のモバイル機器と通信可能であるが、基地局１０２は、モバイル機器１１６、１２２
と同様の、実質的にあらゆる数のモバイル機器と通信可能であることが理解される。モバ
イル機器１１６、１２２は例えば、携帯電話、スマートフォン、ノート型パソコン、携帯
型通信機器、携帯型コンピューティング機器、衛星ラジオ、全地球測位システム、ＰＤＡ
、及び／または無線通信システム１００上で通信するためのその他のあらゆる適切な機器
であり得る。図示するように、モバイル機器１１６はアンテナ１１２、１１４と通信し、
アンテナ１１２、１１４はフォワードリンク１１８上でモバイル機器１１６に情報を送信



(9) JP 6073271 B2 2017.2.1

10

20

30

40

50

し、リバースリンク１２０上でモバイル機器１１６から情報を受信する。更に、モバイル
機器１２２はアンテナ１０４、１０６と通信し、アンテナ１０４、１０６はフォワードリ
ンク１２４上でモバイル機器１２２に情報を送信し、リバースリンク１２６上でモバイル
機器１２２から情報を受信する。周波数分割複信方式（ＦＤＤ）システムでは例えば、フ
ォワードリンク１１８はリバースリンク１２０で使用されるものと異なる周波数バンドを
利用し、フォワードリンク１２４はリバースリンク１２６で使用されるものと異なる周波
数バンドを利用することが出来る。更に、時分割複信方式（ＴＤＤ）システムでは、フォ
ワードリンク１１８とリバースリンク１２０は共通の周波数バンドを利用し、フォワード
リンク１２４とリバースリンク１２６は共通の周波数バンドを利用出来る。
【００２３】
　アンテナの各グループ、及び／またはそれらが通信を指定するエリアは、基地局１０２
のセクタと呼ばれ得る。例えばアンテナグループは、基地局１０２にカバーされた領域の
セクタ内のモバイル機器と通信するように設計され得る。フォワードリンク１１８、１２
４上の通信では、基地局１０２の送信アンテナはビームフォーミング（beamforming）を
用いて、モバイル機器１１６、１２２についてのフォワードリンク１１８、１２４の信号
・ノイズ比を向上させ得る。また、基地局１０２がビームフォーミングを用いて受信可能
エリア内にランダムに分布するモバイル機器１１６、１２２に送信する場合、隣接するセ
ル内のモバイル機器は、単一のアンテナから全モバイル機器に送信する基地局に比べて、
受ける干渉は小さい。
【００２４】
　一側面によれば、モバイル機器１１６は、モバイル機器１１６が無線通信環境で通信（
例えばデータの送信、データの受信）できるよう、所望の基地局１０２を見つけ出し、特
定し、及び／またはこの基地局との通信を確立するために、無線通信環境（例えば直交周
波数分割多重（ＯＦＤＭ）を用いてシステムアクセスを容易にする）内における所望の基
地局１０２を探索し得る。例えば所望の基地局１０２は、通信に最善の（例えば最も強い
）信号を供給する基地局であり得る。基地局１０２と通信するためにモバイル機器１１６
は、自身と基地局１０２とを同期させる。所望の基地局１０２の探索と同期とを容易にす
るためモバイル機器１１６は、各基地局１０２からの各プライマリ同期チャネル（ＰＳＣ
）及びセカンダリ同期チャネル（ＳＳＣ）を受信及び／または検出し得る。モバイル機器
１１６は、受信したＰＳＣ及びＳＳＣを検出し、解析し、及び／または評価して、基地局
１０２との通信を確立するために、所望の基地局１０２の特定及び／または選択を容易に
し得る。基地局からのＰＳＣは、モバイル機器１１６に関して既知の信号であって良く、
ネットワーク内の基地局１０２について共通のＰＳＣまたは比較的少数のＰＳＣがあって
も良い。このＰＳＣはまた、モバイル機器１１６に、モバイル機器１１６の基地局１０２
との同期を容易にするために使用され得るタイミング情報を供給することが出来る。ＳＳ
Ｃは各基地局にユニークであって良く、そして個々の基地局１０２の特定を容易すること
が出来（例えばＳＳＣは、基地局に関連付けられたアンテナ情報や基地局識別情報等を含
み得る）、異なる複数のＳＳＣがあり得る。例えばＳＳＣは、複数の異なる仮説（hypoth
eses）があり、各仮説に関連付けられ得る。モバイル機器１１６は、どのＳＳＣシーケン
スが特定のセル（例えば基地局１０２）から送信されているのかを特定、検出し、これに
よりセルの識別と共に、そのセルについての仮定が立てられ得る。
【００２５】
　一般的に、ＯＦＤＭシステムのようなある通信システムでは、各基地局が同じＰＳＣ信
号を送信していれば、モバイル機器は基地局間の区別が出来ず、いくつの基地局及び／ま
たはどの基地局が各信号を送信しているのかを判断出来ない。そしてこのことは、通信を
確立するための基地局の探索及び特定を試みる際にモバイル機器が所望の基地局を特定す
ることを妨げ、及び／または阻む。
【００２６】
　種々の側面及び実施形態によれば、主題となるイノベーションは、異なる基地局１０２
ではＰＳＣの送信タイミングが異なり得るように、異なる基地局１０２ではＰＳＣの位置
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（location）をシフトすることを容易にし得る。その結果モバイル機器１１６は、所望の
基地局（最も信号の強い基地局）１０２を高速にそして効果的に探索し特定するために、
ネットワークにおける異なる基地局１０２間を区別し得る。
【００２７】
　一側面では、モバイル機器１１６は基地局１０２を探索し、その際にサクリックプリフ
ィックス（cyclic prefix：ＣＰ）がブラインド（blindly）に検出され得るそのような場
合に、２つの連続するＰＳＣ間の間隔（例えば、相対タイミング間隔（relative timing 
distance））は、ロングＣＰ（long CP）とショートＣＰ（short CP）とで等しく、そし
て固定され得る。例えば間隔Ｄ１は５ｍｓであり得る。一側面によれば、基地局１０２に
よってそれぞれ生成されるＳＳＣは、異なるベース（base）または異なるサイクリックシ
フト（cyclic shift）を有するChuシーケンス（例えば異なるシーケンス）を使用し得る
。探索を容易にするため、ｅｊｋθの更なる位相シフトがＳＳＣに適用され得る。但し、
ｋ＝０、１、２、…、Ｍ－１であり、θ＝２π／Ｍである。Ｍは使用され得る異なる位相
の数に関わり、例えば異なる位相シフトが、ネットワークにおける異なる各基地局１０２
のＳＳＣに適用され得る。ＰＳＣが送信される際には、位相はＰＳＣには適用されない。
ＳＳＣが送信される際に、ＳＳＣに位相シフト（例えば、位相の回転）が適用される、な
お、位相シフトについての位相角は、ＰＳＣシーケンスに一部基づくことが出来る。
【００２８】
　モバイル機器１１６は、ＳＳＣの各位相シフトを、それに対応するＰＳＣにつき、検出
し得る。そしてその位相シフトは、ある基地局１０２の特定を容易にするためにモバイル
機器１１６で使用され得る情報を示し得る。
【００２９】
　別の側面によれば、ＳＳＣ１とＳＳＣ２は、ｅｊｋθ及びｅｊｍθのような、異なる位
相シフトの組み合わせを有することが出来、例えばｋ＝０、１、２、…、Ｍ－１であり、
ｍ＝０、１、２、…、Ｍ－１であり、これはＭ×Ｍの可能性ある組み合わせとなり得る。
更に別の側面によれば、ＳＳＣ１とＳＳＣ２は、同じ位相シフトｅｊｋθを有することが
出来る。そのような場合、位相検出の可能性が向上され得る。また、少なくとも３つの可
能性ある組み合わせがあっても良く、例えばそれらは、基地局１０２についてのアンテナ
情報（例えば、１、２、または４つのアンテナ）を示し、モバイル機器１１６で検出され
た位相情報は、そのような基地局１０２についてのアンテナの数を、位相の数（例えば、
位相偏移変調（phase shift key：ＰＳＫ））と、基地局１０２で使用されるアンテナの
数との間のユニークなマッピング（mapping）のように、決定することを容易にすること
が出来る。従って、少なくとも３つのグループ（例えば、α、β、γ）は、無線フレーム
におけるＳＳＣの順番と、ＳＳＣのトップ上の位相変調との組み合わせを用いて表現され
得る。
【００３０】
　ＳＳＣに関する位相シフト情報はまた、モバイル機器１１６により、シンボルシーケン
スにおける関連するＰＳＣのロケーション（例えば位置）の判断を容易にするために使用
され得る。例えばモバイル機器１１６は、ピークとＰＳＣシーケンスとの間の相互関係で
あり得る、検出されたＰＳＣに一部基づいてタイミング検出を実行することが出来、そし
てモバイル機器１１６は、このＰＳＣに関連付けられたＳＳＣに関する位相情報を利用し
て、そのようなピークを送信した基地局１０２を決定することを容易にすることが出来る
。関連付けられたＳＳＣの位相を特定することにより、モバイル機器１１６は、どの基地
局１０２がこのＰＳＣを送信しているかを判断出来る。
【００３１】
　一側面では、ＣＰの長さは、シンボルタイミングの検出の後、ブラインドリ（blindly
）に検出され得る。
【００３２】
　一側面では、リファレンス信号とＳＳＣによる更なる仮説の数はフレキシブルであり得
る。例えば、２つのＳＳＣからの６４の仮説と、リファレンス信号からの８の仮説は、全
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体で５１２の仮説をもたらすことが出来る。別の例では、ＳＳＣからの５１２の仮説とバ
リデーション（validation）のために使用されるリファレンス信号により、全５１２の仮
説となり得る。このリファレンス信号が、ロングＣＰ及びショートＣＰの両方の場合につ
き、０番目と５番目のシンボルに位置し得ることが理解され、そして認識されるだろう。
また、ＰＳＣとＳＳＣがリファレンス信号として使用されるように、ＰＳＣとＳＳＣが送
信される周波数バンド内でリファレンス信号が送信される必要は必ずしも無いことが理解
され、そして認識されるだろう。
【００３３】
　図２Ａ～２Ｆを簡単に参照して、無線フレーム２００、２０２、２０４、２０６、２０
８、２１０の例がそれぞれ図示され、これらはネットワークにおける異なる基地局１０２
にそれぞれ関連付けられた無線フレームを示し得る。例えば無線フレーム２００を参照す
ると、無線フレームのサブフレームとなり得るプリアンブル（Ｐ）があり得る。ＰＳＣと
ＳＳＣは一般的に、プリアンブル（Ｐ）とミッドアンブル（mid-amble）（Ｍ）の期間に
のみ送信される。無線フレーム２００、２０２、２０４に示されるように、ＰＳＣ間の間
隔は固定され得る。例えば間隔は５ｍｓであり得る。ＳＳＣ１及びＳＳＣ２のようなＳＳ
Ｃは、シンボルのセットにおいて、それぞれ各ＰＳＣに隣接し得る。しかしながら、無線
フレーム２００、２０２、２０４に示すように、各シンボルシーケンスにおける位置は異
なっており、ＰＳＣは、例えば無線フレーム２００ではシンボルシーケンスの４番目に位
置し、無線フレーム２０２ではＰＳＣは３番目に位置し、無線フレーム２０４ではＰＳＣ
はシンボルシーケンスの２番目に位置し得る。
【００３４】
　基地局１０２は例えば３つのセクタを含むことが出来、各セクタは、これらの無線フレ
ーム２００、２０２、２０４のうちの１つを使用できる（例えば、各無線フレーム２００
、２０２、２０４のタイミングを使用できる）。例えば、セクタ０は無線フレーム２００
を使用し、セクタ１は無線フレーム２０２を使用し、セクタ２は無線フレーム２０４を使
用し得る。セクタが同じ基地局１０２の一部であったとしても、各セクタがそれらのＰＳ
Ｃを送信する際には、各ＰＳＣは時間に関して異なる位置を占めることが出来るので、各
ＰＳＣはオーバーラップしない。モバイル機器１１６は、３つの異なるＰＳＣの各々を検
出出来る。
【００３５】
　一般的には、ＰＳＣはそれぞれシーケンスにおいて同じ位置を占め、そしてその結果、
モバイル局は事実上、１つのＰＳＣを見るのみであり、全てのＰＳＣが同時にモバイル局
に到着するので、異なるＰＳＣを区別しない。
【００３６】
　再度無線フレーム２００、２０２、２０４に関して、各ＰＳＣにつき、それに関連付け
られたＳＳＣがあり得る。ＳＳＣの位相リファレンスの検出を容易にするため、ＰＳＣは
位相リファレンスとして使用され得る。無線フレーム２００、２０２、２０４の各ＳＳＣ
は、各ＰＳＣがシンボルシーケンスにおける異なる位置を占めるので、異なる位相リファ
レンスを有することが出来、よって、各ＰＳＣについてのモバイル機器１１６と基地局１
０２との間のチャネルは異なり得る。各チャネルがＳＳＣに適用されると、ユニークなチ
ャネル情報が観測され得る。
【００３７】
　一般的には、ＰＳＣがシンボルシーケンスにおける同じ位置を示す場合、チャネルはオ
ーバーラップし、ユニークなチャネル情報は観測されない。その結果、所望の基地局の特
定は妨げられ、及び／または阻まれる。
【００３８】
　再度無線フレーム２００、２０２、２０４を参照して、例えば異なる基地局１０２は、
それぞれＰＳＣに関連付けられた各ＳＳＣについて異なる位相シフトを有する、異なるＰ
ＳＣシーケンスを送信し得る。モバイル機器１１６は、最も強い相関（例えば、最大ピー
ク、最も強い信号）のＰＳＣを検出し得る。モバイル局１１６は、最大の信号を送信した
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基地局１０２の決定を容易にするため、最大の信号に関連付けられた、位相シフト情報の
ようなＳＳＣに関する情報を検出し得る。モバイル局１１６は、そのようなＳＳＣに関連
付けられた情報を評価して、最大の信号を送信した基地局１０２を特定し、その基地局１
０２との通信を確立出来る。
【００３９】
　無線フレーム２０６、２０８、２１０に対応する図２Ｄ～２Ｆに関連して、そのような
無線フレームはロングＣＰを示す。各グループα、β、γについて、各ＰＳＣは、ショー
トＣＰの無線フレーム２００、２０２、２０４のそれと同じように、ＰＳＣ間の区別を容
易にするために、各ＰＳＣが属するグループにユニークなシンボルシーケンスにおける位
置を有する。また、各グループα、β、γについての各ＳＳＣのユニークな位相シフトが
、最も強い相関のＰＳＣを有する基地局の特定を容易にするため、それぞれに関連したＰ
ＳＣに関する情報の提供を助けるために用いられ得る。
【００４０】
　ＣＰはモバイル機器１１６に未知であるので、検出の期間、モバイル機器１１６はまた
ＣＰの判断を容易にするため、ブラインドＣＰ検出（blind CP detection）を行い得る。
例えば、モバイル機器１１６がＰＳＣの検出から所望の信号を検出し、ＳＳＣに関する位
相リファレンス情報のような更なる情報を検出した際、モバイル機器１１６は、例えば、
それぞれが同じ位相シフトを有し得るロングＣＰとショートＣＰ（例えばロングＣＰのグ
ループβと、ショートＣＰのグループβ）にそれぞれについてのＳＳＣの信号強度を検出
し得る（例えば、仮説をテストする）。モバイル機器１１６は、各ＳＣＣの各信号強度（
例えば相関値（correlation value）を比較して、最大の相関値を有するあるグループを
判断し得る。これは、最大の信号を有するグループ（例えば基地局１０２）であり、そし
て所望の基地局１０２であり、ＣＰもまたその結果判断され得る。
【００４１】
　各無線フレーム２００、２０２、２０４、２０６、２０８、２１０のＳＳＣの各位相シ
フトと各相対タイミング（relative timing）とを表１に示す。表１において、両ＳＳＣ
につき同じ位相シフトが用いられる例が示され、Ｍ＝３（例えば、三位相偏移変調（３－
ＰＳＫ））である。

【表１】

【００４２】
　例えばモバイル機器１１６が、ＰＳＣの検出に一部基づいてショートＣＰのグループβ
が最大の相関を有すると判断出来、モバイル機器１１６がＰＳＣに関連付けられたＳＳＣ
を検出した際に、シンボルシーケンスにおけるＰＳＣの位置が、関連するＰＳＣに関する
ＳＳＣについてのユニークな位相リファレンスの供給を容易にし得る。モバイル機器１１
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６は、各ＳＳＣ、すなわちＳＳＣ１及びＳＳＣ２の位相シフトを検出出来、本例ではそれ
ぞれθ＝２π／３である。そして、モバイル機器１１６は、最大の信号（最大ピーク）が
、ショートＣＰまたはロングＣＰのいずれに関連付けられているかをまだ把握していない
ので、モバイル機器１１６はブラインドＣＰ検出を行い、ショートＣＰを有するグループ
βとロングＣＰを有するグループβの両方の各仮説をテストすることが出来る。ここで、
ショートＣＰを有するグループβについてのＳＳＣの信号と、ロングＣＰを有するグルー
プβについてのＳＳＣの信号がそれぞれ検出され、互いに比較されて、ショートＣＰにつ
いてのＳＳＣの信号が、ロングＣＰについてのＳＳＣの信号と異なる値を有しうる時に、
各ＳＳＣのいずれが強い信号（高い相関）かの判断を容易にし得る。その結果、適切なＣ
Ｐが決定されることが出来、それは所望の基地局１０２（例えば所望のグループ）の特定
を容易にし得る。モバイル機器１１６による評価と検出に一部基づいて、モバイル機器１
１６は、最も強い相関を有するＰＳＣが、ショートＣＰを有するグループβに関連付けら
れていることを判断し得る。モバイル局１１６は、それにより所望の基地局１０２を特定
し、基地局１０２との通信を確立し得る。
【００４３】
　再度図１を参照して、更なる別の側面では、無線通信環境における所望の基地局１０２
の探索を容易にする、代わりうるハイブリッドなアプローチがあり得る。各グループ（α
、β、γのロングＣＰグループ、α、β、γのショートＣＰグループ）におけるＣＰ長が
同じ間隔であるが、ショートＣＰについての連続する２つのＰＳＣ間の間隔（例えば、相
対タイミング間隔）が、ロングＣＰについての連続する２つのＰＳＣ間の間隔と異なり得
る場合（例えば、ショートＣＰグループはタイミング間隔Ｄ１を有し、ロングＣＰグルー
プはタイミング間隔Ｄ１＋Ｄ２を有し得る）に、モバイル機器１１６は所望の基地局１０
２を特定し、探索し得る。ＣＰ長は、２つの連続するＰＳＣ間の２つの異なる間隔をテス
トすることによって検出され得る。このハイブリッドなアプローチは、ＰＳＣシーケンス
によってデスプレッド（despread）された２つのタイムアラインドＰＳＣシンボル（time
 aligned PSC symbol）の電力の和が、ＰＳＣシーケンスによってデスプレッドされた２
つのランダムＯＦＤＭシンボルの電力の和と比較され得るため、より効果的であり得る。
あらゆる２つの連続するＰＳＣの相対間隔は固定されても良い。例えば、Ｄ１はショート
ＣＰの相対間隔であり、Ｄ２はロングＣＰの相対間隔であり、例えばＤ１は５ｍｓ、Ｄ２
は８３μｓであり得る。
【００４４】
　一側面によれば、基地局１０２によってそれぞれ生成されたＳＳＣは、異なるベースま
たは異なるサイクリックシフトを有するChuシーケンスを使用し得る。探索を容易にする
ため、ｅｊｋθの更なる位相シフトがＳＳＣに適用され得る。但し、ｋ＝０、１、２、…
、Ｍ－１であり、θ＝２π／Ｍである。
【００４５】
　別の側面によれば、ＳＳＣ１とＳＳＣ２は、ｅｊｋθ及びｅｊｍθのような、異なる位
相の組み合わせを有することが出来、例えばｋ＝０、１、２、…、Ｍ－１であり、ｍ＝０
、１、２、…、Ｍ－１であり、これはＭ×Ｍの可能性ある組み合わせとなり得る。更に別
の側面によれば、ＳＳＣ１とＳＳＣ２は、同じ位相シフトｅｊｋθを有することが出来る
。そのような場合、位相検出の可能性が向上され得る。また、少なくとも３つの可能性あ
る組み合わせがあっても良く、例えばそれらは、基地局１０２に関連付けられたアンテナ
情報（例えば、１、２、または４つのアンテナ）を示し得る。従って、少なくとも３つの
グループ（例えば、α、β、γ）は、無線フレームにおけるＳＳＣの順番と、ＳＳＣのト
ップ上の位相変調との組み合わせを用いて表現され得る。
【００４６】
　一側面では、リファレンス信号とＳＳＣによる更なる仮説の数はフレキシブルであり得
る。例えば、２つのＳＳＣからの６４の仮説と、リファレンス信号からの８の仮説は、全
体で５１２の仮説をもたらすことが出来る。別の例では、ＳＳＣからの５１２の仮説とバ
リデーション（validation）のために使用されるリファレンス信号により、全５１２の仮
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説となり得る。このリファレンス信号が、ロングＣＰ及びショートＣＰの両方の場合につ
き、０番目と５番目のシンボルに位置し得ることが理解され、そして認識されるだろう。
【００４７】
　図３Ａ～３Ｆを簡単に参照して、無線フレーム３００、３０２、３０４、３０６、３０
８、３１０の例がそれぞれ図示され、これらはネットワークにおける異なる基地局１０２
にそれぞれ関連付けられた無線フレームを示し得る。各無線フレーム３００、３０２、３
０４、３０６、３０８、３１０のＳＳＣの各位相シフトと各相対タイミングとを表２に示
す。表２において、両ＳＳＣにつき同じ位相シフトが用いられる例が示され、Ｍ＝３（例
えば、３－ＰＳＫ）である。
【表２】

【００４８】
　図３Ａ～３Ｃの無線フレーム３００、３０２、３０４につき、そのような無線フレーム
は、ショートＣＰを有している。図３Ｄ～３Ｆの無線フレーム３０６、３０８、３１０に
つき、そのような無線フレームは、ロングＣＰを有している。表２に示すように、ショー
トＣＰに関連付けられた無線フレームは互いに同じ相対間隔（relative distance）を有
することが出来、そしてロングＣＰに関連付けられた無線フレームは互いに同じ相対間隔
を有することが出来るが、その相対間隔は、ショートＣＰを有する無線フレームの相対間
隔とは異なり得る（例えば大きい）。ショートＣＰ及びロングＣＰの各間隔情報は、検出
（例えばタイミング検出）の期間のＣＰの判断を容易にするために用いられることが出来
る。本明細書において述べたように、図２Ａ～２ＦのショートＣＰの無線フレーム２００
、２０２、２０４及びロングＣＰの無線フレーム２０６、２０８、２１０のそれと同様に
、各ＣＰの各グループα、β、γにつき、各ＰＳＣは、各ＰＳＣが属するグループにユニ
ークであり得るシンボルシーケンスにおける位置を有し、これによりＰＳＣ間の区別を容
易にし得る。また、各ＣＰについての各グループα、β、γの各ＳＳＣのユニークな位相
シフトが、相関が最大であるＰＳＣを有する基地局１０２の特定を容易にする、それぞれ
対応するＰＳＣに関する情報を供給することを容易にするために使用され得る。
【００４９】
　ＣＰ長は、タイミング検出についての相関結果を比較することによって判断され、例え
ば最も高い結果を生じるＰＳＣのタイミング検出は所望のＣＰに関連付けられることが出
来、ＣＰ長はこの所望のＣＰに関連付けられた相対間隔によって判断され得る。例えば、
図３Ａ～３Ｆに関しては、もしモバイル機器１１６が、５ｍｓの相対間隔について第１の
タイミング検出を行い、それが第１の結果（例えば相関値）をもたらし、そして第１の結
果よりも高い第２の結果をもたらす５ｍｓ＋８３μｓの相対間隔について第２のタイミン
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グ検出が行われた場合、モバイル機器１１６は、第２の結果についてのＣＰが所望の（例
えば、所望の基地局１０２に関連付けられた）ＣＰであると判断し、相対間隔に一部基づ
いて、例えば図３Ａ～３Ｆに示すようにロングＣＰはより大きい相対間隔を有しているの
で、モバイル機器１１６はそれがロングＣＰであると判断出来る。
【００５０】
　再度図１に戻って、開示された手段の更に別の側面に従って、モバイル機器１１６は、
ネットワークにおける所望の基地局１０２の探索及び特定を容易にする別の方法を用いる
ことが出来る。そのような方法は、例えば、リファレンスシンボルの位置がフレキシブル
であるように、ＳＳＣが異なるグループにつき異なる方向で位置される際に、使用され得
る。そのような場合、所望の基地局１０２を特定するためにモバイル機器１１６がテスト
する仮説を、場合によって増やすことが出来る。
【００５１】
　簡単に図４Ａ～４Ｆを参照して、無線フレーム４００、４０２、４０４、４０６、４０
８、４１０の例がそれぞれ図示され、これらはネットワークにおける異なる基地局１０２
にそれぞれ関連付けられた無線フレームを示し得る。図４Ａ～４Ｃのフレーム４００、４
０２、４０４について、このような無線フレームはショートＣＰを有する。図４Ｄ～４Ｆ
のフレーム４０６、４０８、４１０について、このような無線フレームはロングＣＰを有
する。一例として、ショートＣＰ（例えば無線フレーム４００、４０２、４０４）では、
０番目と４番目のシンボルがリファレンス信号を含み、ロングＣＰ（例えば無線フレーム
４０６、４０８、４１０）では、０番目と３番目のシンボルがリファレンス信号を含むこ
とが出来る。
【００５２】
　図４Ａ～４Ｆに示すように、ＳＳＣは、シンボルシーケンスにおいて、関連するするＰ
ＳＣの左または右に位置され、このことは、リファレンス信号の配置に関する自由度を与
えることを容易にし得る。モバイル機器１１６は、基地局１０２にそれぞれ関連付けられ
たＰＳＣに関する各タイミングを検出して（例えばシンボルタイミングを判断して）、最
も高い相関値を検出し得る。ＳＳＣの位置の検出を容易にするため、あるＰＳＣに関する
タイミングが検出されると、モバイル機器１１６は、そのあるＰＳＣの左、及び右の両方
のシンボル位置上の仮説をテストし、そして２つの仮説の結果を比較し得る。そして、最
も高い相関結果を有する仮説が、このあるＰＳＣに関連付けられたＳＳＣの位置となり得
る。モバイル機器１１６は、検出されたＳＳＣに関する情報（例えば位相情報）とタイミ
ング情報を用いて、ネットワークにおける所望の基地局１０２の特定を容易にし得る。
【００５３】
　図５につき、無線通信環境内のセル（例えば基地局）の探索を容易にするシステム５０
０が図示されている。システム５００は、モバイル機器１１６のような１つまたはそれ以
上のモバイル機器と通信し得る基地局１０２を含み得る。明確化及び簡潔化のために図５
では１つのモバイル機器のみが示されていることが理解され、認識される。更に基地局１
０２は、種々の機能を実行可能な異なる機器（例えばサーバ、図示せず）、及び／または
他の基地局と通信し得る。基地局１０２（例えばセル）とモバイル機器１１６はそれぞれ
、例えばシステム１００に関して、本明細書で十分に説明された各要素と同じまたは同様
であり、及び／またはそれぞれ同じまたは同様の機能を備えることが出来る。
【００５４】
　モバイル機器１１６は、無線通信環境における基地局１０２及びその他のモバイル機器
（例えば１２２）との通信を確立するための、無線通信環境における複数の基地局の中か
ら基地局１０２（例えばセル）を探索し得る。一側面では、基地局１０２の探索を容易に
するためモバイル機器１１６は、各基地局（例えば１０２）によって与えられる信号を検
出し探索して、通信を確立する所望の基地局１０２を特定し、及び／または確認し得る、
探索器５０２を備え得る。
【００５５】
　探索器５０２は、各基地局（例えば１０２）によって送信された各ＰＳＣに関するタイ
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ミング情報（例えばシンボルタイミング）を検出出来るＰＳＣ検出器５０４を含むことが
出来、ここで各ＰＳＣのタイミング情報は、例えばそのようなＰＳＣの各強度の判断を容
易にするために解析され、評価され得る。ＰＳＣ検出器５０４は、最も高い相関値を有す
るＰＳＣを特定するために、各ＰＳＣに関する各相関値を判断するための計算を実行し、
各信号強度を評価し得る。ここで、そのようなＰＳＣは、探索器５０２が探索している基
地局１０２に関連付けられ得る。ＰＳＣ検出器５０４はまた、それぞれＰＳＣに関する相
対間隔を測定及び／または評価し得る。ここで、そのような相対間隔情報は、ＣＰ長の決
定及び／または基地局１０２の特定を容易にするために使用され得る。
【００５６】
　探索器５０２は更に、各基地局（例えば１０２）によって送信されたＳＳＣに関連付け
られた情報を検出出来るＳＳＣ検出器５０６を含み得る。ここで、そのＳＳＣは、例えば
、ＰＳＣとそれぞれに関連するＳＳＣとの間の各位相角の判断、ある基地局１０２の特定
、及び／またはモバイル機器１１６と基地局（例えば１０２）との間の接続の確立の促進
、を容易にするために、評価され、解析され得る。このＳＳＣ検出器５０６は、位相シフ
ト情報及び／またはその他の情報を検出して、ＰＳＣ検出器５０４によって検出されたＰ
ＳＣを送信している基地局１０２の判断を容易にし得る。ＳＳＣ検出器５０６はまた、検
出された情報を評価して、ある基地局１０２に関連付けられたアンテナの数の決定を容易
にし得る。ＳＳＣ検出器５０６は、各ＳＳＣに関連付けられた、検出された情報に関する
計算を実行し、及び／または評価して、最も高い相関値を有するあるＳＳＣを判断し得る
。ここで、そのようなＳＳＣは、探索器５０２が探索している基地局１０２に関連付けら
れ得る。
【００５７】
　一側面では、ＳＳＣ検出器５０６は、ショートＣＰに関連付けられたＳＳＣが、ロング
ＣＰに関連付けられたＳＳＣと同じ位相シフトを有する場合、ＣＰ長の検出（例えばブラ
インド検出）を容易にするための仮説のテストに使用され得る。ＳＳＣ検出器５０６は、
どのＳＳＣが最も高い相関を有するかを判断するための計算を実行可能であり、また評価
することが出来、最も高い相関値を有するＳＳＣに一部基づいて、所望の基地局１０２に
関連付けられたＣＰ長を判断することが出来る。ＳＳＣ検出器５０６はまた、ＳＳＣがシ
ンボルシーケンスのいずれかのサイドに位置出来る際に、所望のＳＳＣの検出を容易にす
るための仮説のテストに使用され得る。ＳＳＣ検出器５０６は、どのＳＳＣが最も高い相
関を有するかを判断するための計算を実行可能であり、また評価することが出来、最も高
い相関値を有するＳＳＣに一部基づいて、シンボルシーケンスにおける関連するＰＳＣに
ついてのＳＳＣの位置を判断出来る。最も高い値を有するこのＳＳＣは、所望のＳＳＣで
あり、所望の基地局１０２に関連付けられ得る。所望のＳＳＣに関連付けられた、位相情
報のような情報は、所望の基地局１０２の特定を容易にするために評価され得る。
【００５８】
　ここで、図６を参照して、無線通信環境内のセルの探索を容易にするシステム６００が
図示される。システム６００は、無線通信環境において、モバイル機器１１６のような、
１つまたはそれ以上のモバイル機器と通信し得る複数の基地局１０２（明確化及び簡潔化
のため、図６では１つの基地局１０２のみが図示される）を含み得る。図６では、明確化
と簡潔化のために１つのモバイル機器１１６のみが図示されていることが理解され、認識
される。更に基地局１０２は、要望により、種々の機能を実行可能な異なる機器（例えば
サーバ、図示せず）及び／または他の基地局と通信し得る。基地局１０２とモバイル機器
１１６はそれぞれ、例えばシステム１００及び／またはシステム５００に関して、本明細
書で十分に説明された各要素と同じまたは同様であり、及び／またはそれぞれ同じまたは
同様の機能を備えることが出来る。
【００５９】
　各基地局１０２は、無線通信環境において送信され得るＰＳＣの生成と供給を容易にし
得るＰＳＣ生成器６０２を含み得る。このＰＳＣは、無線通信環境（例えばネットワーク
）における基地局（例えば１０２）を発見し、及び／または基地局との通信を確立するた
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めの、モバイル機器１１６による探索を容易にするために使用され得る。生成されたこの
ＰＳＣは、ネットワーク内の基地局１０２に共通であって良く、または基地局１０２によ
ってそれぞれ使用されることの出来る各値の、１つより多い数のＰＳＣがあっても良い。
【００６０】
　各基地局１０２はまた、無線通信環境において送信（例えばブロードキャスト）され得
るＳＳＣを生成し供給し得るＳＳＣ生成器６０４を含み得る（例えば、各基地局は、ユニ
ークなＳＳＣを生成出来る）。ＳＳＣは、モバイル機器１１６がＳＳＣに関連付けられた
情報を検出することが出来、そしてＰＳＣと共にＳＳＣが、無線通信環境における所望の
基地局の探索を容易にして、そのような基地局１０２との通信を確立するために使用され
得るようにして、セルの探索を容易にし得る。
【００６１】
　更に、各基地局１０２はまた、リファレンス信号を生成して供給可能なリファレンス信
号生成器６０６を含み得る。このリファレンス信号は、ＰＳＣに関するタイミングの判断
を容易にするため、及び／または所望の基地局１０２の特定を容易にするために、要望に
従ってモバイル機器１１６によって検出され、使用され得る。
【００６２】
　図７～８を参照して、無線通信環境における技術間のハンドオフ（inter-technology h
andoff）を可能にするパイロット（pilot）の使用に関する方法が図示される。説明の簡
単化の目的のため、この方法は一連の動作として示され説明されるが、本方法は、この動
作の順序に限定されるものでは無く、１つまたはそれ以上の実施形態に従って、いくつか
の動作は、本明細書で示され、説明されたものと異なる順序で行われ、及び／または他の
動作と同時に行われうることが理解され、認識される。例えば当業者は、代わりに、状態
図のような相互に関係づけられた一連の状態またはイベントとして、本方法が表現されて
も良いことを理解し、認識するだろう。更に、１つまたはそれ以上の実施形態に従った方
法を実施するためには、全ての図示された動作が求められるとは限らない。
【００６３】
　図７を参照して、無線通信環境においてセル（例えば基地局１０２）の探索を容易に出
来る方法７００が図示される。７０２において、タイミング情報が検出され得る。一側面
では、タイミング情報はそれぞれ、ネットワーク中のセルにそれぞれ関連付けられ得るＰ
ＳＣにそれぞれ関連付けられることが出来る。モバイル機器１１６は、関連するセルとＰ
ＳＣにそれぞれ関連付けられたタイミング情報を検出出来る探索器（例えば５０２）を使
用し得る。この探索器は、受信した情報を評価し、所望のセルの発見を容易にするために
使用され得るタイミング情報を検出及び／または決定するための計算を実行できる。
【００６４】
　７０４において、ＰＳＣに関連付けられたＳＳＣの位相情報に一部基づいて、セルが特
定され得る。一側面では、探索器は、ＳＳＣと、それに関連する情報（例えば、どのＳＳ
Ｃが最も高い相関を有するかを判断して、所望のセルを特定し及び／またはＣＰを検出す
るために使用され得る、位相情報のような情報）を検出出来る。探索器は、ＳＳＣ及び／
またはＰＳＣに関連付けられた情報のような受信情報を評価して、ＳＳＣの検出、セルの
特定、及び／またはＣＰの検出を容易にすることが出来る。シンボルシーケンスにおける
ＰＳＣの位置及び／またはＳＳＣの位相情報に関する情報（ここでＰＳＣは、関連するＳ
ＳＣについての位相リファレンスとして使用され得る）は、所望のセルに関する判断及び
／または識別に当たって使用され得る。
【００６５】
　図８を参照して、無線通信環境におけるセルの探索を容易にする方法８００が図示され
ている。８０２において、ＰＳＣにそれぞれ関連する相関値が判断され得る。一側面では
、モバイル機器（例えば１１６）は、各ＰＳＣに関連する相関値を算出及び／または判断
し得る探索器（例えば５０２）を用いて、最も相関値の高いＰＳＣを判断出来る。最も高
い相関値を有するＰＳＣは、モバイル機器が特定と通信の確立を求める所望のセル（例え
ば所望の基地局１０２）に関連し得る。相関値は、ＰＳＣにそれぞれ関連するタイミング
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情報に対応し得る。
【００６６】
　８０４において、ＳＳＣにそれぞれ関連する相関値が判断され得る。一側面では、探索
器は、各ＳＳＣに関連した相関値を計算、及び／または判断することが出来、ここで探索
器は、どのＳＳＣが最も高い相関値を有するかを判断出来る。最も高い相関値を有するこ
のＳＳＣは、所望のセルに関連づけられ得る。ＳＳＣに関連する位相情報は、所望のＳＳ
Ｃの検出を容易にするために用いられ得る。８０６において、ＣＰ長が検出され得る。一
側面では、ＣＰ長が未知であり、しかし無線フレームにおける２つのＰＳＣ間の相対タイ
ミング間隔が固定されていれば、探索器は、ブラインドＣＰ検出を用いて、ＣＰ長の検出
を容易にすることが出来る。一側面では、ショートＣＰに関する連続する２つのＰＳＣ間
の相対間隔が、ロングＣＰに関する連続する２つのＰＳＣの相対間隔と異なる際には、探
索器は、異なる相対間隔における相関値を計算することにより、ＣＰ長を検出及び／また
は判断出来る。ここで、最も高い相関値に関連する相対間隔が、検出されることが望まれ
るＣＰ長に関連づけられ得る。
【００６７】
　８０８において、セルが相関値に一部基づいて選択されることが出来る。一側面では、
探索器は、他のＰＳＣに比べて最も高い相関値に関連するＰＳＣを判断し、他のＳＳＣに
比べて最も高い相関値に関連するＳＳＣを判断し、及び／または他のＣＰ長に比べて最も
高い相関値に関連するＣＰ長を判断して、このモバイル機器が通信の確立を要求すること
の出来る所望の基地局（例えば、最大の信号を有する基地局）となり得るセルの選択を容
易にすることが出来る。
【００６８】
　本明細書で述べられた１つまたはそれ以上の側面では、無線通信環境におけるモバイル
機器による基地局（例えばセル）の探索に関しての推測（inference）がなされ得る。本
明細書で使用される際、推測（infer or inference）は、イベント及び／またはデータを
介して取り込まれたものとしての観測結果のセットから、システム、環境、及び／または
ユーザの状態を推測（inferring）し、または推論（reasoning about）することのプロセ
スを指す。推測は例えば、特定のコンテキストまたは動作を特定するために使用されるこ
とが出来、または状態の確率分布をもたらし得る。この推測は、確率的であり得る。すな
わち、データ及びイベントの考慮に基づく着目する状態の確率分布の計算である。推論は
また、イベント及び／またはデータのセットからより高いレベルのイベントを構成するた
めに使用される方法を指すことも出来る。そのような推論によって、イベントが時間的に
密接に関連していようとなかろうと、そしてイベント及びデータが１つのイベント及びデ
ータソースから来ているかまたは複数から来ているかに関わらず、観測されたイベント及
び／または保持されたイベントデータから、新たなイベントまたは動作が構成される。
【００６９】
　一例によれば、上記の１つまたはそれ以上の方法は、ＰＳＣを検出すること、ＳＳＣを
検出すること、ＰＳＣまたはその他の信号の相対強度を判断すること等に関連する推論を
行うことを含むことが出来る。前述の例は、事実上、例示的なものであり、なされ得る仮
説の数、または本明細書で説明された種々の実施形態及び／または方法に関連してそのよ
うな推論がなされる方法を限定することを意図したものでは無い。
【００７０】
　図９は、無線通信システムにおける基地局の探索の実行を容易にし得るモバイル機器９
００を例示する。モバイル機器９００は、例えば受信アンテナ（図示せず）から信号を受
信し、そして受信した信号についての典型的な動作（例えばフィルタ、増幅、ダウンコバ
ート等）を行い、調整された信号をデジタル化してサンプルを得る受信機９０２を備えて
いる。受信機９０２は例えばＭＭＳＥ受信機であり、受信したシンボルを復調し、チャネ
ルの評価のためにそれをプロセッサ９０６に供給する復調器９０４を備えることが出来る
。プロセッサ９０６は、受信機９０２によって受信された情報を解析し、及び／または送
信機９０８による送信のための情報を生成するプロセッサ、モバイル機器９００の１つま
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たはそれ以上の要素を制御するプロセッサ、及び／または受信機９０２で受信された情報
を解析し、送信機９０８による送信のための情報を生成し、そしてモバイル機器９００の
１つまたはそれ以上の要素を制御するプロセッサであり得る。モバイル機器９００はまた
、送信機９０８と共に動作し、例えば基地局１０２やその他のモバイル機器等への信号（
例えばデータ）の送信を容易にし得る変調器９１０を備えることが出来る。
【００７１】
　モバイル機器９００は更に、プロセッサ９０６と動作可能なように結合されることが出
来、送受信データ、基地局に関連付けられたＰＳＣに関する情報、各基地局に関連付けら
れたＳＳＣに関する情報、セル探索に関する相関の判断に関連する情報、ＣＰ長に関する
情報、及び／または無線通信環境において所望の基地局１０２（例えばセル）の探索の実
行を容易にし得る情報、を保持出来る。メモリ９１２は更に、無線通信環境において基地
局の探索に関するアルゴリズム及び／またはプロトコルを保持出来る。
【００７２】
　本明細書で説明されたメモリ９１２（例えばデータ保持）は、揮発性メモリ及び／また
は不揮発性メモリであって良いことが理解されるだろう。例示の目的で且つこれに限定す
るものでないが、不揮発性メモリは、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、書き込み可能なＲ
ＯＭ（ＰＲＯＭ）、電気的に書き込み可能なＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的に消去可能な
ＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュメモリ、及び／または不揮発性のランダムアクセ
スメモリ（ＮＶＲＡＭ）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
して動作可能なランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）を含むことが出来る。例示の目的で且
つこれに限定するものでないが、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Ｓ
ＤＲＡＭ（ＤＤＲ ＳＤＲＡＭ）、エンハンスドＳＤＲＡＭ（ＥＳＤＲＡＭ）、Synchlink
 ＤＲＡＭ（ＳＬＤＲＡＭ）、及びダイレクトラムバス（direct Rambus（登録商標））Ｄ
ＲＡＭ（ＤＲＲＡＭ）のような多くの形態で利用可能である。主題となるシステム及び方
法のメモリ９１２は、これに限定されないが、これらの及びその他の適切なタイプのメモ
リを含むことを意図している。
【００７３】
　プロセッサ９０６はまた、無線通信環境における複数の基地局の中から所望の基地局（
例えば１０２）を発見し、特定し、及び／またはそれとの通信を確立するための、モバイ
ル機器９００による探索を容易にし得る探索器５０２を備えることが出来る。探索器５０
２が、例えばシステム１００及び／またはシステム５００に関して本明細書でより詳細に
説明されたような各要素と同じまたは同様であって良く、または機能的に同じまたは同様
であっても良いことが理解され、認識される。更に、探索器５０２が、要求に従って、（
図示するように）スタンドアローンのユニットであっても良く、別の要素内に組み込まれ
ても良く、及び／または実質的にこれらの組み合わせであっても良いことが理解され、認
識される。
【００７４】
　図１０は、無線通信システムに関連する基地局の探索を容易にし得るシステム１０００
を例示する。システム１０００は複数の基地局１０２（例えばアクセスポイント）（簡潔
化及び明確化のため、図１０では唯１つの基地局のみが図示されている）を備えることが
出来、各基地局１０２は、複数の受信アンテナ１００４を介して１つまたはそれ以上のモ
バイル機器１１６から信号を受信し得る受信機１００２と、送信アンテナ１００８を介し
て１つまたはそれ以上のモバイル機器１１６に信号を送信し得る送信機１００６を備え得
る。受信機１００２は、受信アンテナ１００４から情報を受信出来、受信した情報を復調
する復調器１０１０に動作可能に関連付けられ得る。復調されたシンボルは、受信機１０
０２で受信された情報を解析し、及び／または送信機１００６による送信のための情報を
生成するプロセッサ、基地局１０２の１つまたはそれ以上の要素を制御するプロセッサ、
及び／または受信機１００２で受信した情報を解析し、送信機１００６による送信のため
の情報を生成し、及び／または基地局１０２の１つまたはそれ以上の要素を制御するプロ
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セッサ、であり得るプロセッサ１０１２によって解析されることが出来る。基地局１０２
はまた、送信機０６と共に動作し、例えばモバイル機器１１６や他の機器等への信号（例
えばデータ）の送信を助け得る変調器１０１４を備えることが出来る。
【００７５】
　プロセッサ１０１２は、送信されるデータに関する情報、ＰＳＣに関する情報、ＳＳＣ
に関する情報、及び／または無線通信環境における基地局（例えば１０２）のモバイル機
器１１６による探索に関するその他の情報を保持することが出来るメモリ１０１６に結合
され得る。メモリ１０１６は更に、モバイル機器１１６による、無線通信環境における基
地局１０２の探索を助けるために、ＰＳＣ及び／またはＳＳＣに関連付けられ、及び／ま
たはこれらの供給を容易にするプロトコル及び／またはアルゴリズムを保持することが出
来る。
【００７６】
　プロセッサ１０１２は、無線通信環境において送信され得るＰＳＣの生成及び供給を助
けるＰＳＣ生成器６０２に結合されることが出来る。このＰＳＣは、無線通信環境におけ
る基地局１０２を発見し、特定し、及び／またはこの基地局１０２との通信を確立するた
めの、モバイル機器１１６による探索を容易にするために使用されることが出来る。ＰＳ
Ｃ生成器６０２が、例えばシステム１００及び／またはシステム６００に関して本明細書
でより詳細に説明されたような各要素と同じまたは同様であって良く、または機能的に同
じまたは同様であっても良いことが理解され、認識される。更にＰＳＣ生成器６０２が、
要求に従って、（図示するように）スタンドアローンのユニットであっても良く、プロセ
ッサ１０１２内部に含まれても良く、別の要素内に組み込まれても良く、及び／または実
質的にこれらの組み合わせであっても良いことが理解され、認識される。
【００７７】
　プロセッサ１０１２は、無線通信環境において送信（例えばブロードキャスト）され得
るＳＳＣを生成及び供給出来るＳＳＣ生成器６０４（例えば、各基地局はユニークなＳＳ
Ｃを生成出来る）に結合され得る。ＳＳＣはモバイル機器１１６によって検出されること
が出来、このＳＳＣはＰＳＣと共に、無線通信環境における所望の基地局１０２の探索と
、その基地局１０２との通信の確立を助けるために用いられることが出来る。ＳＳＣ生成
器６０４が、例えばシステム１００及び／またはシステム６００に関して本明細書でより
詳細に説明されたような各要素と同じまたは同様であって良く、または機能的に同じまた
は同様であっても良いことが理解され、認識される。更にＳＳＣ生成器６０４が、要求に
従って、（図示するように）スタンドアローンのユニットであっても良く、プロセッサ１
０１２内部に含まれても良く、別の要素内に組み込まれても良く、及び／または実質的に
これらの組み合わせであっても良いことが理解され、認識される。
【００７８】
　プロセッサ１０１２は、モバイル機器（例えば１１６）による所望の基地局１０２の探
索の期間、所望の基地局１０２の検出を助け、及び／またはタイミング検出を助けるため
に、リファレンス信号を発生し、例えばモバイル機器（例えば１１６）に供給出来る、リ
ファレンス信号生成器６０６であり、及び／またはこれに結合されることが出来る。リフ
ァレンス信号生成器６０６が、例えばシステム１００及び／またはシステム６００に関し
て本明細書でより詳細に説明されたような各要素と同じまたは同様であって良く、または
機能的に同じまたは同様であっても良いことが理解され、認識される。更にリファレンス
信号生成器６０６が、要求に従って、（図示するように）スタンドアローンのユニットで
あっても良く、プロセッサ１０１２内部に含まれても良く、別の要素内に組み込まれても
良く、及び／または実質的にこれらの組み合わせであっても良いことが理解され、認識さ
れる。
【００７９】
　図１１は、例となる無線通信システム１１００を示す。無線通信システム１１００は、
簡潔さのために、１つの基地局１１１０と１つのモバイル機器１１５０が図示されている
。しかしながら、システム１１００が１つを超える数の基地局及び／または１つを超える
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数のモバイル機器を含んでも良く、更なる基地局及び／またはモバイル機器が以下で説明
される基地局１１１０及びモバイル機器１１５０の例と実質的に同様または異なっていて
も良いことが理解される。更に基地局１１１０及び／またはモバイル機器１１５０は、本
明細書で説明されたシステム（図１、５～６、及び９～１０）及び／または方法（図７～
８）を実施して、これらの間の無線通信を容易に出来ることが理解される。
【００８０】
　基地局１１１０では、多くのデータストリームについてのトラフィックデータが、デー
タソース１１１２から送信（ＴＸ）データプロセッサ１１１４に供給される。一例によれ
ば、各データストリームは、各アンテナ上に送信され得る。ＴＸデータプロセッサ１１１
４は、符号化データを得るために選択されたある符号化スキームに基づいて、トラフィッ
クデータをフォーマットし、符号化し、そしてインターリーブする。
【００８１】
　各データストリームにつき符号化されたデータは、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）技
術を用いてパイロットデータとマルチプレクスされ得る。更にまたは代わりに、パイロッ
トシンボルが周波数分割多重（ＦＤＭ）、時分割多重（ＴＤＭ）、または符号分割多重（
ＣＤＭ）されても良い。このパイロットデータは、チャネル応答を評価するためにモバイ
ル機器１１５０において使用されることが出来、また既知の方法によって処理される、典
型的には既知のデータパターンである。各データストリームについての、マルチプレクス
されたパイロットと符号化されたデータは、変調シンボルを得るためにデータストリーム
につき選択されたある変調スキーム（例えば、二位相偏移変調（ＢＰＳＫ）、四位相偏移
変調（ＱＰＳＫ）、多値位相変調（Ｍ－ＰＳＫ）、多値直交振幅変調（Ｍ－ＱＡＭ）等）
に従って変調されることが出来る。各データストリームについてのデータレート、符号化
、及び変調は、プロセッサ１１３０によって与えられるまたは実行される命令により決定
され得る。
【００８２】
　データストリームについての変調シンボルは、変調シンボルを更に処理（例えばＯＦＤ
Ｍ）し得るＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ１１２０に供給されることが出来る。ＴＸ ＭＩＭＯ
プロセッサ１１２０は更に、ＮＴ個の変調シンボルストリームを、ＮＴ個の送信機（ＴＭ
ＴＲ）１１２２ａ～１１２２ｔに供給する。種々の実施形態において、ＴＸ ＭＩＭＯプ
ロセッサ１１２０は、データストリームのシンボル及びこのシンボルが送信されるアンテ
ナに、ビームフォーミングの重みを適用する。
【００８３】
　各送信機１１２２は、各シンボルストリームを受信して処理し、１つまたはそれ以上の
アナログ信号を供給し、更にこのアナログ信号を調整（例えば増幅、フィルタ、及びアッ
プコンバート）して、ＭＩＭＯチャネル上での送信に適切な変調信号を供給する。更に、
送信機１１２２ａ～１１２２ｔからのＮＴ個の変調信号が、ＮＴ個のアンテナ１１２４ａ
～１１２４ｔからそれぞれ送信される。
【００８４】
　モバイル機器１１５０では、送信された変調信号がＮＲ個のアンテナ１１５２ａ～１１
５２ｒで受信され、各アンテナ１１５２からの受信信号が各受信機（ＲＣＶＲ）１１５４
ａ～１１５４ｒに供給される。各受信機１１５４は、各信号を調整（例えばフィルタ、増
幅、及びダウンコバート）し、調整された信号をデジタル化してサンプルを得、そし更に
このサンプルを処理して、対応する“受信”シンボルストリームを供給する。
【００８５】
　ＲＸデータプロセッサ１１６０は、ある受信機処理技術に基づいて、ＮＲ個の受信機１
１５４からの受信シンボルストリームを受信して処理し、ＮＴ個の“検出”シンボルスト
リームを供給出来る。ＲＸ データプロセッサ１１６０は、各検出シンボルを復調、デイ
ンターリーブ（deinterleave）、及び復号化して、データストリームについてのトラフィ
ックデータを再生（recover）出来る。ＲＸデータプロセッサによるこの処理は、基地局
１１１０におけるＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ１１２０及びＴＸデータプロセッサ１１１４
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により実行されるそれと相補的である。
【００８６】
　プロセッサ１１７０は、上記議論されたように、定期的に、実施するためにいずれか利
用可能な方法を判断出来る。更にプロセッサ１１７０は、マトリックスインデックス部（
matrix index portion）とランク値部（rank value portion）とを備えるリバースリンク
メッセージを組み立てることが出来る。
【００８７】
　リバースリンクメッセージは、通信リンク及び／または受信データストリームについて
の種々のタイプの情報を備えることが出来る。リバースリンクメッセージは、ＴＸデータ
プロセッサ１１３８（ＴＸデータプロセッサ１１３８はまた、データソース１１３６から
の多くのデータストリームについてのトラフィックデータを受信する）によって処理され
、変調器１１８０によって変調され、送信機１１５４ａ～１１５４ｒによって調整され、
そして基地局１１１０に送信されて戻される。
【００８８】
　基地局１１１０では、モバイル機器１１５０からの変調信号がアンテナ１１２４で受信
され、受信機１１２２で調整され、復調器１１４０で復調され、そしてＲＸデータプロセ
ッサ１１４２で処理されて、モバイル機器１１５０によって送信されたリバースリンクメ
ッセージが取り出される。更にプロセッサ１１３０は、取り出されたメッセージを処理し
て、ビームフォーミングの重みを決定するために、どのプリコーディングマトリックス（
precoding matrix）を用いるかを判断する。
【００８９】
　プロセッサ１１３０、１１７０はそれぞれ、基地局１１１０及びモバイル機器１１５０
の動作を命令（例えば制御、調整、管理など）出来る。各プロセッサ１１３０、１１７０
は、プログラムコード及びデータを保持するメモリ１１３２、１１７２に関連付けられる
ことが出来る。プロセッサ１１３０、１１７０はまた、周波数を得るための計算を実行可
能であり、そしてそれぞれアップリンク及びダウンリンクについてのインパルス応答評価
を行うことが出来る。
【００９０】
　本明細書で述べられた実施形態は、ハードウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マ
イクロコード、またはこれらのあらゆる組み合わせにより実装可能であることが理解され
る。ハードウェア実装では、処理ユニットは、１つまたはそれ以上の、本明細書で述べら
れた機能を実行するように設計された特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、デジタルシグ
ナルプロセッサ（ＤＳＰ）、デジタルシグナルプロセッサデバイス（ＤＳＰＤ）、プログ
ラマブル論理デバイス（ＰＬＤ）、フィールドプログラマブルゲートアレイシグナル（Ｆ
ＰＧＡ）、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、そ
の他の電子機器、またはこれらの組み合わせ内で実施可能である。
【００９１】
　実施形態がソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、またはマイクロコード、プ
ログラムコード、またはコードセグメントで実装される場合、これらは記憶要素のような
機器読み出し可能な媒体に保持され得る。コードセグメントは、手順、機能、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、または命令、データ構造、またはプログラムステートメントの組み合わせを表し得
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、またはメモリコ
ンテンツを渡す、及び／または受信することにより、別のコードセグメントまたはハード
ウェア回路と結合され得る。情報、アーギュメント、パラメータ、データ等は、メモリ共
有、メッセージパッシング（message passing）、トークンパッシング（token passing）
、ネットワーク送信などを含む適切な手段を用いることで、パスされ、フォワードされ、
または送信されることができる。
【００９２】
　ソフトウェア実装においては、本明細書で説明された方法は、本明細書で説明された機
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能を実行するモジュール（例えば手順、機能、及び同種のもの）で実装され得る。ソフト
ウェアコードは、メモリユニットに保持され、プロセッサで実行され得る。メモリユニッ
トは、プロセッサ内に実装されることができ、または当技術分野で周知の種々の手段を介
してプロセッサと通信可能に接続されることができる場合に、プロセッサの外部で実装さ
れ得る。
【００９３】
　図１２を参照して、無線通信環境におけるセルの探索を容易にし得るシステム１２００
が図示されている。例えばシステム１２００は、少なくとも部分的にモバイル機器（例え
ば１１６）内部に存在し得る。プロセッサ、ソフトウェア、またはそれらの組み合わせ（
例えばファームウェア）によって実装された機能を果たす機能ブロックであり得る機能ブ
ロックを含むようにシステム１２００が図示されていることが理解されるだろう。システ
ム１２００は、共同して動作し得る電子的要素の論理的なグルーピング（grouping）１２
０２を含む。例えば論理的なグルーピング１２０２は、ＰＳＣを検出する電子的要素１２
０４を含むことが出来る。一側面では、各ＰＳＣに関連付けられたタイミング情報及び／
またはＰＳＣにそれぞれ関連付けられたその他の情報は、ＰＳＣを検出する電子的要素１
２０４によって検出され得る。更に論理的なグルーピング１２０２は、ＳＳＣを検出する
電子的要素１２０６を備えることが出来る。一側面によれば、ＳＳＣに関連付けられた情
報（例えば位相情報、相関情報等）及び／またはＣＰ長に関連付けられた情報は、ＳＳＣ
を検出する電子的要素１２０６によって検出され得る。更に論理的なグルーピング１２０
２は、ＳＳＣにそれぞれ関連する情報に一部基づいてセルを選択する電子的要素１２０８
を含むことが出来る。一側面によれば、セル（例えば基地局１０２）は、電子的要素１２
０８によって、ＳＳＣ情報及び／またはＰＳＣにそれぞれ関連するタイミング情報のよう
なその他の情報に一部基づいて選択され得る。更にシステム１２００は、電子的要素１２
０４、１２０６、１２０８に関連する機能の実行のための命令を保持するメモリ１２１０
を含むことが出来る。メモリ１２１０の外部に示されているが、１つまたはそれ以上の電
子的要素１２０４、１２０６、１２０８は、メモリ１２１０内にあっても良い。
【００９４】
　図１３を参照して、無線通信環境におけるセルの探索を容易にし得るシステム１３００
が図示されている。システム１３００は、例えば基地局（例えば１０２）内部に存在し得
る。図示するようにシステム１３００は、プロセッサ、ソフトウェア、またはこれらの組
み合わせ（例えばファームウェア）によって実装される機能を果たす機能ブロックを含む
。システム１３００は、共同して動作し得る電子的要素の論理的なグルーピング（groupi
ng）１３０２を含む。論理的なグルーピング１３０２は、ＰＳＣを生成する電子的要素１
３０４を含むことが出来る。更に論理的なグルーピング１３０２は、ＳＳＣを生成する電
子的要素１３０６を含むことが出来る。一側面では、生成されたＳＳＣは、セルの探索を
容易にするためにユニークであり得る（例えば基地局は、異なる基地局に関連付けられた
１つまたはそれ以上のＳＳＣと異なり得る１つまたはそれ以上のＳＳＣに関連付けられる
ことが出来る）。更に論理的なグルーピング１３０２は、リファレンス信号を生成する電
子的要素１３０８を含むことが出来る。一側面では、リファレンス信号はＰＳＣに関連づ
けられたタイミング情報の検出を容易にするために使用されることが出来、及び／または
セルの探索を容易にすることが出来る。更にシステム１３００は、電子的要素１３０４、
１３０６、１３０８に関連する機能の実行のための命令を保持するメモリ１３１０を含む
ことが出来る。メモリ１３１０の外部に示されているが、電子的要素１３０４、１３０６
、１３０８は、メモリ１３１０内にあっても良い。
【００９５】
　図１４は、無線通信環境における基地局の探索を容易に出来る別のシステム例を例示す
る。システム１４０２は、プライマリ同期チャネル（ＰＳＣ）に関するタイミング情報を
検出する要素１４０２と、ＰＳＣに関連付けられた位相情報に一部基づいてセルを特定す
る要素１４０４と、ネットワークコンテキスト情報を搬送する、共にタイムディザリング
された（time dithered）プライマリ同期チャネル／セカンダリ同期チャネル（ＰＳＣ／
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ＳＳＣ）を採用する要素１４０６と、ＰＳＣが、同期システムにおいて単一周波数ネット
ワーク（ＳＦＮ）の影響を有しないようにする要素１４０８と、サイクリックプリフィッ
クス（ＣＰ）長に関わらず、２つの連続するＰＳＣ間の相対時間間隔を固定（fix）する
要素１４１０と、ＰＳＣにそれぞれ関連付けられた相関値を判断（determine）する要素
１４１２と、ＳＳＣにそれぞれ関連付けられた相関値を判断（determine）する要素１４
１４と、ＣＰ長を判断（determine）する要素１４１６と、判断された相関値に一部基づ
いてセルを選択する要素１４１８と、及び／または、２つの連続するＰＳＣ間の相対時間
間隔を固定（fix）する要素１４２０とを含む。
【００９６】
　システム１４００の上記の要素は、ハードウェア、ソフトウェア、またはそれらの組み
合わせであり得ることが理解される。更に、システム１４００が各要素の全てを必要とは
しないこと、及びこれらの要素のサブセットの多くの適切な組み合わせが、本明細書で述
べられた機能の実現にあたって、用いられ得ることが理解される。
【００９７】
　上記説明されたことは、１つまたはそれ以上の側面を含む。言うまでもなく、上記の実
施形態を説明するための目的で、要素または手順の全ての考え得る組み合わせを説明する
ことは可能では無く、しかし当業者は、種々の実施形態の、多くの更なる組み合わせ及び
置換が可能であることを認識出来るだろう。従って、説明された実施形態は、添付の特許
請求の範囲の範囲と思想内に含まれる全てのそのような修正、変形、及び変化を包含する
ことを意図している。更に、実施の形態または請求項のいずれかにおいて、用語「含む（
include）」が使用される限りでは、当該用語は、請求項における移行部の用語（transit
ional word）として使用される際の「備える（comprising）」の解釈のされ方と同様に包
括的であることを意図している。
　以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　複数のステージのセル探索を容易にする方法であって、
　プライマリ同期チャネル（ＰＳＣ）に関するタイミング情報を検出することと、
　セカンダリ同期チャネル（ＳＳＣ）に関連付けられた位相情報に一部基づいて、セルを
特定することと
　を備える方法。
［Ｃ２］
　ネットワークコンテキスト情報を搬送する、共にタイムディザリングされた（time dit
hered）プライマリ同期チャネル／セカンダリ同期チャネル（ＰＳＣ／ＳＳＣ）を採用す
ることと、
　前記ＰＳＣが、同期システムにおいて単一周波数ネットワーク（ＳＦＮ）の影響を有し
ないようにすることと
　を備えるＣ１の方法。
［Ｃ３］
　２つの連続するＰＳＣ間の相対時間間隔を固定すること、を備えるＣ１の方法。
［Ｃ４］
　サイクリックプリフィックス（cyclic prefix）（ＣＰ）長にかかわらず、前記２つの
連続するＰＳＣの前記相対時間間隔を固定すること、を備えるＣ３の方法。
［Ｃ５］
　ＳＳＣは、異なるベース（base）または異なるサイクリックシフト（cyclic shift）を
有するChuシーケンスを用いる、Ｃ１の方法。
［Ｃ６］
　ＰＳＣにそれぞれ関連する相関値を判断することと、
　ＳＳＣにそれぞれ関連する相関値を判断することと、
　ＣＰ長を判断することと、
　前記判断された相関値に一部基づいて前記セルを選択することと
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　を備えるＣ１の方法。
［Ｃ７］
　どのセカンダリ同期チャネル（ＳＳＣ）シーケンスが特定のセルから送信されたかを検
出し、特定して、前記セルに関連付けられた仮定と前記セルの特定を判断すること、を備
えるＣ１の方法。
［Ｃ８］
　基地局を探索することを備え、この際にサイクリックプリフィックス（ＣＰ）がブライ
ンド（blindly）に検出されうる、Ｃ４の方法。
［Ｃ９］
　更なる位相シフトｅｊｋθがＳＳＣに適用される、
　但し、ｋ＝０、１、２、…、Ｍ－１であり、Ｍは使用可能な異なる位相の数に関連する
、Ｃ２の方法。
［Ｃ１０］
　異なる位相シフトを、ネットワークにおけるそれぞれの異なる基地局のＳＳＣに適用す
ること、を備えるＣ９の方法。
［Ｃ１１］
　位相シフトをＳＳＣに適用すること、を備え、位相シフトについての位相角はＰＳＣシ
ーケンスに一部基づく、Ｃ１０の方法。
［Ｃ１２］
　第１のＳＳＣと第２のＳＳＣが、位相シフトの異なる組み合わせを有する、Ｃ２の方法
。
［Ｃ１３］
　第１のＳＳＣと第２のＳＳＣが、同じ位相シフトを有する、Ｃ２の方法。
［Ｃ１４］
　基地局に関連付けられたアンテナの数を、前記基地局によって使用されるアンテナの数
と位相の数との間のユニークなマッピングの関数として決定すること、を備えるＣ１３の
方法。
［Ｃ１５］
　少なくとも３つのグループ（α、β、γ）が、無線フレームにおけるＳＳＣの順番と、
ＳＳＣのトップ上の位相変調との組み合わせを用いて表現される、Ｃ１４の方法。
［Ｃ１６］
　ＳＳＣに関連する位相シフト情報を用いて、シンボルシーケンス内における関連するＰ
ＳＣの位置の判断を容易にすること、を備えるＣ２の方法。
［Ｃ１７］
　前記検出されたＰＳＣに一部基づくタイミング検出を実行すること、を備えるＣ１６の
方法。
［Ｃ１８］
　プライマリ同期チャネル（ＰＳＣ）に関するタイミング情報を検出することと、
　セカンダリ同期チャネル（ＳＳＣ）に関連付けられた位相情報に一部基づいて、セルを
特定することと
　を実行するための、そこに保持されたコンピュータ実行可能な命令を有するコンピュー
タ読み取り可能な媒体。
［Ｃ１９］
　ネットワークコンテキスト情報を搬送する、共にタイムディザリングされた（time dit
hered）プライマリ同期チャネル／セカンダリ同期チャネル（ＰＳＣ／ＳＳＣ）を採用す
ることと、
　前記ＰＳＣが、同期システムにおいて単一周波数ネットワーク（ＳＦＮ）の影響を有し
ないようにすることと
　を実行するためのコンピュータ実行可能な命令を備える、Ｃ１８のコンピュータ読み取
り可能な媒体。
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［Ｃ２０］
　２つの連続するＰＳＣ間の相対時間間隔を固定すること、を実行するためのコンピュー
タ実行可能な命令を備える、Ｃ１８のコンピュータ読み取り可能な媒体。
［Ｃ２１］
　サイクリックプリフィックス（cyclic prefix）（ＣＰ）長にかかわらず、前記２つの
連続するＰＳＣの前記相対時間間隔を固定すること、を実行するためのコンピュータ実行
可能な命令を備える、Ｃ２０のコンピュータ読み取り可能な媒体。
［Ｃ２２］
　ＰＳＣにそれぞれ関連する相関値を判断することと、
　ＳＳＣにそれぞれ関連する相関値を判断することと、
　ＣＰ長を判断することと、
　前記判断された相関値に一部基づいて前記セルを選択することと
を実行するためのコンピュータ実行可能な命令を備える、Ｃ１８のコンピュータ読み取り
可能な媒体。
［Ｃ２３］
　どのセカンダリ同期チャネル（ＳＳＣ）シーケンスが特定のセルから送信されたかを検
出し、特定して、前記セルに関連付けられた仮定と前記セルの特定を判断すること、を実
行するためのコンピュータ実行可能な命令を備える、Ｃ１８のコンピュータ読み取り可能
な媒体。
［Ｃ２４］
　基地局を探索し、この際にサイクリックプリフィックス（ＣＰ）がブラインド（blindl
y）に検出されうること、を実行するためのコンピュータ実行可能な命令を備える、Ｃ２
１のコンピュータ読み取り可能な媒体。
［Ｃ２５］
　ＳＳＣに関連する位相シフト情報を用いて、シンボルシーケンス内における関連するＰ
ＳＣの位置の判断を容易にすること、を実行するためのコンピュータ実行可能な命令を備
える、Ｃ１９のコンピュータ読み取り可能な媒体。
［Ｃ２６］
　前記検出されたＰＳＣに一部基づくタイミング検出を実行すること、を実行するための
コンピュータ実行可能な命令を備える、Ｃ１８のコンピュータ読み取り可能な媒体。
［Ｃ２７］
　無線通信システムにおいて動作する装置であって、前記装置は、
　プライマリ同期チャネル（ＰＳＣ）に関するタイミング情報を検出する手段と、
　セカンダリ同期チャネル（ＳＳＣ）に関連付けられた位相情報に一部基づいて、セルを
特定する手段と
　を備える装置。
［Ｃ２８］
　ネットワークコンテキスト情報を搬送する、共にタイムディザリングされた（time dit
hered）プライマリ同期チャネル／セカンダリ同期チャネル（ＰＳＣ／ＳＳＣ）を採用す
る手段と、
　前記ＰＳＣが、同期システムにおいて単一周波数ネットワーク（ＳＦＮ）の影響を有し
ないようにする手段と
　を備えるＣ２７の装置。
［Ｃ２９］
　２つの連続するＰＳＣ間の相対時間間隔を固定する手段、を更に備えるＣ２７の装置。
［Ｃ３０］
　サイクリックプリフィックス（cyclic prefix）（ＣＰ）長にかかわらず、前記２つの
連続するＰＳＣの前記相対時間間隔を固定する手段、を更に備えるＣ２９の装置。
［Ｃ３１］
　ＰＳＣにそれぞれ関連する相関値を判断する手段と、
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　ＳＳＣにそれぞれ関連する相関値を判断する手段と、
　ＣＰ長を判断する手段と、
　前記判断された相関値に一部基づいて前記セルを選択する手段と
　を備えるＣ２７の装置。
［Ｃ３２］
　どのセカンダリ同期チャネル（ＳＳＣ）シーケンスが特定のセルから送信されたかを検
出し、特定して、前記セルに関連付けられた仮定と前記セルの特定を判断する手段、を備
えるＣ２７の装置。
［Ｃ３３］
　基地局を探索し、この際にサイクリックプリフィックス（ＣＰ）がブラインド（blindl
y）に検出されうる手段、を備えるＣ３０の装置。
［Ｃ３４］
　Ｃ１の方法を実行するように構成された電子機器。
［Ｃ３５］
　Ｃ２の方法を実行するように構成された、Ｃ３４の電子機器。
［Ｃ３６］
　無線通信システムにおいて動作する装置であって、前記装置は、
　プライマリ同期チャネル（ＰＳＣ）に関するタイミング情報を検出し、
　セカンダリ同期チャネル（ＳＳＣ）に関連付けられた位相情報に一部基づいて、セルを
特定する
　ように構成されたプロセッサと、
　前記プロセッサに結合され、データを保持するメモリと
　を備える装置。
［Ｃ３７］
　前記プロセッサは、ネットワークコンテキスト情報を搬送する、共にタイムディザリン
グされた（time dithered）プライマリ同期チャネル／セカンダリ同期チャネル（ＰＳＣ
／ＳＳＣ）を採用し、
　前記ＰＳＣが、同期システムにおいて単一周波数ネットワーク（ＳＦＮ）の影響を有し
ないようにする、
　ように構成されるＣ３６の装置。
［Ｃ３８］
　前記プロセッサは、２つの連続するＰＳＣ間の相対時間間隔を固定する、ように構成さ
れるＣ３６の装置。
［Ｃ３９］
　前記プロセッサは、サイクリックプリフィックス（cyclic prefix）（ＣＰ）長にかか
わらず、前記２つの連続するＰＳＣの前記相対時間間隔を固定する、ように構成されるＣ
３８の装置。
［Ｃ４０］
　前記プロセッサは、ＰＳＣにそれぞれ関連する相関値を判断し、
　ＳＳＣにそれぞれ関連する相関値を判断し、
　ＣＰ長を判断し、
　前記判断された相関値に一部基づいて前記セルを選択する、
　ように構成されるＣ３６の装置。
［Ｃ４１］
　前記プロセッサは、どのセカンダリ同期チャネル（ＳＳＣ）シーケンスが特定のセルか
ら送信されたかを検出し、特定して、前記セルに関連付けられた仮定と前記セルの特定を
判断する、ように構成されるＣ３６の装置。
［Ｃ４２］
　前記プロセッサは、基地局を探索し、この際にサイクリックプリフィックス（ＣＰ）が
ブラインド（blindly）に検出されうる、ように構成されるＣ３９の装置。
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