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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信装置における周波数エラー補償の方法であって、
　それぞれが相異なる第１および第２の無線周波数である第１および第２の無線周波数キ
ャリアを介して、１つのマルチキャリア・セルラシステムから送信された第１および第２
のセルラ通信信号を受信するステップと、
　前記受信された第１および第２のセルラ通信信号の一方または両方に応答して、前記第
１および第２の無線周波数キャリアのキャリア負荷、又は前記第１および第２のセルラ通
信信号の信号強度、又は前記無線通信装置の制御信号を前記第１および第２のセルラ通信
信号の何れが搬送するか、に基づいて、前記第１および第２のセルラ通信信号の一方を第
１のマスターキャリア信号に指定し他方を第１のスレーブキャリア信号に指定するステッ
プと、
　前記第１のマスターキャリア信号に関する前記無線通信装置の第１の受信機周波数エラ
ーを推定するステップと、
　前記第１のスレーブキャリア信号に対して実行される１以上の受信機プロセスの補償に
使用するために、前記第１のスレーブキャリア信号に関する第２の受信機周波数エラーを
前記第１の受信機周波数エラーから算出するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記第１および第２のセルラ通信信号の少なくとも１つは、広帯域符号分割多元接続（
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Ｗ－ＣＤＭＡ）とエボルブドＵＭＴＳ地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）との何れか一方
の標準に従ってフォーマットされることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１および第２のセルラ通信信号の一方の第１のマスターキャリア信号への前記指
定は、前記第１および第２の無線周波数キャリアのキャリア負荷に基づいており、前記方
法は、前記第１および第２のセルラ通信信号の一方または両方の中のシグナリングデータ
からキャリア負荷の情報を決定するステップを更に含むことを特徴とする請求項１に記載
の方法。
【請求項４】
　前記第１および第２の無線周波数とは異なる第３の無線周波数である第３の無線周波数
キャリアを介して第３のセルラ通信信号を受信するステップと、
　前記第３のセルラ通信信号を第２のマスターキャリア信号に指定するステップと、
　前記第２のマスターキャリア信号を使用して第３の受信機周波数エラーを推定するステ
ップと、
を更に含み、
　第２の受信機周波数エラーを算出する前記ステップは、前記第１および第３の受信機周
波数エラーから前記第２の受信機周波数エラーを算出するステップを含む
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　第２の受信機周波数エラーを算出する前記ステップは、
　前記第２の無線周波数と前記第１の無線周波数との比で前記第１の受信機周波数エラー
をスケーリングするステップと、
　前記第２の無線周波数と前記第３の無線周波数との比で前記第３の受信機周波数エラー
をスケーリングするステップと、
　前記スケーリングされた第１および第３の受信機周波数エラーの加重平均を算出するス
テップと、
を含むことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記加重平均の重みは、
　前記第１および第２のマスターキャリア信号の信号強度、
　前記第１および第２のマスターキャリア信号のキャリア負荷、
の少なくとも一方に基づいて決定されることを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１および第２の無線周波数とは異なる第３の無線周波数である第３の無線周波数
キャリアを介して第３のセルラ通信信号を受信するステップと、
　前記第３のセルラ通信信号を第２のスレーブキャリア信号に指定するステップと、
　前記第２のスレーブキャリア信号に対して実行される１以上の受信機プロセスの補償に
使用するために、前記第１の受信機周波数エラーから第３の受信機周波数エラーを導出す
るステップと、
を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のスレーブキャリア信号を新規のマスターキャリア信号に再指定し、前記第１
のマスターキャリア信号を新規のスレーブキャリア信号に再指定するステップと、
　前記新規のマスターキャリア信号を使用して第３の受信機周波数エラーを推定するステ
ップと、
　前記新規のスレーブキャリア信号に対して実行される１以上の受信機プロセスのタイミ
ング調整に使用するために、前記第３の受信機周波数エラーから第４の受信機周波数エラ
ーを導出するステップと、
を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
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　前記第１のスレーブキャリア信号および前記第１のマスターキャリア信号の前記再指定
は、
　前記無線通信装置の制御信号を前記第１および第２のセルラ通信信号の何れが搬送する
か、
　前記第１および第２のセルラ通信信号の信号強度、
　前記第１および第２の無線周波数キャリアのキャリア負荷、
　前記第１および第２のセルラ通信信号における前記無線通信装置に対するデータ配分、
の少なくとも１つの変化の検出に応答することを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　無線通信装置であって、
　それぞれが相異なる第１および第２の無線周波数である第１および第２の無線周波数キ
ャリアを介して、１つのマルチキャリア・セルラシステムから送信された第１および第２
のセルラ通信信号を受信するように構成された第１および第２の受信機フロントエンド回
路と、
　前記受信された第１および第２のセルラ通信信号の一方または両方に応答して、前記第
１および第２の無線周波数キャリアのキャリア負荷、又は前記第１および第２のセルラ通
信信号の信号強度、又は前記無線通信装置の制御信号を前記第１および第２のセルラ通信
信号の何れが搬送するか、に基づいて、前記第１および第２のセルラ通信信号の一方を第
１のマスターキャリア信号に指定し他方を第１のスレーブキャリア信号に指定するように
構成された制御プロセッサと、
　前記受信された第１のマスターキャリア信号を使用して第１の受信機周波数エラーを推
定するように構成された周波数エラー推定回路と、
を含み、
　前記制御プロセッサは、前記第１のスレーブキャリア信号に対して実行される１以上の
受信機プロセスの補償に使用するために、前記第１のスレーブキャリア信号に関する第２
の受信機周波数エラーを前記第１の受信機周波数エラーから算出するように更に構成され
ることを特徴とする無線通信装置。
【請求項１１】
　前記制御プロセッサは、少なくとも前記第１および第２の無線周波数キャリアのキャリ
ア負荷に基づいて、前記第１および第２のセルラ通信信号の一方を第１のマスターキャリ
ア信号に指定するように構成され、更に、前記第１および第２のセルラ通信信号の一方ま
たは両方の中のシグナリングデータからキャリア負荷の情報を決定するように構成される
ことを特徴とする請求項１０に記載の無線通信装置。
【請求項１２】
　前記第１および第２の無線周波数とは異なる第３の無線周波数である第３の無線周波数
キャリアを介して第３のセルラ通信信号を受信するように構成される第３の受信機フロン
トエンド回路を更に含み、
　前記制御プロセッサは、前記第３のセルラ通信信号を第２のマスターキャリア信号に指
定し、前記第１の受信機周波数エラーと前記第２のマスターキャリア信号から推定される
第３の受信機周波数エラーとから前記第２の受信機周波数エラーを算出するように更に構
成される
ことを特徴とする請求項１０に記載の無線通信装置。
【請求項１３】
　前記第１および第２の無線周波数とは異なる第３の無線周波数である第３の無線周波数
キャリアを介して第３のセルラ通信信号を受信するように構成される第３の受信機フロン
トエンド回路を更に含み、
　前記制御プロセッサは、前記第３のセルラ通信信号を第２のスレーブキャリア信号に指
定し、前記第２のスレーブキャリア信号に対して実行される１以上の受信機プロセスの補
償に使用するために、前記第１の受信機周波数エラーから第３の受信機周波数エラーを導
出するように更に構成される
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ことを特徴とする請求項１０に記載の無線通信装置。
【請求項１４】
　前記制御プロセッサは、
　前記第１のスレーブキャリア信号を新規のマスターキャリア信号に再指定し、前記第１
のマスターキャリア信号を新規のスレーブキャリア信号に再指定し、前記新規のスレーブ
キャリア信号に対して実行される１以上の受信機プロセスのタイミング調整に使用するた
めに、前記新規のマスターキャリア信号を使用して推定される第４の受信機周波数エラー
から第３の受信機周波数エラーを導出するように更に構成される
ことを特徴とする請求項１０に記載の無線通信装置。
【請求項１５】
　前記制御プロセッサは、
　前記無線通信装置の制御信号を前記第１および第２のセルラ通信信号の何れが搬送する
か、
　前記第１および第２のセルラ通信信号の信号強度、
　前記第１および第２の無線周波数キャリアのキャリア負荷、
　前記第１および第２のセルラ通信信号における前記無線通信装置に対するデータ配分、
の少なくとも１つにおいて検出された変化に応答して、前記第１のスレーブキャリア信号
および前記第１のマスターキャリア信号を再指定するように更に構成される
ことを特徴とする請求項１０に記載の無線通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に無線通信システムに関し、特にマルチキャリアシステムにおける自動
周波数制御（ＡＦＣ）に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）のＬＴＥ（ロングターム・エボリ
ューション）イニシアティブによって定められるような新しいセルラシステム標準が、無
線システムのかつてないデータレートおよび融通性を約束するが、ますます高いデータレ
ートに対する市場圧力は続きそうである。もちろん、より高いデータレートは、一般によ
り大きいシステム帯域幅を必要とする。第４世代（４Ｇ）移動通信システムに関してシス
テム開発者たちは、最大１００ＭＨｚの無線周波数帯域幅を検討している。しかし、無線
スペクトラムは多くの無線アプリケーション、無線システムおよびネットワークオペレー
タの間で共用されなければならない限られた資源なので、これらのニーズを満たす連続し
たスペクトラムブロックを見つけることは非常に難しい。
【０００３】
　この問題に対する１つの解決策は、広いシステム帯域幅を作るために隣接しないブロッ
クを含むスペクトラムブロックを集めることである。これは図１に見ることができ、図で
はスペクトラムブロック１１０、１２０、１３０が、それぞれ無線キャリア周波数ｆ１、
ｆ２およびｆ３の２つの２０ＭＨｚブロックおよび１つの５ＭＨｚブロックを備え、これ
らのスペクトラムブロックは、合計システム帯域幅４５ＭＨｚを作り出すために結合され
てもよい。このようなアプローチを使用すれば、国際電気通信連合（ＩＴＵ）が企図する
４Ｇの「ＩＭＴ－Ａｄｖａｎｃｅｄ」（International Mobile Telecommunications-Adva
nced）システムのスループット要件である１秒当たり最大１ギガビットおよびそれを超え
るデータレートをサポートする十分に広いシステム帯域幅を集めることが可能であろう。
さらに、このようなシナリオは、スペクトラムブロックを時間的制約および地理的制約に
適応させて集合することを可能にして、このような解決策を非常に融通性に富むものにす
る。
【０００４】
　３ＧＰＰのＬＴＥ仕様書に規定されるシステムなどのいくつかの既存のセルラシステム
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は、マルチキャリア動作の採用にともない、連続および不連続のスペクトラム使用をサポ
ートするように直接的に拡張されてもよい。マルチキャリアモードでは、２つ以上のスペ
クトラムブロックが集められ、各ブロックは、既存のＬＴＥ標準に準拠してフォーマット
および送信される無線周波数キャリア信号に相当する。このアプローチについては、非特
許文献１の３ＧＰＰ文献に概略が説明されている。従って、マルチキャリア動作に適合し
たＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ移動端末は、同時に２つ以上のＬＴＥキャリアを受信でき、
各キャリアは、異なるキャリア周波数で送信され、異なる帯域幅を有してもよい。
【０００５】
　同様のアプローチは、既存の他の無線標準で採用されてもよい。例として、これまで可
能であったデータレートよりはるかに高いデータレートを達成するために、特定の移動端
末宛てのデータが、異なる周波数の２つ以上の相異なる高速ダウンリンク・パケットアク
セス（ＨＳＤＰＡ）キャリアに分配されてもよい。マルチキャリア動作に関するＨＳＤＰ
Ａ固有の問題もまた、現在３ＧＰＰで取り組まれており、非特許文献２の３ＧＰＰ文献に
概要が述べられている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】"Technical Specification Group Radio Access Network; Requirement
s for Further Advancements for E-UTRA (LTE-Advanced) (Release 8)", 3GPP TR 36.91
3 v. 8.0.0, （http://www.3gpp1.org/ftp/Specs/html-info/36913.htm から入手可能）
【非特許文献２】"Technical Specification Group Radio Access Network; Dual-Cell H
SDPA Operation", 3GPP TR 25.825 V1.0.0 (2008-05), （http://www.3gpp.org/ftp/spec
s/html-info/25825.htm から入手可能）
【発明の概要】
【０００７】
　当業者にはよく知られているように、周波数および時間トラッキングあるいは自動周波
数制御（ＡＦＣ）は、移動端末設計の重要な側面である。移動デバイスが安価な発信器に
たいてい頼って時間および周波数の基準を提供するので、デバイスの受信機は、送信され
たデータを正しく効率的に受信および復号するために、受信信号とデバイスから提供され
る基準との間の時間および周波数のエラーを繰り返し推定しなければならない。もちろん
、これは現在のＨＳＰＡおよびＬＴＥシステムのマルチキャリア拡張版にも当てはまる。
それ故、結果として生じる受信機設計の複雑さを過度に増すことなしに、マルチキャリア
無線端末における周波数および時間のエラーを効率的に測定およびトラッキングするため
に、技法の改善が必要である。
【０００８】
　ＬＴＥ－ＡｄｖａｎｃｅｄおよびデュアルセルＨＳＤＰＡの動作に関して考慮されてい
るマルチキャリアモードなどの、複数の相異なる無線周波数キャリアで送信される通信信
号を同時に受信および処理するように構成された無線受信機における自動周波数制御の方
法および装置を開示する。本明細書で開示の技法は、コンポーネントキャリアのすべては
継続測定することなしに、すべての受信コンポーネントキャリアの周波数およびタイミン
グのエラーの追跡を可能にし、それによって受信機の複雑さおよび電力消費を軽減する。
特に、周波数エラー補正ループおよびタイミングエラー補正ループは、マスタキャリア信
号で行われる測定から推定される受信機周波数エラーおよび時間オフセットが、１つ以上
のスレーブキャリア信号に対する周波数エラーおよび時間オフセットを導き出すために使
用されうるように、本発明の種々の実施形態の中で互いに結び付けられる。いくつかの実
施形態では、マスタキャリア信号およびスレーブキャリア信号が、信号品質、特定のキャ
リアがアンカーキャリアであるか、キャリア負荷、およびキャリア間の相対的データ割り
当てのような基準に基づき受信キャリアの中から指定される。いくつかの実施形態では、
マスタキャリア信号およびスレーブキャリア信号が、１つ以上のこれらの基準に基づき再
指定されてもよい。
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【０００９】
　従って、マルチキャリアシステムで用いる例示の無線デバイスは、相異なる第１および
第２の無線周波数のそれぞれ第１および第２の無線周波数キャリアによって送信された、
少なくとも第１および第２の無線通信信号を受信するように構成された、少なくとも第１
および第２の無線フロントエンド回路を備える受信機を有する。例示のデバイスは、１つ
以上の信号に反応して受信無線通信信号の中からマスタキャリア信号およびスレーブキャ
リア信号を指定するように構成された制御プロセッサと、受信マスタキャリア信号を使用
してデバイスの第１の受信機周波数エラーを推定するように構成された周波数エラー推定
回路とをさらに備える。制御プロセッサは、スレーブキャリア信号に対して行われる１つ
以上の受信機プロセスの補償に使用するために、第１の受信機周波数エラーから第２の受
信機周波数エラーを計算するようにさらに構成される。このようにして、スレーブキャリ
ア信号に対するデバイス周波数エラーを表す第２の受信機周波数エラーが、スレーブキャ
リア信号の直接測定の必要なしに、マスタキャリア信号に対する周波数エラーから直接導
き出される。
【００１０】
　いくつかの実施形態では、類似の技法が受信機タイミング推定および補償に適用される
。この場合、例示の受信機は、マスタキャリア信号を使用して第１のタイミングオフセッ
トを推定するように構成されたタイミング回路を備える。このような実施形態の制御プロ
セッサは、スレーブキャリア信号に対して行われる１つ以上の受信機プロセスのタイミン
グの調節に使用するために、第１のタイミングオフセットと、第１と第２の無線周波数キ
ャリア間の周波数差から、第２のタイミングオフセットを導き出すようにさらに構成され
る。
【００１１】
　上述の受信機の変更形態で、マルチキャリア信号の３つ以上のキャリアを処理するよう
に適合された受信機回路と、信号状態または構成の変化に基づきマスタキャリア信号およ
びスレーブキャリア信号を動的に再指定するように構成された受信機回路を有する形態も
開示する。対応する方法もまた開示する。もちろん、本発明は、上の特徴および利点に限
定されない。それどころか、当業者は、以下の詳細説明を読み、添付の図面を見るとき、
追加の特徴および利点を認識するであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】マルチキャリアシステムにおける周波数スペクトラムのいくつかのブロックの集
合を示す図である。
【図２】本発明のいくつかの実施形態による無線通信ネットワークを単純化した図である
。
【図３】本発明のいくつかの実施形態による例示のマルチキャリア無線受信機装置の機能
ブロック図である。
【図４】本発明のいくつかの実施形態による自動周波数制御（ＡＦＣ）処理を示す論理フ
ローチャートである。
【図５】本発明のいくつかの実施形態におけるタイミングオフセット処理を示す論理フロ
ーチャートである。
【図６】本発明のいくつかの実施形態による３つのキャリア信号を処理する方法を示す別
の論理フローチャートである。
【図７】受信キャリア信号の１つ以上の変化に応えてマスタおよびスレーブキャリア信号
を再指定する例示的方法を示す別の論理フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　時間オフセットおよび受信機周波数エラー、すなわち無線受信機のローカル時間／周波
数基準と受信変調信号の周波数およびタイミングとの間の差を絶えず追跡する種々の自動
周波数制御（ＡＦＣ）技法は、当技術分野で公知である。いくつかの事例では、これらの
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アルゴリズムは、既知の時間間隔だけ隔てられた２つの時点における２つの既知のシンボ
ル（例えば、ＨＳＰＡ共通パイロットチャネルシンボル、ＬＴＥ基準シンボル、ＬＴＥ同
期シンボル等）のサンプリングデータを使用した、複雑な相関演算に基づいている。２つ
のシンボルの間ずっと無線チャネルが一定であると想定される場合、相関出力の偏角（す
なわち位相）は周波数エラーに比例する。このような相関プロセスによって推定された周
波数エラーは、ローカル周波数基準によって駆動される１つ以上の受信機プロセスを補償
するために、フィルタされ使用されてもよい。
【００１４】
　数学的には、この相関プロセスは、以下のように書かれてもよい。
【００１５】
【数１】

上式で、ｘ＊はサンプルｘの複素共役であり、τは既知のシンボル間の時間間隔であり、
関数「ａｒｇ」は関数入力の虚数部と実数部との間の位相を返す。加算は、シンボル期間
にわたって取られたＮ個のサンプルに及ぶ。
【００１６】
　ＬＴＥ受信機における受信キャリアに対する受信機周波数エラーを推定するこのアプロ
ーチについて、ＯＦＤＭサブキャリアを離散シンボルに変換するために使用される離散フ
ーリエ変換（ＤＦＴ）の前にある受信機プロセッサ内の地点から取得したデータサンプル
を用い、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルのサイクリックプレフィックスを使用
する変形形態が採用されてもよい。サイクリックプレフィックスはＯＦＤＭシンボルの最
後の部分の「コピー」なので、サイクリックプレフィックスのデータサンプルは、周波数
エラーを推定するＯＦＤＭシンボルの対応するサンプルと相関関係を示しうる。この場合
、数式（１）に似た以下の式が適用される。
【００１７】
【数２】

上式で、ｘは受信ＯＦＤＭ信号の時間領域サンプルであり、ｘ＊はサンプルｘの複素共役
であり、ＮＣＰはサンプルの中のサイクリックプレフィックスの長さであり、τＳはＯＦ
ＤＭシンボルの（サイクリックプレフィックスを含まない）長さである。所望の場合、得
られた周波数エラーは、いくつかのＯＦＤＭシンボルにわたって平均化または平滑化され
てもよい。
【００１８】
　タイミングエラーすなわちローカルで得られた時間基準と受信データストリームのシン
ボルのタイミングとの間の差は、受信機周波数エラーと密接に結びついている。ＬＴＥ受
信機において受信信号に対する時間オフセットを推定する１つのアプローチは、サイクリ
ックプレフィックスおよび対応するＯＦＤＭシンボルのサンプルを使用することである。
例として、いくつかの時間オフセットｔのそれぞれに関して、次のように計算してもよい
。
【００１９】

【数３】

上式で、ＮＣＰはサイクリックプレフィックスの長さであり、τＳはＯＦＤＭシンボルの
開始から終了までの時間である。Λｔの最大値を生じるｔの値が、受信機と受信信号との
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間のタイミングオフセットに相当する。このタイミングオフセットは、広帯域ＣＤＭＡ（
Ｗ－ＣＤＭＡ）受信機のＲａｋｅフィンガのタイミングまたはＬＴＥ受信機の高速フーリ
エ変換（ＦＦＴ）ウインドウのタイミングなどの、受信信号に対して行われる１つ以上の
受信機プロセスを調節するために使用されてもよい。
【００２０】
　上記の技法は、当業者に公知の技法の中のいくつかにすぎない。さらに、ＬＴＥ（また
は他のＯＦＤＭベースの）無線システムにおける周波数エラーを推定するもっと複雑なア
ルゴリズムが、国際出願第ＰＣＴ／ＥＰ２００８／０５５４５４号（２００８年５月５日
出願）および米国特許出願公開第２００８／０１５１９８０号（２００６年１２月２２日
出願）に記載されており、それぞれの内容を参照によって本願明細書に引用したものとす
る。以前のシステムでは、受信信号に対する周波数エラーは、サービングセルから受信し
た既知のシンボルだけを使用して通常測定される。ソフトハンドオーバをサポートするＨ
ＳＰＡ／Ｗ－ＣＤＭＡシステムでは、アクティブセットの中の２つ以上のセルのそれぞれ
に対して別々のＡＦＣ機能を利用することも知られている。しかし、従来の仕様に準拠し
てそれぞれがフォーマットされた２つ以上の無線通信信号が、相異なる無線周波数で別々
の無線周波数キャリアによって送信されるマルチキャリアＬＴＥシステムまたはマルチキ
ャリアＨＳＰＡシステムには、これらの技法は直接適用できない。このことは、無線周波
数キャリアがスペクトラムの不連続ブロックに配置されるシステムでは特によく当てはま
る。それ故、マルチキャリアＬＴＥシステムおよびマルチキャリアＨＳＰＡシステムに適
した（性能と電力消費の両方に関して）効率的な時間エラーおよび周波数エラー制御メカ
ニズムの必要性がある。
【００２１】
　図２に示されているのは、本発明のいくつかの実施形態に従って構成された送信機２１
０および２１５と移動受信機２２０とを有するマルチキャリア無線システム２００である
。図のシステムでは、送信機２１０および２１５はそれぞれ、アクセスゲートウェイ（Ａ
ＧＷ）から受信したダウンリンクデータを移動受信機２２０に送信するＬＴＥのｅＮｏｄ
ｅＢ（エボルブド・ノードＢ）を備える。ＡＧＷ２３０は、プライベートデータネットワ
ークおよび／またはインターネットなどの公衆データネットワークを備えてもよいＩＰベ
ースのデータネットワーク２４０からデータを受信する。本明細書で述べる本発明の技法
については、概ねＬＴＥのシステムおよびデバイスを参照して記述するが、当業者は、開
示の方法および装置がマルチキャリアＨＳＰＡ信号などの他の無線通信信号にも適用され
てもよいことを理解するであろう。
【００２２】
　図２に描かれるシステムでは、周波数がそれぞれｆ１およびｆ２の第１および第２の無
線キャリアが、送信機２１０から移動受信機２２０に送信される。無線キャリア周波数ｆ
３の第３の無線キャリアは、送信機２１５から送信される。従って、２つの別々の送信機
から送信された３つの無線キャリアが、図のシステムのダウンリンクデータ転送のために
集められる。他のシステムでは、集められる無線キャリアが、ただ１つの送信機から送信
されてもよい。
【００２３】
　例示の移動受信機２２０の一部を示すブロック図が図３に与えられている。移動受信機
２２０は、少なくとも２つの受信機ブランチ３０４および３０６を備え、それぞれは、従
来の無線周波数（ＲＦ）フロントエンド回路３１０を有し、このフロントエンド回路３１
０は、ローカル発信器と、位相ロックループ（ＰＬＬ）もしくは水晶発信器（図示せず）
からの基準周波数信号を所望のローカル発信周波数に一致するように変換する類似の回路
とを有してもよい。いくつかの実施形態では、各ＲＦフロントエンド回路３１０は、ゼロ
ＩＦダウンコンバータを備えてもよく、この場合、所望のローカル発信器は所望の通信信
号の無線キャリア周波数に等しい。他の実施形態では、他のダウンコンバージョンスキー
ムが採用されてもよく、その場合、所望のローカル発信周波数は、所望の無線キャリア周
波数から所定の周波数だけオフセットされてもよい。
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【００２４】
　当業者は理解するであろうが、図３に描かれた受信機２２０は、２つの別々のアンテナ
素子３６２および３６４を有する完全に相異なる受信機チェーン３０４および３０６を有
するが、マルチキャリア受信機のいくつかの実施形態では、２つ以上のブランチ間で１つ
以上のコンポーネントを共有してもよい。例として、いくつかの実施形態では、２つの受
信機ブランチは、アンテナ、フロントエンドフィルタもしくはデュープレックスフィルタ
、低雑音増幅回路または同種のものを共有してもよい。他の実施形態では、別々の無線周
波数キャリアの２つを超える相異なる無線通信信号に対応するために、２つを超える受信
機ブランチもまた有してもよい。さらに、本明細書の検討では、受信機ブランチ３０４お
よび３０６は同じタイプの信号（たぶん異なる帯域幅を有する）を処理するように構成さ
れると概ね想定しているが、２つ以上の受信機ブランチが異なる信号タイプを処理するよ
うに構成される他の構成も可能である。従って、本発明の種々の実施形態は、例として、
ＬＴＥダウンリンク信号を処理するように構成された第１の受信機ブランチと、ＨＳＰＡ
信号を処理するように構成された第２の受信機ブランチとを有する移動受信機２２０を備
えてもよい。
【００２５】
　いずれにしても、各フロントエンド回路３１０に接続されて、アナログベースバンド信
号をデジタル信号に変換するアナログ・デジタル変換（Ａ／Ｄ）回路３２０がある。典型
的な実施形態では、Ａ／Ｄ回路３２０が複素信号サンプルを出力するように、ＲＦフロン
トエンド回路３１０は、Ａ／Ｄ回路３２０にダウンコンバートした信号の同相および直交
位相（Ｉ／Ｑ）バージョンを提供する。しかし当業者は、Ａ／Ｄ回路３２０が中間周波数
（ＩＦ）信号で動作してもよいし、デジタル化信号の他の表現も可能であることを理解す
るであろう。いずれにしても、各受信機ブランチでＡ／Ｄ回路３２０に続いて検出回路３
３０があるが、この回路の詳細は処理される通信信号のタイプによって変わる。例として
、検出回路３３０は、ＬＴＥなどのＯＦＤＭベースのシステムの場合には、デジタル化し
た信号のサンプルに高速フーリエ変換（ＦＦＴ）演算を行ってもよい。他方、高速パケッ
トアクセス（ＨＳＰＡ）広帯域ＣＤＭＡシステムでは、検出回路３３０は、Ｒａｋｅ受信
回路またはＧ－ＲＡＫＥ（Ｇｅｎｅｒａｌｉｚｅｄ－Ｒａｋｅ）受信回路を備えてもよい
。検出部３３０に続いてデコーダ３４０があり、これは、検出部３３０が提供する復調シ
ンボルからユーザデータを復号する。
【００２６】
　図３に描かれた移動受信機２２０では、着信信号から復調されたシンボルが、検出部３
３０から周波数エラーおよびタイミングオフセット推定回路３６０（以下「ＡＦＣ部３６
０」と呼ぶ）に供給される。従って、この実施形態では、ＡＦＣ部３６０は、既知のパイ
ロットシンボルを使用して、受信機ブランチ３０４と３０６の一方または両方の、受信信
号に対する受信機周波数エラーおよび時間オフセットを推定する。他の実施形態では、Ａ
ＦＣ部３６０は、検出部後のシンボルの代わりに、またはそれに加えて検出部前の信号サ
ンプルを処理してもよい。例として、ＬＴＥのＯＦＤＭＡ信号を処理するように構成され
た一実施形態では、ＡＦＣ部３６０は、検出部前の信号サンプルを処理して、１つ以上の
ＯＦＤＭシンボルおよびそれらの各サイクリックプレフィックスから受信機周波数エラー
および／またはタイミングオフセットを決定してもよい。それに沿って、ＡＦＣ部３６０
は、種々の既知のアルゴリズムおよび技法のいずれかを使用して、２つの受信機ブランチ
３０４および３０６のどちらの受信信号に対しても、周波数エラーおよび／または時間オ
フセットの推定を行いうることを、当業者は理解するであろう。
【００２７】
　２つ以上の受信キャリア信号のそれぞれに対して周波数エラーおよび／または時間オフ
セットの推定を行うことは可能だが、処理の複雑さの減少および受信機の電力消費の減少
は一般に有利である。それに沿って、ＡＦＣ部３６０および制御プロセッサは、本発明の
いくつかの実施形態によれば、各コンポーネントキャリアを常に継続的に推定する必要な
しに、すべてのコンポーネントキャリアに対して周波数エラーおよびタイミングエラーを
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追跡するように構成されうる。これは、例として、１つ以上のキャリア信号がその受信機
宛てのデータを運ぶようにスケジュールされていないとき、それらのキャリア信号処理専
用のＲＦフロントエンド回路および他の回路の電源を切ることによって電力を節減するこ
とを可能にする。
【００２８】
　これは、相異なる周波数の相異なる無線周波数キャリアによって送信される複数の無線
通信信号の中の少なくとも１つの信号を「マスタ」キャリア信号に、そして少なくとも１
つの信号を「スレーブ」キャリア信号に指定することによって達成される。この指定は、
制御プロセッサ３５０によって動的に行われてもよい。いくつかの場合には、以下にさら
に詳細に述べるように、制御プロセッサ３５０は、スレーブキャリア信号がマスタキャリ
ア信号になるように、またその逆になるように、時折キャリア信号を再指定してもよい。
いずれにしても、図３をもう一度参照すると、これらの指定は（「マスタ／スレーブ情報
」と名付けられた信号パス経由で）ＡＦＣ部３６０に供給される。それに応えて、ＡＦＣ
部３６０は、指定のマスタキャリア信号を受けるためにどちらの受信機ブランチがつなが
れても、受信機周波数エラー推定を実行する。この周波数エラー推定プロセスは、上述の
ように任意の既知の技法を使用してもよい、特にマスタキャリア信号の検出部前信号サン
プル、マスタキャリア信号から抽出された検出部後シンボル値、またはこれら両方に基づ
いてもよい。同様に、ＡＦＣ部３６０は、この場合もマスタキャリア信号の検出部前サン
プルまたは検出シンボルを使用して、マスタキャリア信号に対する受信機時間オフセット
も推定してもよい。
【００２９】
　各マスタキャリア信号に対する周波数エラー情報および時間オフセット情報は、ＡＦＣ
部３６０から制御プロセッサ３５０に供給され、この制御プロセッサ３５０は、この情報
を使用して１つ以上のスレーブキャリア信号に対する受信機周波数エラーを計算する。い
くつかの実施形態では、この情報は、各スレーブキャリア信号に対する受信機タイミング
オフセットを計算するためにも使用される。図３に示されるように、τ１およびτ２で表
されるタイミングオフセットは、検出部タイミングの調節用にそれぞれの検出部３３０に
供給される。タイミングオフセットデータはまた、１つ以上の他の受信機プロセスのタイ
ミングを調節するためにも使用されてもよいことを、当業者は理解するであろう。マスタ
キャリア信号に対するタイミングオフセットは、信号自体から直接推定されるのに対して
、スレーブキャリア信号に対するタイミングオフセットは、以下でさらに詳しく述べるよ
うに、最初のタイミングオフセットから導き出される。
【００３０】
　同様に、図３にｆＡＤＪ１およびｆＡＤＪ２と示されている、キャリア信号のそれぞれ
に対する周波数エラー情報は、各受信機ブランチが、それぞれのキャリア信号に対して行
う１つ以上の受信機プロセスを補償するために使用する。上述のタイミングオフセットと
同様に、マスタキャリア信号に対する周波数エラー情報は、マスタキャリア信号から直接
推定されるのに対して、スレーブキャリアに対する受信機周波数エラーはマスタキャリア
信号に対する周波数エラーから導き出される。それに応じて、本明細書で使用の「マスタ
キャリア信号」という用語は、移動端末が、それらから時間オフセットおよび／または受
信機周波数エラーを直接推定する、マルチキャリアダウンリンク集合のコンポーネントキ
ャリアを一般的に指す。同様に、本明細書で使用の「スレーブキャリア信号」という用語
は、マスタキャリア信号に対する受信機周波数エラーに少なくとも基づき、移動端末が、
それらに対する時間オフセットおよび／または受信機周波数エラーを導き出す、マルチキ
ャリアダウンリンク集合のコンポーネントキャリアを一般的に指す。
【００３１】
　そのような演算の詳細は、相異なる送信無線キャリアがもともとは同じ周波数基準に由
来すると想定される場合、またはそれらのそれぞれの基準間の周波数エラーがごくわずか
であると想定される場合、非常に容易に理解される。前者は、２つ以上の無線キャリアが
同じ基地局によって生成および送信される場合に起こりそうである。すべての受信コンポ
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ーネントキャリアが、同じ水晶発信器に由来するローカル発信器信号およびサンプリング
クロックを使用する移動受信機で通常は処理されるので、第１のキャリア周波数ｆ１に対
して推定される受信機周波数エラーΔ１は、以下の計算によって、周波数ｆ１の第２のキ
ャリアに対する周波数エラーΔ２に換算されてもよい。
【００３２】
【数４】

【００３３】
　あるいは、第１のキャリア信号に対する推定周波数エラーが、周波数ｆ０で動作する水
晶発信器のエラーΔ１に変換されている場合、受信機周波数エラーをキャリア周波数ｆ２
に比例するように変換する計算は以下の通りである。
【００３４】
【数５】

【００３５】
　３つ以上の無線キャリアを処理する受信機では、２つ（以上）の信号がマスタキャリア
信号に指定されてもよい。これらの実施形態では、各マスタキャリア信号に対する受信機
周波数エラーは、それぞれの信号から推定される。スレーブキャリア信号に対する受信機
周波数エラーは、マスタキャリア信号に対して推定された受信機周波数エラーの加重平均
として計算されてもよい。例として、キャリア周波数ｆ１およびｆ２のマスタキャリア信
号に対してそれぞれ推定された周波数エラー推定値Δ１およびΔ２を仮定すると、キャリ
ア周波数ｆ３のスレーブキャリア信号に対する受信機周波数エラーは以下を使用して導き
出されてもよい。
【００３６】
【数６】

上式で、ａ１およびａ２は平均化重みである。
【００３７】
　最も単純な実施形態では、平均化重みａ１およびａ２は、各マスタキャリア信号に対す
る受信機周波数エラー推定値が等しく加重されるように、２分の１に設定されてもよい。
しかし他の実施形態では、ａ１およびａ２の値は、例えばそれぞれのキャリア信号の信号
強度または信号対干渉比（ＳＩＲ）に基づき選択または計算されてもよい。従って、スレ
ーブキャリア信号に対する周波数エラーの導出において、例えば信号強度がより大きいか
またはＳＩＲがより大きいマスタキャリア信号に対する周波数エラーは、より重く加重さ
れてもよい。
【００３８】
　いずれにしても、図３をさらにもう一度参照すると、制御プロセッサ３５０は、それぞ
れの信号に対して行われる１つ以上の受信機プロセスを補償するために、マスタキャリア
信号から推定されたかまたはスレーブキャリア信号に対して導き出された受信機周波数エ
ラーを使用する。従って、図３に示されるように制御プロセッサ３５０は、各ＲＦフロン
トエンド３１０に供給される周波数信号を調節してもよく、この場合、受信機周波数エラ
ーを補正するためにローカル発信周波数が調節される。いくつかの実施形態では、受信機
周波数エラー情報は、受信機周波数エラーを補正するために、代わりにデジタル領域で適
用されてもよい。それに沿って、図３は、受信機ブランチ３０４および３０６のそれぞれ
にオプションのデジタルデローテーション(digital de-rotation)回路３７０を示す。デ
ジタルデローテーション回路３７０は、周波数エラーを公知の技法に従ってデジタル領域
で除去しうる。もちろん、受信機周波数エラーに対して受信信号を補償するためにアナロ



(12) JP 5393775 B2 2014.1.22

10

20

30

40

50

グプロセスとデジタルプロセスの両方を使用するように、いくつかの実施形態ではこれら
両方の技法の組み合わせが使用されてもよいことを、当業者は理解するであろう。
【００３９】
　図４は、上で一般的に述べた無線デバイスにおける周波数エラー補償の例示的方法を示
すプロセスフローチャートである。図４に描かれた方法は、図３に描かれた移動受信機２
２０と類似の構造を有する受信機を含むがそれに限定されない、マルチキャリア動作用に
構成された種々の受信機で実施されてもよいことを、当業者は理解するであろう。
【００４０】
　図４に示されるプロセスは、ブロック４１０に示される、少なくとも第１および第２の
無線通信信号の受信から始まる。これらの無線通信信号は、相異なる第１および第２の無
線周波数の、それぞれ第１および第２の無線周波数キャリアによって送信される。これら
の信号は、より広いリンク帯域幅を実現するために集められた、従来の通信標準に準拠し
てフォーマットされた隣接した無線キャリアを備えてもよい。あるいは、第１および第２
の無線周波数キャリアは、不連続のスペクトラム割り当てに相当してもよい。言い換える
と、第１および第２の無線周波数キャリアは、他のサービスに割り当てられた１つ以上の
スペクトラムブロックによって隔てられてもよい。
【００４１】
　ブロック４２０に描かれるように、第１および第２の無線通信信号の一方がマスタキャ
リア信号に指定されるのに対して、他方はスレーブキャリア信号に指定される。どちらが
どちらであるかを決定する１つ以上の基準は、実施形態によって変わってもよいが、決定
は、信号の一方または両方の内容、構成または品質に通常基づく。これらの基準には、例
として、無線通信信号のそれぞれの相対信号電力、または信号対干渉比（ＳＩＲ）などの
他の信号品質尺度を含んでもよい。従って、一方の信号が他方より著しく大きいＳＩＲを
有する場合、その信号は、マスタキャリア信号として使用されてもよい。いくつかの実施
形態では、マスタキャリア信号は、「アンカー」信号すなわち移動受信機に対する主制御
情報を運ぶ信号に一致するように選択されてもよい。また別の実施形態では、マスタキャ
リア信号は、現在ダウンリンクユーザデータを運ぶようにスケジュールされた信号、また
はその移動機宛のダウンリンクユーザデータの大半を運ぶようにスケジュールされた信号
と一致するように選択されてもよい。他の実施形態では、ダウンリンク信号のキャリア負
荷を示す情報が、マスタキャリア信号を選択するために使用されてもよい。例として、負
荷のより重いＬＴＥ信号は負荷のより軽い信号よりサイクリックプレフィックスの中でよ
り多くのエネルギを運ぶので、負荷の重い信号は周波数エラーまたは時間オフセットの推
定に用いるのにより魅力的になることを、当業者は認識するであろう。キャリア負荷情報
は、いくつかの実施形態では、無線通信信号の一方または両方に含まれたシグナリングデ
ータから導き出されてもよい。いずれにしても、いくつかの実施形態では、これらの基準
（または他の基準）の種々の組み合わせが、どの受信信号がマスタキャリア信号であり、
どれがスレーブキャリア信号であるかを指定するために使用されてもよい。
【００４２】
　ブロック４３０に示されるように、マスタキャリア信号に対するデバイスの第１の受信
機周波数エラーが、マスタキャリア信号の測定値に基づき周波数エラーを決定する任意の
従来の技法を使用して推定される。この受信機周波数エラーは、マスタキャリア周波数に
対するローカル基準周波数のエラーを表す。次いでブロック４４０では、スレーブキャリ
ア信号に対する第２の受信機周波数エラーが、第１の周波数エラーから計算される。この
計算は、例として、数式（４）に従った第１の周波数エラーの変換を備えるだけでもよい
。ブロック４５０では、第２の受信機周波数エラーが、第１のスレーブキャリア信号で行
われた１つ以上の受信機プロセスを補償するために使用される。例として、先に述べたよ
うに、第２の受信機周波数エラーは、スレーブキャリア信号をダウンコンバートするため
に使用されるローカル発信器を調節するために、またはデジタルダウンコンバージョンも
しくはデローテーション動作の周波数を調節するために使用されてもよい。
【００４３】
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　類似のプロセスがマスタキャリア信号およびスレーブキャリア信号の受信機タイミング
オフセットを決定するために使用されてもよいことを、当業者は理解するであろう。これ
は、図５のプロセスフローチャートに示されている。ブロック５１０に示されるように、
マスタキャリア信号に対する第１のタイミングオフセットが推定される。前に述べた相関
技法を含む従来の技法が、マスタキャリア信号に対する最適受信機タイミングオフセット
を取得するために使用されてもよい。
【００４４】
　ブロック５２０では、スレーブキャリア信号に対する第２のタイミングオフセットが、
第１のタイミングオフセットから導き出される。ブロック５３０では、この第２のタイミ
ングオフセットが、スレーブキャリア信号に対して行われる１つ以上の受信機プロセスの
タイミングを調節するために使用される。第２のタイミングオフセットの導出の詳細は、
受信機の実装および／またはシステム構成に応じて変わることがある。例えば、スレーブ
キャリア信号とマスタキャリア信号が、同期または所定の関係でオフセットされることが
分かっている場合、スレーブキャリアタイミングオフセットは、マスタキャリアタイミン
グから直接導き出されてもよい。「スリープ」間隔全域などのある時間間隔全域へのタイ
ミングの外挿は、一方または両方のキャリアに対する周波数エラー情報を第２のタイミン
グオフセットを導き出すためにも使用することを必要としてもよい。
【００４５】
　先に述べたように、いくつかの受信機は、相異なるキャリアで送信される２つを超える
通信信号を処理するように構成されてもよい。３つのそのような信号を処理する例示の手
順が図６に示されている。当業者は、４つ以上の信号を処理するシステムに対する技法も
理解するであろう。
【００４６】
　ブロック６１０に示されるように、第１、第２および第３の通信信号が受信されるが、
各無線通信信号は、相異なる無線周波数の別々の無線周波数キャリアによって送信される
。ブロック６２０では、図４に関して先に述べたような１つ以上の基準を使用して、マス
タキャリア信号およびスレーブキャリア信号が指定される。少なくとも１つの信号が、マ
スタキャリア信号に指定される。この場合も従来の技法を使用して、ブロック６３０に示
されるように、その信号に対する受信機周波数エラーが推定される。
【００４７】
　いくつかの場合には、２つの信号がマスタキャリア信号に指定され、残りの信号がスレ
ーブキャリアに指定されてもよい。他の場合には、マスタキャリア信号が１つだけ指定さ
れ、他の２つの信号がスレーブキャリアに指定される。ブロック６４０での判定の結果前
者の場合には、第２のマスタキャリア信号から第２の受信機周波数エラーが推定される。
ブロック６６０では、第１および第２の受信機周波数エラーを使用して、１つのスレーブ
キャリア信号に対する周波数エラーが導き出される。先に述べたように、スレーブキャリ
ア信号に対する周波数エラーは、いくつかの実施形態では、２つのマスタキャリア信号に
対する周波数エラーの加重平均として計算されてもよい。他方、マスタキャリアが１つだ
け指定された場合、第１および第２のスレーブキャリア信号のそれぞれに対する周波数エ
ラーは、ブロック６７０および６８０に示されるように、第１の受信機周波数エラーから
導き出される。どちらの場合も、導き出された１つ以上のエラーは、ブロック６９０に示
されるように、１つ以上のスレーブキャリア信号に対する１つ以上の受信機プロセス（例
えば、ダウンコンバージョン）を補償するために使用される。
【００４８】
　上述の推定および導出手順は、各キャリア信号に対する必要に応じて受信機周波数エラ
ーおよびタイミングオフセットを継続的に追跡するように、周期的に繰り返されてもよい
。しかしいくつかの場合には、信号状態またはシステム構成が変わることがあり、この場
合、マスタキャリア信号およびスレーブキャリア信号を再指定することが望ましいことが
ある。図７は、そのような変更を示すプロセスフローチャートであり、このプロセスは、
ブロック７１０に示されるように、アンカーチャネル（すなわち、アンカーチャネルの変
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ャリア負荷、または相対データ割り当ての１つ以上の変化を検出することによってトリガ
されてもよい。
【００４９】
　この変化に応えて、マスタキャリア信号およびスレーブキャリア信号が、前述と同じか
または類似の基準を使用して再指定される。ブロック７３０では、新しいマスタキャリア
信号に対する受信機周波数エラーが推定され、ブロック７４０では、新しいスレーブキャ
リア信号に対する周波数エラーが、マスタキャリア信号に対する周波数エラーに基づき導
き出される。ブロック７５０では、マスタキャリア信号およびスレーブキャリア信号に対
する１つ以上の受信機プロセスが、それぞれ推定および導出された周波数エラーを使用し
て補償される。
【００５０】
　スレーブキャリア信号に対して以前導出された周波数エラーまたは時間オフセットは、
スレーブキャリア信号がマスタキャリア信号として再指定されるとき、ブロック７３０の
エラー推定プロセスを初期化するために使用されてもよいことを、当業者は理解するであ
ろう。従って、例えば、所与の移動受信機宛てのデータをまれにしか運ばないスレーブキ
ャリア信号は、データ割り当てがその信号に移行するとき、素早く取得および追跡されう
る。
【００５１】
　大まかに言って、本明細書に記載の種々の周波数エラー補償方法およびそれらの変形方
法は、広帯域符号分割多元接続（Ｗ－ＣＤＭＡ）、ｃｄｍａ２０００およびＥ－ＵＴＲＡ
（エボルブドＵＭＴＳ地上無線アクセス、すなわちＬＴＥのエア・インタフェース）の標
準に準拠してフォーマットされた通信信号を含むがそれらに限定されない種々のタイプの
信号を処理するように構成された無線受信機を使用して実施されてもよい。それに応じて
、本発明の実施形態と両立できる受信機は、Ｇ－ＲＡＫＥ処理、チップ等化、デジタル処
理技法（ＯＦＤＭＡ信号のＦＦＴベースの復調を含む）、減算干渉打ち消し技法、干渉予
測技法、または同種のものを採用してもよい。
【００５２】
　例えば移動受信機２２０などに関して本明細書に記載の種々の回路のいくつかが、ハー
ドウェア、ソフトウェア、またはそれらの任意の組み合わせを備えてもよいことを、当業
者は理解するであろう。いくつかの実施形態では、制御プロセッサ３５０は、適切なソフ
トウェアを用いて構成された専用または汎用のマイクロプロセッサ回路（ＤＳＰタイププ
ロセッサを含む）および／または本明細書に記載の１つ以上の方法および技法を実行する
ファームウェアを備えてもよい。このような実施形態では、移動受信機２２０の１つ以上
の回路の上記の最適な構成が、例えば、移動受信機２２０のメモリ／ストレージデバイス
に、１つ以上の記載の処理フローまたはそれらの変更形態に対応するプログラム命令を備
えるコンピュータプログラムを供給することによって取得されてもよい。もちろん、少な
くとも専用ハードウェアベースの処理要素を使用する信号処理部分を実装することが有利
でありうることは理解されるであろう。
【００５３】
　大まかには、本開示の教示は、このように相異なる無線周波数の相異なる無線キャリア
によって送信される複数の無線通信信号に対する周波数エラーを補償する種々の技法およ
び対応する装置を含む。１つ以上のスレーブキャリア信号に対する受信機プロセスの補償
に使用するために、１つ以上のマスタキャリア信号から推定された周波数エラーが、それ
らのスレーブキャリア信号に対する受信機周波数エラーを導き出すために使用されてもよ
い。本明細書に記載の方法および装置の変更形態を念頭に置いて、当業者は、本発明がこ
れまでの説明によって限定されないし、添付の図面によっても限定されないことを理解す
るであろう。それどころか、本発明は、以下の特許請求の範囲およびその法的均等物によ
ってだけ限定される。
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