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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ダウンリンクチャネルで基地局によって送られたセクタ情報を受信し、前記セクタ情報
に基づいてアップリンクチャネルを確定し、前記基地局との通信に前記アップリンクチャ
ネルを使用する少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合したメモリと、を具備し、
　前記プロセッサは、受信することができる１つ以上のセクタのダウンリンクチャネルの
チャネル品質を推定し、最も強いダウンリンクチャネルを持ったセクタから前記セクタ情
報を得、
　前記セクタ情報は、利用可能な主要チャネルと１以上の補助チャネルについて、前記補
助チャネルに使用された名目上の送信電力に対する、前記主要チャネルに使用された名目
上の送信電力の電力比であるパワーバックオフに関する情報を含むことを特徴とする端末
。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記セクタ情報に基づいて前記アップリンクチャ
ネルの中心周波数を確定し、前記アップリンクチャネルの前記中心周波数に送信機を合わ
せることを特徴とする請求項１に記載の端末。
【請求項３】
　前記セクタ情報は、通信に使用する特定のアップリンクチャネルを含み、前記確定され
たアップリンクチャネルは前記セクタ情報によって示された前記特定のアップリンクチャ
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ネルであることを特徴とする請求項１に記載の端末。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記セクタ情報に基づいて多重アップリンクチャ
ネルのおのおのの負荷を確定し、前記多重アップリンクチャネルのおのおのの前記負荷を
考慮することにより、前記アップリンクチャネルを選択することを特徴とする請求項１に
記載の端末。
【請求項５】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記多重アップリンクチャネルの中から前記アッ
プリンクチャネルを選択することを特徴とする請求項４に記載の端末。
【請求項６】
　前記セクタ情報は、利用可能な多重アップリンクチャネル用のサービス品質（ＱｏＳ）
情報を含み、前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＱｏＳ情報を考慮することにより
、前記アップリンクチャネルを選択することを特徴とする請求項１に記載の端末。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記基地局へ前記アップリンクチャネル上でアク
セス要求を送ることを含むことを特徴とする請求項１に記載の端末。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ダウンリンクチャネルおよび前記アップリン
クチャネルを経由して前記基地局との接続を確立することを特徴とする請求項１に記載の
端末。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記セクタ情報に基づいて前記多重ダウンリンク
チャネルの中から少なくとも１つの追加のダウンリンクチャネルを確定し、前記少なくと
も１つの追加のダウンリンクチャネルのおのおのを取得することを特徴とする請求項１に
記載の端末。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記セクタ情報および前記少なくとも１つの追加
のダウンリンクチャネルを受信するために使用される、前記ダウンリンクチャネルの中か
ら１つのダウンリンクチャネルを選択し、前記基地局との通信のために前記選択されたダ
ウンリンクチャネルを使用することを特徴とする請求項９に記載の端末。
【請求項１１】
　前記セクタ情報は、多重ダウンリンクチャネルのおのおのの中心周波数を含み、前記少
なくとも１つのプロセッサは、前記ダウンリンクチャネルのチャネル条件を決定するため
に、おのおののダウンリンクチャネルの前記中心周波数に受信機を合わせることを特徴と
する請求項１に記載の端末。
【請求項１２】
　端末が、ダウンリンクチャネルで基地局によって送られたセクタ情報を受信し、
　前記端末が、前記セクタ情報に基づいてアップリンクチャネルを確定し、
　前記端末が、前記基地局との通信に前記アップリンクチャネルを使用することを具備し
、
　前記端末が、受信することができる１つ以上のセクタのダウンリンクチャネルのチャネ
ル品質を推定し、
　前記端末が、最も強いダウンリンクチャネルを持ったセクタから前記セクタ情報を得、
前記セクタ情報は、利用可能な主要チャネルと１以上の補助チャネルについて、前記補助
チャネルに使用された名目上の送信電力に対する、前記主要チャネルに使用された名目上
の送信電力の電力比であるパワーバックオフに関する情報を含むことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　前記端末が、前記セクタ情報に基づいて前記アップリンクチャネルの中心周波数を決定
し、
　前記端末が、前記アップリンクチャネルの前記中心周波数に送信機を合わせることをさ
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らに具備することを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記端末が、前記セクタ情報に基づいて多重アップリンクチャネルのおのおのの負荷を
決定し、
　前記端末が、前記多重アップリンクチャネルのおのおのの前記負荷を考慮することによ
り、前記アップリンクチャネルを選択することをさらに具備することを特徴とする請求項
１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記端末が、前記セクタ情報に基づいて前記多重ダウンリンクチャネルの中から少なく
とも１つの追加のダウンリンクチャネルを確定し、
　前記端末が、前記少なくとも１つの追加のダウンリンクチャネルのおのおのを取得する
ことをさらに具備することを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　ダウンリンクチャネルで基地局によって送られたセクタ情報を受信する手段と、
　前記セクタ情報に基づいてアップリンクチャネルを確定する手段と、
　前記基地局との通信に前記アップリンクチャネルを使用する手段と、
　受信することができる１つ以上のセクタのダウンリンクチャネルのチャネル品質を推定
する手段と、
　最も強いダウンリンクチャネルを持ったセクタから前記セクタ情報を得る手段と、を具
備し、
　前記セクタ情報は、利用可能な主要チャネルと１以上の補助チャネルについて、前記補
助チャネルに使用された名目上の送信電力に対する、前記主要チャネルに使用された名目
上の送信電力の電力比であるパワーバックオフに関する情報を含むことを特徴とする装置
。
【請求項１７】
　前記セクタ情報に基づいて前記アップリンクチャネルの中心周波数を決定する手段と、
　前記アップリンクチャネルの前記中心周波数に送信機を合わせる手段と、をさらに具備
することを特徴とする請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記セクタ情報に基づいて多重アップリンクチャネルのおのおのの負荷を決定する手段
と、
　前記多重アップリンクチャネルのおのおのの前記負荷を考慮することにより、前記アッ
プリンクチャネルを選択する手段と、をさらに具備することを特徴とする請求項１６に記
載の装置。
【請求項１９】
　前記セクタ情報に基づいて前記多重ダウンリンクチャネルの中から少なくとも１つの追
加のダウンリンクチャネルを確定する手段と、
　前記少なくとも１つの追加のダウンリンクチャネルのおのおのを取得する手段と、をさ
らに具備することを特徴とする請求項１６に記載の装置。
【請求項２０】
　ダウンリンクチャネルで基地局によって送られたセクタ情報を受信するように設定され
ている第１指示と、
　前記セクタ情報に基づいてアップリンクチャネルを確定するように設定されている第２
指示と、
　前記基地局との通信のために前記アップリンクチャネルの使用を命令するように設定さ
れている第３指示と、
　受信することができる１つ以上のセクタのダウンリンクチャネルのチャネル品質を推定
するように設定されている第４指示と、
　最も強いダウンリンクチャネルを持ったセクタから前記セクタ情報を得るように設定さ
れている第５指示と、を実行させるためのコンピュータプログラムであって、
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　前記セクタ情報は、利用可能な主要チャネルと１以上の補助チャネルについて、前記補
助チャネルに使用された名目上の送信電力に対する、前記主要チャネルに使用された名目
上の送信電力の電力比であるパワーバックオフに関する情報を含むコンピュータプログラ
ム。
【請求項２１】
　多重アップリンクチャネルのおのおので負荷を決定し、
　前記多重アップリンクチャネル上の前記負荷に関する情報を含むセクタ情報をダウンリ
ンクチャネルで送る少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合したメモリと、を具備し、
　前記プロセッサは、受信することができる１つ以上のセクタのダウンリンクチャネルの
チャネル品質を推定し、最も強いダウンリンクチャネルを持ったセクタから前記セクタ情
報を得、前記セクタ情報は、利用可能な主要チャネルと１以上の補助チャネルについて、
前記補助チャネルに使用された名目上の送信電力に対する、前記主要チャネルに使用され
た名目上の送信電力の電力比であるパワーバックオフに関する情報を含むことを特徴とす
る装置。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記多重アップリンクチャネルの少なくとも１つ
の中心周波数を送ることを特徴とする請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記多重アップリンクチャネル用にサービス品質
（ＱｏＳ）情報を送ることを特徴とする請求項２１に記載の装置。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、多重ダウンリンクチャネルのおのおのの負荷を決
定し、前記多重ダウンリンクチャネル上の前記負荷に関する情報を送ることを特徴とする
請求項２１に記載の装置。
【請求項２５】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、利用可能なダウンリンクチャネルを示す情報を送
ることを特徴とする請求項２１に記載の装置。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、多重ダウンリンクチャネルに対してそれぞれパワ
ーバックオフを送ることを特徴とする請求項２１に記載の装置。
【請求項２７】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、多重ダウンリンクチャネルと前記ダウンリンクチ
ャネルとの間の複数の周波数距離を送ることを特徴とする請求項２１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　現在の開示は、一般に通信に関し、特に、無線通信システムのための送信技術に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　無線多元接続通信システムは、同時にダウンリンクとアップリンク上の多数の端末用の
通信をサポートすることができる。
【０００３】
ダウンリンク（または送信リンク）は、基地局から端末への通信リンクを指し、アップリ
ンク（または、逆リンク）は端末から基地局へ通信リンクを指す。
【０００４】
　システムは周波数分割二重（ＦＤＤ）を利用してもよい。それはダウンリンクとアップ
リンクのために分離した周波数を使用する。基地局と端末は、ダウンリンクのための周波
数チャネル（単にダウンリンクチャネル）、およびアップリンクのための周波数チャネル
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（単にアップリンクチャネル）を経由して通信してもよい。周波数チャネルはそれぞれ、
特定の帯域幅を持っており、特定周波数に中心がある。ダウンリンクおよびアップリンク
チャネル間の距離または間隔は、一般的に固定され、二重化周波数（duplexing frequenc
y）と呼ばれる。基地局は、ダウンリンクチャネルで端末へデータおよびシグナリング（s
ignaling）を送信する。また、端末は、アップリンクチャネルで基地局へデータおよびシ
グナリングを送信する。
【０００５】
　基地局は、同じペアのダウンリンクおよびアップリンクチャネルを経由して多数の端末
と通信してもよい。その後、これらの端末は、利用可能な無線リソースを共有するだろう
。同じペアのダウンリンクおよびアップリンクチャネルもまた、他の端末との通信のため
に近くの基地局によって使用されてもよい。その後、それぞれの基地局への／からの送信
は、別の基地局への／からの送信への干渉となるかもしれない。その干渉は、双方の基地
局と通信する端末のパフォーマンスに悪影響を与えるかもしれない。
【０００６】
　したがって、技術ではスループットを改善し、かつ、干渉を減少する手法でデータを送
信する技術が必要である。
【発明の概要】
【０００７】
　ダウンリンクおよび／またはアップリンクのための設定可能なチャネルを使用する送信
技術は、ここに記述される。設定可能なチャネルは、ＦＤＤシステムでの可変の二重化に
より生じ、動的な周波数再利用の形式と見なされるかもしれない。
【０００８】
　実施形態では、ダウンリンクチャネルおよび／またはアップリンクチャネルは、端末に
対し独立して選択されてもよい。
【０００９】
端末は、デフォルト（default）のダウンリンクおよびアップリンクチャネルで基地局と
の接続を確立してもよい。デフォルトのダウンリンクおよびアップリンクチャネルは、端
末で用意されるか、あるいは基地局によって伝達されてもよい。別のダウンリンクチャネ
ルおよび／または別のアップリンクチャネルは、チャネル品質、負荷（loading）、干渉
などのような様々な要因に基づいて、選択されてもよい。その後、端末は、通信のための
新しいダウンリンクおよび／またはアップリンクチャネルに切り換えだろう。ある瞬間で
も端末によって使用されるダウンリンクとアップリンクチャネルとの間の周波数距離は、
名目上の二重化周波数とは異なってもよい。
【００１０】
　別の実施形態では、基地局は、端末の通信、セクタ選択、および／またはチャネル選択
に使用されるであろうセクタ情報をブロードキャストする。セクタ情報は、利用可能なダ
ウンリンクおよびアップリンクのチャネル、利用可能なチャネルの周波数、利用可能なチ
ャネル上の負荷、サービス品質（ＱｏＳ）情報などのような様々なタイプの情報を含んで
いてもよい。端末は１つ以上のセクタからセクタ情報を得てもよい。端末は、ダウンリン
クおよび／またはアップリンク（例えば、アップリンクチャネル周波数）用の送信パラメ
ータを決定するためにセクタ情報を使用してもよい。端末はまた、おそらくアップリンク
上のどんな送信も送る必要なしに、セクタ、ダウンリンクチャネル、および／またはアッ
プリンクチャネルを選択するためにセクタ情報を使用してもよい。
【００１１】
　発明の様々な態様および実施形態は、さらに詳細に以下に記述される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】無線通信システムを示す。
【図２】ＦＤＤシステム用の典型的なチャネル構造を示す。
【図３】ＴＤＤシステム用の典型的なチャネル構造を示す。
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【図４】３つのキャリア動作のためのチャネル割り当ての一例を示す。
【図５】設定可能なチャネルを使用して通信するためのプロセスを示す。
【図６】設定可能なチャネルを使用して通信するための装置を示す。
【図７】通信に使用するために周波数チャネルを決定するためのプロセスを示す。
【図８】通信に使用するために周波数チャネルを決定するための装置を示す。
【図９】設定可能なチャネルとの接続を確立するためのプロセスを示す。
【図１０】設定可能なチャネルとの接続を確立するための装置を示す。
【図１１】基地局および端末のブロック図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　「典型的な」という単語は「例（example）、事例（instance）または実例（illustrat
ion）として情報を提供する」ことを意味するためにここに使用される。「典型的な」と
ここに記述されたどんな実施形態または設計も、必ずしも他の実施形態または設計を超え
て優先されたりまたは有利なものとして解釈されない。
【００１４】
　図１は、多数の基地局１１０および多数の端末１２０を備えた無線通信システム１００
を示す。基地局は、端末と通信する局である。基地局はまた、ノードＢ、アクセスポイン
トおよび／または他のあるネットワーク要素と呼ばれてもよく、これらの機能性のうちい
くらかあるいはすべてを含んでいてもよい。基地局１１０はそれぞれ、特定の地理的エリ
ア１０２のための通信サービスエリアを提供する。用語「セル」は、その用語が使用され
るコンテキストに依存して、基地局および／またはそのサービスエリアを指すことができ
る。システム容量を改善するために、基地局サービスエリアは、多数のより小さなエリア
（例えば３つのより小さなエリア１０４ａ、１０４ｂ、および１０４ｃ）へ分割されても
よい。おのおののより小さなエリアは、それぞれの基地局セクタ（ＢＳＳ）の役目をして
もよい。それをベース・トランシーバ・サブシステム（ＢＴＳ）と呼ばれてもよい。
【００１５】
用語「セクタ」は、その用語が使用されるコンテキストに依存して、ＢＳＳおよび／また
はそのサービスエリアを指すことができる。セクタ化されたセルにとって、そのセルの全
てのセクタ用のＢＳＳは、典型的にセル用の基地局内の同一場所に配置される。簡単のた
めに、以下の記述では、用語「基地局」は、セクタの役目をする局と同様に、セルの役目
をする局も一般的に指す。
【００１６】
　集中型アーキテクチャについては、システムコントローラ１３０は基地局１１０と結合
されて、これらの基地局に協調と制御を提供する。システムコントローラ１３０は単一の
ネットワーク要素またはネットワーク要素の一群かもしれない。システムコントローラ１
３０はまた、基地局制御装置（base station controller：ＢＳＣ）、移動通信交換局（m
obile switching center：ＭＳＣ）、無線ネットワーク制御装置（radio network contro
ller：ＲＮＣ）、または他のあるネットワーク要素と呼ばれてもよいし、機能性のうちの
いくらかあるいはすべてを含んでいてもよい。分散型アーキテクチャについては、基地局
はお互いと必要に応じて通信してもよい。
【００１７】
　端末１２０は、システムの全体にわたって分散してもよく、おのおのの端末は、固定さ
れているかまたは移動していてもよい。端末はまた、無線端末（ＷＴ）、アクセス端末（
ＡＴ）、移動局（ＭＳ）、ユーザ装置（ＵＥ）、加入者装置および／または他のある要素
として呼ばれても良いし、機能性のうちのいくらかあるいはすべてを含んでいてもよい。
【００１８】
端末は、ワイヤレス機器、携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、無線モデム、携帯端末な
どでもよい。端末はダウンリンクおよびアップリンク上の１つ以上の基地局と通信しても
よい。
【００１９】
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　ここに記述された送信技術は、様々な無線通信システムおよびネットワークに使用され
てもよい。「システム」、「ネットワーク」という用語はしばしば置き換え可能である。
例えば、その技術は、無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）、無線都市規模ネットワーク（
ＷＭＡＮ）、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）および無線パーソナルネット
ワーク（ＷＰＡＮ）に使用されてもよい。
【００２０】
　送信技術もまた、符号分割多重アクセス方式（ＣＤＭＡ）、時分割多重アクセス方式（
ＴＤＭＡ）、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）
、単一キャリアのＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）あるいはそれの組み合わせ（例えばＯＦＤ
ＭＡおよびＣＤＭＡ）のような様々な多重アクセス方式に使用されてもよい。ＯＦＤＭＡ
およびＳＣ－ＦＤＭＡは周波数チャネルを多数の直交トーンへ分割する。それはサブキャ
リア、サブバンド、ビンなどとも呼ばれる。おのおののトーンは、データで調整されても
よい。一般的に、変調シンボルは、ＯＦＤＭＡを備えた周波数領域、およびＳＣ－ＦＤＭ
Ａを備えた時間領域で送られる。
【００２１】
　送信技術も様々な無線通信技術に使用されてもよい。例えば、その技術は、ｃｄｍａ２
０００および広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）を実装するＣＤＭＡシステム、グローバル
移動体通信システム（ＧＳＭ）(登録商標)を実装するＴＤＭＡシステム、および、Ｆｌａ
ｒｉｏｎテクノロジーズ、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｇ、ＩＥＥＥ８０２．１６およびＩ
ＥＥＥ８０２．２０が提供するフラッシュＯＦＤＭ（登録商標）を実装するＣＤＭＡシス
テム、に使用されてもよい。これらの様々な無線通信技術はすでに技術的に知られている
。
【００２２】
　その技術も、時分割二重（ＴＤＤ）システムと同様にＦＤＤシステムにも使用されても
よい。ＦＤＤシステムは、ダウンリンクおよびアップリンクのために別の周波数チャネル
を使用する。ＴＤＤシステムは、ダウンリンクおよびアップリンクの両方のために単一の
周波数チャネルを使用する。
【００２３】
　図２は、ＦＤＤシステムの中で使用されてもよい典型的なチャネル構造２００を示す。
構造２００では、周波数帯はダウンリンク周波数範囲およびアップリンク周波数範囲を含
んでいる。ダウンリンク周波数範囲は、インデックス０からＫ－１を通じて多重（Ｋ）ダ
ウンリンク周波数チャネル（または単に、ダウンリンクチャネル）に分割される。同様に
、アップリンク周波数範囲は、インデックス０からＫ－１を通じて多重（Ｋ）アップリン
ク周波数チャネル（または単に、アップリンクチャネル）に分割される。おのおのの周波
数チャネルは、システムデザインによって決定された特定の帯域幅がある。例えば、周波
数チャネルは、ｃｄｍａ２０００およびフラッシュＯＦＤＭ（登録商標）に１．２５ＭＨ
ｚ、Ｗ－ＣＤＭＡに５ＭＨｚ、ＧＳＭに２００ｋＨｚ、またはＩＥＥＥ８０２．１１に２
０ＭＨｚの帯域幅を持ってもよい。おのおのの周波数チャネルは、システムオペレータま
たは規制機関によって決定されてもよい特定の周波数に中心がある。周波数チャネルもま
た、無線周波数（ＲＦ）チャネル、キャリア、トーンブロック、ＯＦＤＭＡチャネル、Ｃ
ＤＭＡチャネルなどと呼ばれてもよい。
【００２４】
　ＦＤＤシステムは典型的に、ダウンリンクチャネルおよびアップリンクチャネル間に１
対１写像があるように固定デュプレクシング（fixed duplexing）を使用する。例えば、
ダウンリンクチャネル０は、アップリンクチャネル０に関連していてもよいし、ダウンリ
ンクチャネル１はアップリンクチャネル１に関連していてもよいなど、ダウンリンクチャ
ネルＫ－１はアップリンクチャネルＫ－１に関連していてもよい。固定デュプレクシング
によって、特定のダウンリンクチャネルの使用は、さらにこのダウンリンクチャネルに関
連した特定のアップリンクチャネルの使用を命ずる。
【００２５】
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　図３は、ＴＤＤシステムで使用されてもよい典型的なチャネル構造３００を示す。送信
スケジュールは、おのおののフレームが予め定められた時間分とともにフレームへ分割さ
れてもよい。おのおののフレームは、ダウンリンク位相およびアップリンク位相へ分割さ
れてもよい。基地局はダウンリンク位相にある端末へデータおよびシグナリング（signal
ing）を送信してもよい。端末はアップリンク位相にある基地局へデータおよびシグナリ
ングを送信してもよい。おのおのの位相は、多数のタイムスロットへ分割されてもよい。
ダウンリンク位相のおのおののタイムスロットは、ダウンリンクチャネル（ＤＬ ｈ）と
みなされてもよい。また、アップリンク位相のおのおののタイムスロットはアップリンク
チャネル（ＵＬ Ｃｈ）とみなされてもよい。ダウンリンクとアップリンクのチャネルは
、ＴＤＤシステムにおいて異なる時間間隔に相当するが、ＦＤＤシステムにおいてダウン
リンクおよびアップリンクチャネルとして同様の方法で使用されてもよい。
【００２６】
　送信技術は、セクタ化されないセルを備えたシステムと同様に、セクタ化されたセルを
備えたシステムにも使用されてもよい。明確にするために、以下の記述の多くは、セクタ
化されたセルを備えたＦＤＤシステム用である。ＦＤＤシステムは、典型的に与えられた
地理的エリアの中で使用可能なダウンリンクおよびアップリンクチャネルの多重のペアを
もつ。使用可能なダウンリンクおよびアップリンクチャネルのペアは、様々な手法でシス
テムでのセルおよびセクタに割り当てられてもよい。
【００２７】
　図４は、３つのキャリア動作のチャネル割当方式４００の実施形態を示す。簡単のため
に、図４は３つのセルＡ、ＢおよびＣのみを示す。おのおののセルｘは、３つのセクタＳ

ｘ０、Ｓｘ１およびＳｘ２へ分割され、ｘ∈｛Ａ，Ｂ，Ｃ｝である。セクタＳｘ０、Ｓｘ

１およびＳｘ２はまた、ｂｓｓセクタタイプ（bssSectorType）０、１および２、とそれ
ぞれ呼ばれてもよい。
【００２８】
　図４に示される実施形態では、システムは、Ｆ０、Ｆ１およびＦ２として示される３つ
のダウンリンクチャネル、およびＵ０、Ｕ１およびＵ２として示される３つのアップリン
クチャネルがある。明確にするために、ダウンリンクチャネルだけが図４に示される。各
リンクにつき３つの周波数チャネルは、セクタと端末に知られている所定の周波数距離に
より隣接して分離されていてもよい。各リンクにつき３つの周波数チャネルはまた、標準
外の周波数距離によって隣接せず分離されていてもよい。
【００２９】
　チャネル割当方式４００では、３つのダウンリンクおよびアップリンクチャネルのペア
の全ては、おのおののセクタに割り当てられる。おのおののセクタのために、１つのダウ
ンリンクチャネルは主要ダウンリンクチャネルとして指定される。さらに、他の２つのダ
ウンリンクチャネルは補助ダウンリンクチャネル１および２として指定される。同様に、
おのおののセクタのために、１つのアップリンクチャネルは主要アップリンクチャネルと
して指定される。さらに、他の２つのアップリンクチャネルは補助アップリンクチャネル
１および２として指定される。異なるセクタは、異なる主要ダウンリンクおよびアップリ
ンクチャネルを持っている。特に、チャネルＦ０およびＵ０は、それぞれセクタＳｘ０用
の主要ダウンリンクおよびアップリンクチャネルであり、チャネルＦ１およびＵ１は、そ
れぞれセクタＳｘ１用の第１ダウンリンクおよびアップリンクチャネルであり、チャネル
Ｆ２およびＵ２は、それぞれセクタＳｘ２用の第１ダウンリンクおよびアップリンクチャ
ネルである。セクタごとに、図４は、太字テキストでの主要ダウンリンクチャネルおよび
括弧内の補助ダウンリンクチャネルを示す。アップリンクチャネルは簡単のために図４に
は示されない。表１は、おのおののセクタ用の第１および補助周波数チャネルを示す。
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【表１】

【００３０】
　ＯＦＤＭＡシステムでは、１組のトーンは、おのおのの周波数チャネルのために定義さ
れ、トーンブロックと呼ばれてもよい。３つのトーンブロック０、１および２は、ダウン
リンクチャネルＦ０、Ｆ１およびＦ２のために定義されてもよい。さらに、３つのトーン
ブロックは、アップリンクチャネルＵ０、Ｕ１およびＵ２のために定義されてもよい。主
要周波数チャネル用のトーンブロックは、０層トーンブロックと呼ばれてもよい。補助周
波数チャネル１および２用のトーンブロックは、それぞれ１層トーンブロックおよび２層
トーンブロックと呼ばれてもよい。表２はおのおののセクタのトーンブロックを示し、表
１と同等である。
【表２】

【００３１】
　割当周波数チャネル／トーンブロックを使用するセクタにおいて、おのおののセクタは
、端末に提供してもよい。もしシステムが固定デュプレクシングを使用すれば、ダウンリ
ンクチャネルＦ０上のセクタと通信する端末は、やはりアップリンクチャネルＵ０を使用
するだろうし、ダウンリンクチャネルＦ１上のセクタと通信する端末もアップリンクチャ
ネルＵ１を使用するだろうし、ダウンリンクチャネルＦ２上のセクタと通信する端末もア
ップリンクチャネルＵ２を使用するだろう。固定デュプレクシングは、システム・オペレ
ーションを単純化することができるが、準最適なパフォーマンスをもたらす。
【００３２】
例えば、ダウンリンクチャネルＦ０を使用する端末は、アップリンクチャネルＵ０が輻輳
しているのを発見してもよいし、またはアップリンクチャネルＵ０上の高干渉を観測して
もよい。しかし、利用可能ならば、もし端末がダウンリンクおよびアップリンクチャネル
の異なるペアを選択しなければ、固定デュプレクシングはアップリンクチャネルＵ０を使
用することを端末に要求するだろう。
【００３３】
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　１つの態様では、設定可能なダウンリンクおよび／またはアップリンクチャネルは、パ
フォーマンスを改善するために端末用に使用される。一般に、システムは、設定可能なダ
ウンリンクチャネル（例えば、多重ダウンリンクチャネルおよび１つのアップリンクチャ
ネルを備えた配備用）のみ、設定可能なアップリンクチャネル（例えば、多重アップリン
クチャネルおよび１つのダウンリンクチャネルを備えた配備用）のみ、または設定可能な
ダウンリンクおよびアップリンクチャネルをサポートしてもよい。設定可能なチャネルに
より、適切なダウンリンクチャネルおよび／または適切なアップリンクチャネルは、よい
性能を達成するために端末用に選択されてもよい。設定可能なチャネルの使用は、可変の
デュプレクシングをもたらすかもしれないし、および、動的な周波数再使用（ＤＦＲ）の
形式として見られるかもしれない。
【００３４】
　実施形態では、端末は、最初にデフォルトのダウンリンクおよびアップリンクチャネル
でセクタとの接続を確立する。それは優先チャネルあるいは指定チャネルと呼ばれてもよ
い。接続は、物理層（ＰＨＹ）および／またはメディア・アクセス制御層（ＭＡＣ）用に
端末とセクタ間において確立されたチャネルの一群とみなされてもよい。
【００３５】
デフォルトのダウンリンクおよびアップリンクチャネルは、端末において用意されてもよ
いし、および、認可されたまたは不認可のスペクトル割当ておよび／またはスペクトル計
画から起因してもよい。例えば、デフォルトのダウンリンクおよびアップリンクチャネル
は、第１ダウンリンクおよびアップリンクチャネルかもしれない。それは図４に示される
ような異なるセクタにとって異なってもよい。端末は、その後別のダウンリンクチャネル
および／または別のアップリンクチャネルへ切り換わってもよい。それは下記に記述され
るような様々な要因に基づいて選択されてもよい。
【００３６】
　新しいダウンリンクチャネルおよび／または新しいアップリンクチャネルの選択は、セ
クタまたは端末によって行われてもよい。実施形態では、セクタは、端末用に新しいダウ
ンリンクチャネルおよび／または新しいアップリンクチャネルを選択し、新しいチャネル
への変更のためにメッセージを送る。そのメッセージは、端末によって追跡される命令か
もしれないし、あるいは端末によって受理されたかまたは拒絶されたリクエストかもしれ
ない。セクタは、コントロール・チャネル、トラフィック・チャネルまたはブロードキャ
スト・チャネルに関するメッセージを送信してもよい。別の実施形態では、端末は異なる
ダウンリンクチャネルのために測定をおこない、および／または異なるアップリンクチャ
ネルのために情報を得てもよい。端末は、測定結果や情報に基づいた新しいダウンリンク
チャネルおよび／また新しいアップリンクチャネルを選択してもよい。端末は、新しいチ
ャネルへの変更のためにメッセージを送ってもよい。両方の実施形態については、新しい
チャネルへの変更が、セクタおよび端末の両方に知られている指定時間に生じてもよい。
【００３７】
　指定時間において、端末は、新しいダウンリンクチャネルおよび／または新しいアップ
リンクチャネルへ合わせて、その後これらのチャネルをセクタとの通信のために使用する
。ＲＦチューニング（ＲＦ tuning）が効果を現わした後、ダウンリンクとアップリンク
チャネルとの間の周波数距離は、デフォルトのダウンリンクおよびアップリンクチャネル
間の周波数距離とは異なってもよい。可変のデュプレクシングは、ＲＦ送信および受信チ
ェーンの中のデュプレクサ、フィルタおよび局部発振器のような適切なＲＦ回路で実現し
てもよい。ＲＦチューニングは、現在利用可能なＲＦ回路で比較的速く（例えばミリ秒で
）おこなわれてもよい。従って、より高い層のデータ接続はチャネル・スイッチングによ
って維持されてもよい。また、ユーザ・アプリケーションへのインパクトは最小かもしれ
ない。
【００３８】
　一般に、新しいダウンリンクおよび／またはアップリンクチャネルの選択は、チャネル
品質、負荷、干渉などのような様々な要因に基づいておこなわれてもよい。
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【００３９】
チャネル選択は、周波数チャネルのチャネル品質を考慮してもよい。異なる周波数チャネ
ルは、異なるチャネル条件（例えば、異なるフェージング、マルチパス、および干渉の影
響）を観測してもよい。その結果として、これらの周波数チャネルは異なるチャネル品質
を持っていてもよい。それは信号対雑音比（ＳＮＲ）または他のある手段によって定量化
されてもよい。端末は、セクタによって送られたパイロットおよび／または他の送信に基
づいた異なるダウンリンクチャネルのチャネル品質を推定してもよい。セクタもまた、端
末からの送信に基づいたアップリンクチャネルのチャネル品質を推定してもよい。よいチ
ャネル品質を備えたダウンリンクおよびアップリンクチャネルは使用するために選択され
てもよい。
【００４０】
　チャネル選択は負荷を考慮してもよい。それは送られているトラフィックの量（例えば
、セクタの周波数チャネル上）を参照する。負荷は、ユーザまたは接続の数、これらのユ
ーザのＱｏＳプロファイル、および／または他の判定基準によって定量化されてもよい。
ＱｏＳプロファイルは、送られているトラフィックの種類およびトラフィック要件を伝達
してもよい。チャネル選択は、周波数チャネル、セクタ、および／またはセルの全域で負
荷を均衡させるようにおこなわれてもよい。
【００４１】
　与えられたセクタの異なる周波数チャネルの負荷を均衡させることは望ましい。これは
、おのおののリンク上のおのおのの周波数チャネルの負荷の決定により達成されてもよい
。おのおののリンクにとって、新しい接続は、より軽く負荷された周波数チャネルへ移動
することが可能な、既存の接続および／または少ない負荷を有する周波数チャネル上で確
立されてもよい。
【００４２】
　あるセルおよび隣接するセルに渡る異なるセクタの負荷を均衡させることも望ましい。
端末が２つのセクタの範囲端近くに位置する場合、端末は、１つのセクタのある（より重
い負荷がかかった）周波数チャネルから別のセクタの別の（より軽い負荷がかかった）周
波数チャネルへ切り換えてもよい。同様に、端末が２つのセルの範囲端の近くに位置ある
場合、端末は、１つのセルのある（より重い負荷がかかった）周波数チャネルから別のセ
ルの別の（より軽い負荷がかかった）周波数チャネルへ切り換えてもよい。セクタまたは
セルに渡る負荷均衡は次のことにより達成されてもよい。例えば、利用可能な周波数チャ
ネル、ユーザ数、ユーザのＱｏＳプロファイル、および／または、セクタまたはセルの間
の他の情報の関連情報を交換することによって達成されてもよい。情報は、基地局のバッ
クプレーン（backplane）を経由して与えられたセルのセクタの間で交換されてもよい。
情報は逆送（backhaul）ネットワークを経由してセルの間で交換されてもよい。
【００４３】
　一般に、負荷均衡は、セクタの周波数チャネルに渡って、あるセルのセクタに渡って、
および／またはセルに渡って、行われてもよい。動的な負荷均衡は、すべてのユーザのた
めのＱｏＳを改善してもよい。負荷均衡は、セクタおよび／または端末によっておこなわ
れてもよい。セクタは、典型的にはユーザおよびそれらのＱｏＳプロファイルに関する情
報を有し、さらにダウンリンクとアップリンク上の無線通信資源に使用法を制御する。セ
クタは、負荷を均衡させるために、端末用のダウンリンクおよび／またはアップリンクチ
ャネルでの変更を要求してもよい。セクタはまた、負荷情報をブロードキャストしてもよ
い。その後、端末は、ダウンリンクおよび／またはアップリンクチャネルを選択する際に
負荷情報を考慮してもよい。
【００４４】
　チャネル選択は、セクタ間干渉およびセル間干渉を緩和するようにおこなわれてもよい
。１つのセクタ（またはセル）の端末のための送信は、典型的に他のセクタ（またはセル
）の端末のための送信に対し直交しておらず、したがってセクタ間（またはセル間）干渉
を引き起こす。端末が２つのセクタの境界に位置する場合、端末は、セクタ間干渉の影響
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を低減するダウンリンクおよびアップリンクチャネルが割り当てられてもよい。例えば、
図４では、セクタＳＢ１の中のセクタ端の端末ＴＡはダウンリンクチャネルＦ１を割り当
てられてもよい。隣接したセクタＳＢ２は、より多くの干渉に耐えることができる内部の
端末用にダウンリンクチャネルＦ１を使用してもよい。端末ＴＡもまた、セクタ間干渉を
低減するために１つのセクタへ送信することに制限されてもよい。同様に、端末が多数の
セルの境界に位置する場合、端末は、セル間干渉の影響を低減するダウンリンクおよびア
ップリンクチャネルを割り当てられてもよい。例えば、図４では、セクタＳＢ１の中のセ
ル端の端末ＴＢはダウンリンクチャネルＦ１を割り当てられてもよく、それは隣接したセ
ル用の補助チャネルＡおよびＣである。セルＡおよびＣは、より多くの干渉に耐えること
ができる内部の端末用にダウンリンクチャネルＦ１を使用してもよい。セクタまたはセル
は、おのおののセクタまたはセルで使用された周波数チャネルに関する情報や、おのおの
の周波数チャネルで観測された干渉や、おのおのの周波数チャネルで割り当てられた端末
の種類などを交換してもよい。この情報は、セクタ間およびセル間干渉の影響を緩和する
ように周波数チャネルを割り当てるために、隣のセクタまたはセルによって使用されても
よい。
【００４５】
　チャネル選択はまた、セクタと端末間の送信を劣化させる可能性のある他の情報源（so
urce）からの干渉を考慮に入れてもよい。この干渉は、他の無線通信技術（例えば、異な
る複数のスペクトルポリシーを備えた地域間の境界近く）、悪意の発信者などから来るか
もしれない。高い干渉が、ある周波数チャネル上で観測される場合、別の周波数チャネル
が使用に選択されてもよい。
【００４６】
　チャネル選択はまた、上述されたものに加えて他の要因を考慮に入れてもよい。
【００４７】
　適切な場合は常に、新しいダウンリンクチャネルおよび／または新しいアップリンクチ
ャネルが選択されてもよい。例えば、端末は定期的に受信電力を測定したり、または提供
しているセクタ用の他のダウンリンクチャネルのチャネル品質を推定したり、および／ま
たは他のセクタのよりよいダウンリンクチャネルを探索したりしてもよい。現在のダウン
リンクチャネルよりも新しいダウンリンクチャネルがよい場合、提供しているセクタまた
は別のセクタの新しいダウンリンクチャネルが選択されてもよい。
【００４８】
　新しいダウンリンクおよび／またはアップリンクチャネルの選択は、様々なメカニズム
を使用して伝達されてもよい。セクタは、全ての端末へのブロードキャスト・コントロー
ル・メッセージで、端末のグループへのマルチキャスト・コントロール・メッセージで、
および／または特定の端末へのユニキャスト・コントロール・メッセージでチャネル変化
を送ってもよい。端末は、ユニキャスト・コントロール・メッセージでチャネル変化を送
ってもよい。一般に、メッセージは、ブロードキャスト、コントロールおよび／またはト
ラフィックチャネル上で送られてもよい。
【００４９】
　設定可能なチャネルは、セクタごとに実装されてもよいし、さらに、チャネル選択は、
おのおののセクタによって独立して行われてもよい。設定可能なチャネルは、さらにセル
ごとに実装されてもよいし、さらに、チャネル選択は、おのおののセルによって独立して
行われてもよい。設定可能なチャネルもセクタまたはセルのグループを渡って実装されて
もよい。どんな場合も、設定可能なチャネルは、どんな適用可能な調整または共存の制限
も守るように実装されてもよい。
【００５０】
　図５は、設定可能なチャネルを使用して通信するプロセス５００の実施形態を示す。プ
ロセス５００は、端末または基地局によって行われてもよい。
【００５１】
　端末と基地局間の接続は、第１リンク用の第１周波数チャネルおよび第２リンク用の第
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２周波数チャネルを経由して確立される（ブロック５１２）。第１リンク用の第３周波数
チャネルの選択が得られる（ブロック５１４）。その接続は、第１リンク用の第３周波数
チャネルへ切り換えられる（ブロック５１６）。その接続は、第１リンク用の第３周波数
チャネルへ切り換わった後に、第２リンク用の第２周波数チャネルで維持される。第１お
よび第２周波数チャネルは、第２周波数チャネルと第３周波数チャネルとの間の第２周波
数距離とは異なる第１周波数距離を持っている。この違いは、少なくとも第１リンクまた
は第２リンク用の隣接周波数チャネル間の間隔でもよい。
【００５２】
　第１および第２リンクはそれぞれダウンリンクおよびアップリンクでもよく、第１およ
び第２周波数チャネルはそれぞれダウンリンク用とアップリンク用のデフォルトの周波数
チャネルでもよい。第３周波数チャネルは、基地局に利用可能なダウンリンク周波数チャ
ネルの１組から選択されてもよい。あるいは、第１および第２リンクはそれぞれアップリ
ンクおよびダウンリンクでもよく、第１および第２周波数チャネルはそれぞれアップリン
ク用とダウンリンク用のデフォルトの周波数チャネルでもよい。第３周波数チャネルは、
基地局に利用可能なアップリンク周波数チャネルの１組から選択されてもよい。
【００５３】
　第３周波数チャネルは、（１）第１周波数チャネルよりも第３周波数チャネル上で検出
されたより少ない負荷、（２）第１周波数チャネルよりも第３周波数チャネル上で検出さ
れたより少ない干渉、（３）第１周波数チャネルよりも第３周波数チャネル上で検出され
たよりよいチャネル条件、および／または（４）他のいくつかの要因に応じて選択されて
もよい。第３周波数チャネルの選択は、基地局によってなされ端末へ送られるか、または
端末によってなされ基地局へ送られてもよい。
【００５４】
　第２リンク用の第４周波数チャネルの選択が得られる（ブロック５１８）。その後、そ
の接続は、第２リンク用の第４周波数チャネルへ切り換えられてもよい（ブロック５２０
）。第３周波数チャネルおよび第４周波数チャネルは、第１および第２周波数距離とは異
なる第３周波数距離を持っていてもよい。
【００５５】
　図６は、設定可能なチャネルを使用して通信するための装置６００の実施形態を示す。
【００５６】
装置６００は、第１リンク用の第１周波数チャネルおよび第２リンク用の第２周波数チャ
ネルを経由した端末と基地局との接続を確立する手段（ブロック６１２）と、第１リンク
用の第３周波数チャネルの選択を得る手段（ブロック６１４）と、第１リンク用の第３周
波数チャネルへ接続を切り換える手段（ブロック６１６）と、第２リンク用の第４周波数
チャネルの選択を得る手段（ブロック６１８）と、第２リンク用の第４周波数チャネルへ
接続を切り換える手段（ブロック６２０）を含む。
【００５７】
　別の態様では、セクタは、適切な動作、セクタ選択、および／またはチャネル選択のた
めに端末によって使用されてもよいセクタ情報をブロードキャストする。セクタ情報もま
た、キャリアＢＳＳ情報、キャリアＢＳ情報、キャリア情報などと呼ばれてもよい。おの
おののセクタは、主要ダウンリンクチャネルだけで、またはおのおのダウンリンクチャネ
ルでそのセクタ情報をブロードキャストしてもよい。端末は、１つ以上のセクタ（例えば
、強く受信されたセクタ）からセクタ情報を受信してもよい。端末は、セクタ、ダウンリ
ンクチャネル、および／またはアップリンクチャネルを選択するためにセクタ情報を使用
してもよい。端末は、アップリンクでどんな送信も送る必要なしに、セクタおよび／また
はチャネル選択を行うことができてもよい。
【００５８】
　一般に、セクタ情報は、適切な動作、セクタ選択、および／またはチャネル選択にとっ
て適切かもしれない任意の種類の情報を含んでもよい。例えば、セクタ情報は、どの周波
数チャネルが主要および補助チャネルであるかを示してもよいし、どのダウンリンクおよ
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の周波数距離を示してもよいし、アップリンクチャネル間の周波数距離を示してもよいし
、ダウンリンクとアップリンクチャネル間の周波数距離を示してもよいし、おのおののア
ップリンクチャネル上の負荷を示してもよいし、おのおののダウンリンクチャネル上の負
荷を示してもよいし、おのおのの補助チャネル用のパワーバックオフ（power backoff）
を示してもよいし、おのおののチャネルのＱｏＳ情報などを示してもよいし、またはそれ
らの任意の組み合わせを示してもよい。セクタ情報は様々な方法で伝達されてもよい。
【００５９】
　実施形態では、おのおののセクタは、おのおののダウンリンクチャネルで既知の信号を
送信する。既知の信号は、セクタ検出および識別に使用されてもよく、ビーコン、既知の
シーケンス、パイロットまたは他の信号でもよい。ビーコンは、特定の周波数またはトー
ン上で送られた高出力の送信である。おのおののセクタは、端末がビーコンに基づいて補
助チャネル１および２と同様に主要チャネルを識別できるように、３つのダウンリンクチ
ャネルでビーコンを送信してもよい。例えば、セクタＳｘ０は、スーパースロット（また
は、時間間隔）０、１および２において、それぞれトーンブロック０、１および２でビー
コンを送信してもよいし、セクタＳｘ１は、スーパースロット０、１および２において、
それぞれトーンブロック１、２および０で信号を送信してもよいし、セクタＳｘ２は、ス
ーパースロット０、１および２において、それぞれトーンブロック２、０および１でビー
コンを送信してもよい。この実施形態では、端末は、セクタから受け取った信号に基づい
ておのおののセクタの主要および補助のチャネルを決定することができる。
【００６０】
　おのおののセクタは、利用可能なダウンリンクチャネルの１組および利用可能なアップ
リンクチャネルの１組を有する。実施形態では、利用可能なダウンリンクチャネルは利用
可能なアップリンクチャネルと独立している。例えば、１つのセクタは３つのダウンリン
クチャネルおよび２つのアップリンクチャネルを使用してもよい。別のセクタは２つのダ
ウンリンクチャネルおよび３つのアップリンクチャネルを使用してもよいなどである。お
のおののリンクの利用可能な周波数チャネルの数は、セクタ負荷、干渉などのような様々
な要因に基づいて選択されてもよい。別の実施形態では、利用可能なダウンリンクチャネ
ルは利用可能なアップリンクチャネルに結び付けられる。例えば、１つのセクタは主要ダ
ウンリンクおよびアップリンクチャネルだけを使用してもよい。別のセクタは補助ダウン
リンクおよびアップリンクチャネル１と同様に主要ダウンリンクおよびアップリンクチャ
ネルを使用してもよい。別のセクタは３つのダウンリンクとアップリンクチャネルのペア
をすべて使用してもよい。
【００６１】
　実施形態では、おのおののセクタは、主要ダウンリンクおよびアップリンクチャネルを
使用し、補助ダウンリンクおよびアップリンクチャネルを使用してもよいし、使用しなく
てもよい。表３は、セクタ用の４つの可能な設定（configuration）を挙げる。おのおの
の設定は、セクタによって使用される周波数チャネルの異なる組に対応する。
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【表３】

【００６２】
　セクタ情報は、利用可能なダウンリンクチャネルおよび／またはアップリンクチャネル
を伝達してもよい。これらのチャネルが互いに無関係に選択されてもよい場合、セクタ情
報は利用可能なダウンリンクチャネルおよび利用可能なアップリンクチャネルの両方を伝
達してもよい。セクタ情報はさらに、利用可能なダウンリンクチャネルだけを伝えてもよ
い。例えば、ダウンリンクおよびアップリンクチャネルがペアで選択されている場合であ
る。セクタ情報はさらに、使用すべき特定のダウンリンクチャネルおよび／または特定の
アップリンクチャネルを示してもよい。
【００６３】
　実施形態では、利用可能な周波数チャネルは補助チャネル用のパワーバックオフによっ
て伝達される。ある補助チャネル用のパワーバックオフは、その補助チャネル用に使用さ
れた名目上の送信電力に対する、主要チャネルのために使用された、名目上の（例えば、
トーンごとの）送信電力の電力比である。０デシベル（ｄＢ）のパワーバックオフは、主
要および補助チャネルのために、同じ送信電力が使用されうることを示す。０ｄＢより大
きいパワーバックオフは、主要チャネルよりも補助チャネルのために、少ない送信電力が
使用されることを示す。無限のパワーバックオフは、補助チャネルを使用できないことを
示す。表４は、補助チャネル用のパワーバックオフに基づいたセクタの設定を示す。表４
では、ｂｓｓパワーバックオフ０１（bssPowerBackoff01）は補助チャネル１用のパワー
バックオフである。ｂｓｓパワーバックオフ０２（bssPowerBackoff02）は補助チャネル
２用のパワーバックオフである。

【表４】

【００６４】
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　セクタ情報は、セクタによりサポートされたアップリンクチャネルごとのアップリンク
（ＵＬ）負荷要因を伝達してもよい。あるアップリンクチャネルのＵＬ負荷要因は、セク
タにおけるそのアップリンクチャネル上の負荷の量を示す。ＵＬ負荷要因は、ライズオー
バーサーマル（rise over thermal：ＲＯＴ）、インターフェアレンスオーバーサーマル
（interference over thermal：ＩＯＴ）、および／または技術的に既知の他の指標によ
って与えられる。端末は、そのアップリンクチャネルのためのＵＬ負荷要因に基づいて、
あるアップリンクチャネル上の負荷を確定することができる。
【００６５】
　セクタ情報は、セクタによりサポートされたダウンリンクチャネルのための負荷情報を
伝達してもよい。ダウンリンク用の負荷情報は、アップリンクチャネル用の負荷情報とは
同じまたは異なったフォーマットで与えられてもよい。セクタ情報はさらに、おのおのの
利用可能なダウンリンクチャネルのためのパワーバックオフと同様に、セクタでどのダウ
ンリンクチャネルが利用可能であるかを示してもよい。
【００６６】
　これらの周波数チャネルが隣接していない場合、セクタ情報は、ダウンリンクチャネル
間の周波数距離および／またはアップリンクチャネル間の周波数距離を伝達してもよい。
【００６７】
ｙ＝１，２のとき、補助ダウンリンクチャネルｙと主要ダウンリンクチャネルとの間の周
波数距離が、補助アップリンクチャネルｙと主要アップリンクチャネルとの間の周波数距
離と等しくなるように、ダウンリンクおよびアップリンクチャネルは対称的でもよい。
【００６８】
この場合、ダウンリンクチャネル用の周波数距離は、さらにアップリンクチャネルに適用
する。補助チャネル１および主要チャネル間の周波数距離は、周波数オフセット１０（Fr
equencyOffset10）として表示されてもよい。また、補助チャネル２と主要チャネル間の
周波数距離は、周波数オフセット２０（FrequencyOffset20）として表示されてもよい。
周波数距離は、予め定義された単位（例えば、トーンブロック中の隣接したトーン間の間
隔）で与えられてもよい。ダウンリンクおよびアップリンクチャネルが対称的でない場合
、セクタ情報は、アップリンクチャネル用の周波数距離と同様にダウンリンクチャネル用
の周波数距離を含んでいてもよい。どんな場合も、周波数距離は補助チャネルを見つける
ために使用されてもよい。
【００６９】
　セクタ情報は、アップリンクチャネルの中心周波数を伝達してもよい。典型的なシステ
ム配備では、おのおののダウンリンクチャネルは、ある固定の周波数距離離れて配置され
ている、対応するアップリンクチャネルを有する。この場合、アップリンクチャネルの周
波数はダウンリンクチャネルの周波数に基づいて決定されてもよい。しかしながら、シス
テム配備は、固定の周波数距離によって対応するダウンリンクチャネルから分離されない
アップリンクチャネルがあってもよい。この場合、セクタ情報は、アップリンクチャネル
の中心周波数を伝達してもよい。端末は、セクタ情報に基づいてアップリンクチャネルの
位置を確定することができる。
【００７０】
　セクタ情報は、さらにダウンリンクおよび／またはアップリンクチャネル用のＱｏＳ情
報を伝達してもよい。システムは、多数の優先順位（例えば、高い、標準、低いという優
先度）をサポートしてもよい。ある周波数チャネル用のＱｏＳ情報は、例えば、おのおの
の優先順位の中のユーザ数、おのおのの優先順位の中のトラフィック量、周波数チャネル
にアクセスするために必要とされる最小の優先順位などを示してもよい。端末が十分に役
立つことができるように、端末は、より高い優先順位でより少ないトラフィックを備えた
周波数チャネルを選択してもよい。
【００７１】
　表５は、セクタによってブロードキャストされるセクタ情報の実施形態を示す。セクタ
情報は、さらに情報の異なる組み合わせを具備してもよく、これは本発明の範囲内である
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。
【表５】

【００７２】
　端末は、端末によって受信することができる１つ以上のセクタのダウンリンクチャネル
のチャネル品質を推定してもよい。端末はセクタを選択してもよく、それは例えば、最も
強いダウンリンクチャネルを持ったセクタである。そして選択されたセクタからセクタ情
報を得てもよい。端末は様々な方法でセクタ情報を使用してもよい。ある実施形態では、
セクタ情報は、対応するダウンリンクチャネルから固定された距離にないものであるアッ
プリンクチャネルの周波数を伝達する。その後、端末はセクタ情報により示された周波数
でアップリンクチャネルによって送信してもよい。別の実施形態では、セクタ情報はアッ
プリンクチャネル用の負荷、ＱｏＳ、および／または他の情報を伝達する。その後、端末
は、セクタ情報に基づいてアップリンクチャネルを選択してもよい。
【００７３】
　セクタによってブロードキャストされたＵＬ負荷要因は、アップリンクチャネル上の負
荷の平衡させるために使用されてもよい。ある実施形態では、端末がセクタへ初めてアク
セスするとき、主要および補助アップリンクチャネルのＵＬ負荷要因はセクタから得られ
、アップリンクチャネル（例えば、最も軽い負荷を備えるアップリンクチャネル）を選択
するために使用される。別の実施形態では、現在のアップリンクチャネルの負荷が所定量
により別のアップリンクチャネルの負荷を超過する場合、切り換えはより軽い負荷のアッ
プリンクチャネルへなされる。
【００７４】
　セクタ情報は、通信の開始時に、セクタ、ダウンリンクチャネル、および／またはアッ
プリンクチャネルを選択するために使用されてもよい。接続は、選択されたダウンリンク
およびアップリンクチャネルでの選択されたセクタと確立されてもよい。セクタ情報はま
た、（１）既存の接続を現在のセクタの新しいダウンリンクチャネルおよび／または新し
いアップリンクチャネルへ切り換えるためにしようされるか、または（２）現在のセクタ
（例えば、追加的なトラフィック）または他のセクタ（例えば、ハンドオフ）に新しいダ
ウンリンクチャネルおよび／または新しいアップリンクチャネルで新しい接続を加えるた
めに使用されてもよい。
【００７５】
　図７は、通信に使用するために周波数チャネルを決定するプロセス７００の実施形態を
示す。プロセス７００は端末によっておこなわれてもよい。端末はダウンリンクチャネル
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に合わせる。それはダウンリンクで送信されたビーコンまたはパイロットに基づいて検出
されてもよい（ブロック７１２）。端末は、ダウンリンクチャネルで基地局から送られた
（例えば、ブロードキャスト）セクタ情報を受信する（ブロック７１４）。端末は、セク
タ情報に基づいてアップリンクチャネルを確定する（ブロック７１６）。その後、端末は
基地局との通信のためアップリンクチャネルを使用する（ブロック７１８）。
【００７６】
　セクタ情報は、通信に使用するための特定のアップリンクチャネルを示してもよい。さ
らにその後、端末はこのアップリンクチャネルを使用してもよい。セクタ情報は、アップ
リンクチャネルの中心周波数を示してもよい。さらに、端末はこの中心周波数にその送信
機を合わせてもよい。セクタ情報は、利用可能な多重アップリンクチャネルを示してもよ
いし、さらに、これらのアップリンクチャネルのための負荷、ＱｏＳ、および／または他
の情報を示してもよい。その後、端末は、アップリンクチャネルのための負荷、ＱｏＳ、
および／または他の情報を考慮することにより、アップリンクチャネルを選択してもよい
。端末は、さらにアップリンクチャネル用に他の方法でセクタ情報を使用してもよい。
【００７７】
　セクタ情報は追加のダウンリンクチャネル用の情報（例えば、中心周波数）を含んでい
てもよい。端末は、おのおのの追加のダウンリンクチャネルを取得して、おのおののダウ
ンリンクチャネルのチャネル条件を決定してもよい。端末は、すべての利用可能なダウン
リンクチャネルの中から使用する１つのダウンリンクを選択してもよい。
【００７８】
　端末は、基地局へ選択されたアップリンクチャネルでアクセス要求を送ってもよい。端
末はさらに、選択されたダウンリンクおよびアップリンクチャネルを経由して基地局との
接続を確立してもよい。
【００７９】
　図８は、通信に使用するために周波数チャネルを決定するための装置８００の実施形態
を示す。装置８００は、ダウンリンクチャネルに合わせる手段（ブロック８１２）と、ダ
ウンリンクチャネルで基地局から送られたセクタ情報を受信する手段（ブロック８１４）
と、セクタ情報に基づいてアップリンクチャネルを確定する手段（ブロック８１６）と、
基地局との通信のためアップリンクチャネルを使用する手段（ブロック８１８）と、を含
む。
【００８０】
　ここに記述された送信技術および設定可能なチャネルは、ある利点を提供してもよい。
【００８１】
改善されたＱｏＳおよび／または低減された干渉は、使用に適切なダウンリンクおよび／
またはアップリンクチャネルを選択することにより達成されてもよい。これは、増大され
た、サービスエリア、容量、および／または、システムのためのパフォーマンスによりも
たらされてもよい。
【００８２】
　図９は、設定可能なチャネルとの接続を確立するためのプロセス９００の実施形態を示
す。第１周波数チャネルは、第１リンク（例えば、ダウンリンク）用の少なくとも１つの
周波数チャネルの中から選択される（ブロック９１２）。第１周波数チャネルは、第１リ
ンク用の周波数チャネルのための測定、周波数チャネルのうちの１つから受信したセクタ
情報、および／または他のある情報に基づいて選択されてもよい。第２周波数チャネルは
、第２リンク（例えば、アップリンク）用の多重周波数チャネルの中から選択される（ブ
ロック９１４）。第２周波数チャネルは、セクタ情報、および／または他のある情報に基
づいて選択されてもよい。接続は、第１リンク用の第１周波数チャネルおよび第２リンク
用の第２周波数チャネルを経由して確立される（ブロック９１６）。
【００８３】
　第２リンク用の多重周波数チャネルは、第１リンク用の周波数チャネルに関連している
かもしれない。第２リンク用の多重周波数チャネルは、第２周波数チャネルおよび第３周
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波数チャネルを含んでいてもよい。ここで、第１および第２周波数チャネル間の周波数距
離および第１および第３周波数チャネル間の周波数距離は、少なくとも第２リンク用の隣
接した周波数チャネル間の間隔により異なる。
【００８４】
　図１０は、設定可能なチャネルとの接続を確立するための装置１０００の実施形態を示
す。装置１０００は、第１リンク用の少なくとも１つの周波数チャネルの中から第１周波
数チャネルを選択する手段（ブロック１０１２）と、第２リンク用の多重周波数チャネル
の中から第２周波数チャネルを選択する手段（ブロック１０１４）と、第１リンク用の第
１周波数チャネルおよび第２リンク用の第２周波数チャネルを経由して接続を確立する手
段（ブロック１０１６）と、を含む。
【００８５】
　図１１は、図１中の基地局１１０および端末１２０の実施形態のブロック図を示す。基
地局１１０では、送信（ＴＸ）データおよび信号のプロセッサ１１１０は、おのおののダ
ウンリンクチャネルごとに、サービスを受けている端末用のトラフィック・データ、シグ
ナリング（例えば、チャネルを切り換えるメッセージ）、およびオーバーヘッド・データ
（例えば、セクタ情報）を受け取る。プロセッサ１１１０は、おのおののダウンリンクチ
ャネルごとに、トラフィック・データ、シグナリング、オーバーヘッド・データ、および
、パイロットを処理（例えば、フォーマット、符号化、インタリーブ、シンボルマップ）
し、ダウンリンクチャネル用に出力シンボルを提供する。変調器１１１２は、おのおのの
ダウンリンクチャネルごとに出力シンボルで変調を行い、チップを生成する。変調器１１
１２は、ＯＦＤＭ、ＣＤＭＡ、および／または他の無線通信技術のための変調を行っても
よい。送信機（ＴＭＴＲ）１１１４は、チップを調整（例えば、アナログに変換、フィル
タ、増幅、アップコンバート）して、ダウンリンクチャネルごとに変調された信号成分（
signal component）を含んでいるダウンリンク信号を生成する。ダウンリンク信号は、ア
ンテナ１１１６を経由して送信される。
【００８６】
　端末１２０では、アンテナ１１５２は基地局１１０および他の基地局からダウンリンク
信号を受信し、レシーバ（ＲＣＶＲ）１１５４に受信信号を提供する。レシーバ１１５４
は、受信信号を調整し、ディジタル化し、サンプルを提供する。復調器（Ｄｅｍｏｄ）１
１５６は、興味のあるダウンリンクチャネルごとに、サンプルに復調をおこない、ダウン
リンクチャネル用のシンボル推定を提供する。受信（ＲＸ）データおよび信号のプロセッ
サ１１５８は、端末１２０に割り当てられたダウンリンクチャネル用のシンボル推定を処
理（例えば、シンボルデマップし、デインターリーブし、復号する）し、端末１２０用の
復号されたデータおよびシグナリングを提供する。プロセッサ１１５８はさらに、復号さ
れたオーバーヘッドデータ（例えば、セクタ情報）を得るためにシンボル推定を処理して
もよい。復調器１１５６、および、ＲＸデータおよび信号のプロセッサ１１５８は、それ
ぞれ変調器１１１２、および、ＴＸデータおよび信号のプロセッサ１１１０によって行わ
れた処理に補完的な処理を行う。
【００８７】
　アップリンクについては、ＴＸデータおよび信号のプロセッサ１１６０は、基地局１１
０へ送られるパイロット、トラフィック・データ、および、シグナリングのために出力シ
ンボルを生成する。変調器１１６２は、出力シンボルで変調をおこない、チップを生成す
る。送信機１１６４は、チップを調整し、端末１２０に割り当てられたアップリンクチャ
ネル用のアップリンク信号を生成する。アップリンク信号はアンテナ１１５２を経由して
送信される。
【００８８】
　基地局１１０では、端末１２０および他の端末からのアップリンク信号が、アンテナ１
１１６によって受信され、レシーバ１１２０によって調整されてディジタル化され、復調
器１１２２によって復調され、ＲＸデータおよび信号のプロセッサ１１２４によって端末
１２０および他の端末によって送られたトラフィック・データおよびシグナリングを回復
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するために処理される。
【００８９】
　コントローラ／プロセッサ１１３０および１１７０は、それぞれ基地局１１０および端
末１２０に様々な処理部の動作を命令する。コントローラ／プロセッサ１１３０は、図５
の中のプロセス５００および／または他のプロセスをおこなってもよい。コントローラ／
プロセッサ１１７０は、図５の中のプロセス５００、図７の中のプロセス７００、図９の
中のプロセス９００および／または他のプロセスをおこなってもよい。コントローラ／プ
ロセッサ１１７０は、プロセッサ１１５８からメッセージおよびセクタ情報を受信し、様
々な機能をおこなってもよい。例えば、コントローラ／プロセッサ１１７０は端末１２０
用に送信パラメータ（例えば、アップリンクチャネル周波数）を決定し、ダウンリンクお
よび／またはアップリンクチャネルを選択し、および／または、ダウンリンクおよび／ま
たはアップリンクチャネルを切り換えるべきかどうかを決定してもよい。メモリ１１３２
および１１７２は、それぞれ基地局１１０および端末１２０用のプログラムコードおよび
データを格納する。
【００９０】
　局部発振器（ＬＯ）発生器１１３４および１１７４は、それぞれ送信機１１１４および
１１６４によって周波数アップコンバージョンのために適切な周波数でＬＯ信号を生成す
る。ＬＯ発生器１１３４および１１７４はさらにそれぞれ、レシーバ１１２０および１１
５４によって周波数ダウンコンバージョンのための適切な周波数でＬＯ信号を生成する。
送信機１１１４および１１６４、レシーバ１１２０および１１５４は、異なる周波数でダ
ウンリンクおよびアップリンクチャネルをサポートするために適切なＲＦ回路（例えば、
デュプレクサ、フィルタなど）を含む。
【００９１】
　ここに記述された送信技術は、様々な手段によって実装されてもよい。例えば、これら
の技術はハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアあるいはそれの組み合わせの中で
実装されてもよい。ハードウェア実装については、端末または基地局での処理ユニットは
、１つ以上の特定用途向けＩＣ（ＡＳＩＣ）、ディジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、デ
ィジタル信号処理装置（ＤＳＰＤ）、プログラム可能論理回路（ＰＬＤ）、フィールドプ
ログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）、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、電子装置、ここに記述した機能をおこなうために設計
された他の電子ユニット、あるいはそれらの組み合わせの中で実装されてもよい。
【００９２】
　ファームウェアおよび／またはソフトウェア実装については、送信技術は、ここに記述
された機能をおこなうモジュール（例えば、手順、機能など）で実装されてもよい。ファ
ームウェアおよび／またはソフトウェア・コードは、メモリ（例えば、図１１に示すメモ
リ１１３２または１１７２）に格納され、プロセッサ（例えばプロセッサ１１３０または
１１７０）によって実行されてもよい。メモリはプロセッサの内部か、またはプロセッサ
の外部に実装されるかもしれない。
【００９３】
　開示された実施形態の先の記述は、どんな当業者にも本発明をおこなうことまたは使用
することを可能にするために提供される。これらの実施形態への様々な変更は当業者に容
易に明らかであろう。さらに、ここに定義された総括的な原理は、発明の趣旨または範囲
から外れずに、他の実施形態に適用されてもよい。したがって、本発明は、ここに示され
た実施形態に制限されることを意図されないが、ここに開示された原理および今までにな
い特徴と一致する最も広い範囲を与えられることになっている。
　以下に、補正前の出願当初における特許請求の範囲の請求項を付記する。　
（１） 
　第１リンク用の第１周波数チャネルおよび第２リンク用の第２周波数チャネルを経由し
て接続を確立し、前記第１リンク用の第３周波数チャネルの選択を得、前記第１リンク用
の前記第３周波数チャネルへ前記接続を切り換える少なくとも１つのプロセッサであって
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、前記第１および第２周波数チャネルは、前記第２周波数チャネルと第３周波数チャネル
との間の第２周波数距離とは異なる第１周波数距離を持つ、少なくとも１つのプロセッサ
と、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合したメモリと、を具備することを特徴とする装
置。
（２）
　前記第１周波数距離は、前記第１リンク用または第２リンク用の隣接した周波数チャネ
ル間の少なくとも１つの間隔による前記第２周波数距離とは異なることを特徴とする（１
）に記載の装置。
（３）
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１リンク用の前記第３周波数チャネルへ切
り替わった後に前記第２リンク用の前記第２周波数チャネルとの前記接続を維持すること
を特徴とする（１）に記載の装置。
（４）
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第２リンク用の第４周波数チャネルの選択を
得、前記第２リンク用の前記第４周波数チャネルへ前記接続を切り換えることを特徴とし
、前記第３および第４周波数チャネルは、前記第１および第２周波数距離の少なくとも１
つと異なる第３周波数距離を持つことを特徴とする（１）に記載の装置。
（５）
　前記第１および第２リンクは、それぞれダウンリンクおよびアップリンクであり、前記
第１および第２周波数チャネルは、それぞれ前記ダウンリンクおよびアップリンク用のデ
フォルトの周波数チャネルであることを特徴とする（１）に記載の装置。
（６）
　前記第３周波数チャネルは、セクタにとって利用可能なダウンリンク周波数チャネルの
１組から選択されることを特徴とする（５）に記載の装置。
（７）
　前記第１および第２リンクは、それぞれアップリンクおよびダウンリンクであり、前記
第１および第２周波数チャネルは、それぞれ前記アップリンクおよびダウンリンク用のデ
フォルトの周波数チャネルであることを特徴とする（１）に記載の装置。
（８）
　前記第３周波数チャネルは、セクタにとって利用可能なアップリンク周波数チャネルの
１組から選択されることを特徴とする（７）に記載の装置。
（９）
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１周波数チャネルよりも前記第３周波数チ
ャネル上のより少ない負荷を検出し、前記第３周波数チャネル上の前記より少ない負荷を
考慮することにより、前記第３周波数チャネルを選択することを特徴とする（１）に記載
の装置。
（１０）
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１周波数チャネルよりも前記第３周波数チ
ャネル上のより少ない干渉を検出し、前記第３周波数チャネル上の前記より少ない干渉を
考慮することにより、前記第３周波数チャネルを選択することを特徴とする（１）に記載
の装置。
（１１）
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１周波数チャネルよりも前記第３周波数チ
ャネル上のよりよいチャネル条件を検出し、前記第３周波数チャネルに関する該よりよい
チャネル条件を考慮することにより、前記第３周波数チャネルを選択することを特徴とす
る（１）に記載の装置。
（１２）
　前記少なくとも１つのプロセッサは、基地局との接続を確立し、前記基地局から前記第
３周波数チャネルの前記選択を受信することを特徴とする（１）に記載の装置。
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（１３）
　前記少なくとも１つのプロセッサは、端末との接続を確立し、前記端末へ前記第３周波
数チャネルの前記選択を送ることを特徴とする（１）に記載の装置。
（１４）
　第１リンク用の第１周波数チャネルおよび第２リンク用の第２周波数チャネルを経由し
て接続を確立し、
　前記第１リンク用の第３周波数チャネルの選択を得、
　前記第１リンク用の前記第３周波数チャネルへ前記接続を切り換えることを具備し、
　前記第１および第２周波数チャネルは、前記第２周波数チャネルと第３周波数チャネル
と間の第２周波数距離とは異なる第１周波数距離を持っていることを特徴とする方法。
（１５）
　前記第３周波数チャネルの前記選択を得ることは、前記第１周波数チャネルよりも前記
第３周波数チャネル上のより少ない負荷を検出し、前記第３周波数チャネル上の前記より
少ない負荷を考慮することにより、前記第３周波数チャネルを選択することを具備するこ
とを特徴とする（１４）に記載の方法。
（１６）
　前記第３周波数チャネルの前記選択を得ることは、前記第１周波数チャネルよりも前記
第３周波数チャネル上のより少ない干渉を検出し、前記第３周波数チャネル上の前記より
少ない干渉を考慮することにより、前記第３周波数チャネルを選択することを具備するこ
とを特徴とする（１４）に記載の方法。
（１７）
　第１リンク用の第１周波数チャネルおよび第２リンク用の第２周波数チャネルを経由し
て接続を確立する手段と、
　前記第１リンク用の第３周波数チャネルの選択を得る手段と、
　前記第１リンク用の前記第３周波数チャネルへ前記接続を切り換える手段と、を具備し
、
　前記第１および第２周波数チャネルは、前記第２周波数チャネルと第３周波数チャネル
との間の第２周波数距離とは異なる第１周波数距離を持っていることを特徴とする装置。
（１８）
　前記第３周波数チャネルの前記選択を得る前記手段は、前記第１周波数チャネルよりも
前記第３周波数チャネル上のより少ない負荷を検出する手段と、前記第３周波数チャネル
上の前記より少ない負荷を考慮することにより、前記第３周波数チャネルを選択する手段
とを具備することを（１７）に記載の装置。
（１９）
　前記第３周波数チャネルの前記選択を得る前記手段は、前記第１周波数チャネルよりも
前記第３周波数チャネル上のより少ない干渉を検出する手段と、前記第３周波数チャネル
上の前記より少ない干渉を考慮することにより、前記第３周波数チャネルを選択する手段
とを具備することを特徴とする（１７）に記載の装置。
（２０）
　第１リンク用の第１周波数チャネルおよび第２リンク用の第２周波数チャネルを経由し
て接続を確立するように設定されている第１指示と、
　前記第１リンク用の第３周波数チャネルの選択を得るように設定されている第２指示と
、
　前記第１リンク用の前記第３周波数チャネルへ前記接続を切り換えるように設定されて
いる第３指示と、を具備し、
　前記第１および第２周波数チャネルは、前記第２周波数チャネルと第３周波数チャネル
との間の第２周波数距離とは異なる第１周波数距離を持っていることを特徴とする格納さ
れた命令を含むコンピュータ読み取り可能な媒体。
（２１）
　ダウンリンクチャネルで基地局によって送られたセクタ情報を受信し、前記セクタ情報
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に基づいてアップリンクチャネルを確定し、前記基地局との通信に前記アップリンクチャ
ネルを使用する少なくとも１つのプロセッサと、
前記少なくとも１つのプロセッサに結合したメモリと、を具備することを特徴とする端末
。
（２２）
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記セクタ情報に基づいて前記アップリンクチャ
ネルの中心周波数を確定し、前記アップリンクチャネルの前記中心周波数に送信機を合わ
せることを特徴とする（２１）に記載の端末。
（２３）
　前記セクタ情報は、通信に使用する特定のアップリンクチャネルを示し、前記確定され
たアップリンクチャネルは前記セクタ情報によって示された前記特定のアップリンクチャ
ネルであることを特徴とする（２１）に記載の端末。
（２４）
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記セクタ情報に基づいて多重アップリンクチャ
ネルのおのおのの負荷を確定し、前記多重アップリンクチャネルのおのおのの前記負荷を
考慮することにより、前記アップリンクチャネルを選択することを特徴とする（２１）に
記載の端末。
（２５）
　前記セクタ情報は、利用可能な多重アップリンクチャネルを示し、前記少なくとも１つ
のプロセッサは、前記多重アップリンクチャネルの中から前記アップリンクチャネルを選
択することを特徴とする（２１）に記載の端末。
（２６）
　前記セクタ情報は、利用可能な多重アップリンクチャネル用のサービス品質（ＱｏＳ）
情報を含み、前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＱｏＳ情報を考慮することにより
、前記アップリンクチャネルを選択することを特徴とする（２１）に記載の端末。
（２７）
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記基地局へ前記アップリンクチャネル上でアク
セス要求を送ることを含むことを特徴とする（２１）に記載の端末。
（２８）
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ダウンリンクチャネルおよび前記アップリン
クチャネルを経由して前記基地局との接続を確立することを特徴とする（２１）に記載の
端末。
（２９）
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記セクタ情報に基づいて少なくとも１つの追加
のダウンリンクチャネルを確定し、前記少なくとも１つの追加のダウンリンクチャネルの
おのおのを取得することを特徴とする（２１）に記載の端末。
（３０）
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記セクタ情報および前記少なくとも１つの追加
のダウンリンクチャネルを受信するために使用される、前記ダウンリンクチャネルの中か
ら１つのダウンリンクチャネルを選択し、前記基地局との通信のために前記選択されたダ
ウンリンクチャネルを使用することを特徴とする（２９）に記載の端末。
（３１）
　前記セクタ情報は、多重ダウンリンクチャネルのおのおのの中心周波数を示し、前記少
なくとも１つのプロセッサは、前記ダウンリンクチャネルのチャネル条件を決定するため
に、おのおののダウンリンクチャネルの前記中心周波数に受信機を合わせることを特徴と
する（２１）に記載の端末。
（３２）
　ダウンリンクチャネルで基地局によって送られたセクタ情報を受信し、
　前記セクタ情報に基づいてアップリンクチャネルを確定し、
　前記基地局との通信に前記アップリンクチャネルを使用することを具備することを特徴
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とする方法。
（３３）
　前記セクタ情報に基づいて前記アップリンクチャネルの中心周波数を決定し、前記アッ
プリンクチャネルの前記中心周波数に送信機を合わせることをさらに具備することを特徴
とする（３２）に記載の方法。
（３４）
　前記セクタ情報に基づいて多重アップリンクチャネルのおのおのの負荷を決定し、前記
多重アップリンクチャネルのおのおのの前記負荷を考慮することにより、前記アップリン
クチャネルを選択することをさらに具備することを特徴とする（３２）に記載の方法。
（３５）
　前記セクタ情報に基づいて少なくとも１つの追加のダウンリンクチャネルを確定し、前
記少なくとも１つの追加のダウンリンクチャネルのおのおのを取得することをさらに具備
することを特徴とする（３２）に記載の方法。
（３６）
　ダウンリンクチャネルで基地局によって送られたセクタ情報を受信する手段と、
　前記セクタ情報に基づいてアップリンクチャネルを確定する手段と、
　前記基地局との通信に前記アップリンクチャネルを使用する手段と、を具備することを
特徴とする装置。
（３７）
　前記セクタ情報に基づいて前記アップリンクチャネルの中心周波数を決定する手段と、
前記アップリンクチャネルの前記中心周波数に送信機を合わせる手段と、をさらに具備す
ることを特徴とする（３６）に記載の装置。
（３８）
　前記セクタ情報に基づいて多重アップリンクチャネルのおのおのの負荷を決定する手段
と、前記多重アップリンクチャネルのおのおのの前記負荷を考慮することにより、前記ア
ップリンクチャネルを選択する手段と、をさらに具備することを特徴とする（３６）に記
載の装置。
（３９）
　前記セクタ情報に基づいて少なくとも１つの追加のダウンリンクチャネルを確定する手
段と、前記少なくとも１つの追加のダウンリンクチャネルのおのおのを取得する手段と、
をさらに具備することを特徴とする（３６）に記載の装置。
（４０）
　ダウンリンクチャネルで基地局によって送られたセクタ情報を受信するように設定され
ている第１指示と、
　前記セクタ情報に基づいてアップリンクチャネルを確定するように設定されている第２
指示と、
　前記基地局との通信のために前記アップリンクチャネルの使用を命令するように設定さ
れている第３指示と、を具備することを特徴とする格納された命令を含むコンピュータ読
み取り可能な媒体。
（４１）
　第１リンク用の少なくとも１つの周波数チャネルの中から第１周波数チャネルを選択し
、
　第２リンク用の多重周波数チャネルの中から第２周波数チャネルを選択し、
　前記第１リンク用の前記第１周波数チャネルおよび前記第２リンク用の前記第２周波数
チャネルを経由して接続を確立する少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合したメモリと、を具備することを特徴とする端
末。
（４２）
　前記第２リンク用の前記多重周波数チャネルは、前記第１リンク用の前記少なくとも１
つの周波数チャネルに関連していることを特徴とする（４１）に記載の端末。
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（４３）
　前記多重周波数チャネルは、前記第２周波数チャネルおよび第３周波数チャネルを具備
し、前記第１周波数チャネルと第２周波数チャネルとの間の周波数距離、および、前記第
１周波数チャネルと第３周波数チャネルとの間の周波数距離は、前記第２リンク用の隣接
した周波数チャネル間の少なくとも１つの間隔によって異なることを特徴とする（４１）
に記載の端末。
（４４）
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１リンク用の前記少なくとも１つの周波数
チャネルに関して測定結果を得て、前記測定結果に基づいて前記第１周波数チャネルを選
択することを特徴とする（４１）に記載の端末。
（４５）
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１リンク用の前記少なくとも１つの周波数
チャネルの１つからセクタ情報を受信し、前記セクタ情報に基づいて前記第１周波数チャ
ネルを選択することを特徴とする（４１）に記載の端末。
（４６）
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１リンク用の前記少なくとも１つの周波数
チャネルの１つからセクタ情報を受信し、前記セクタ情報に基づいて第２周波数チャネル
を選択することを特徴とする（４１）に記載の端末。
（４７）
　第１リンク用の少なくとも１つの周波数チャネルの中から第１周波数チャネルを選択し
、
　第２リンク用の多重周波数チャネルの中から第２周波数チャネルを選択し、
　前記第１リンク用の前記第１周波数チャネルおよび前記第２リンク用の前記第２周波数
チャネルを経由して接続を確立することを具備することを特徴とする方法。
（４８）
　前記第１周波数チャネルを前記選択することは、前記第１リンク用の前記少なくとも１
つの周波数チャネルに関して測定結果を得て、前記測定結果に基づいて前記第１周波数チ
ャネルを選択することを具備することを特徴とする（４７）に記載の方法。
（４９）
　前記第２周波数チャネルを前記選択することは、前記第１リンク用の前記少なくとも１
つの周波数チャネルの１つからセクタ情報を受信し、前記セクタ情報に基づいて前記第２
周波数チャネルを選択することを具備することを特徴とする（４７）に記載の方法。
（５０）
　第１リンク用の少なくとも１つの周波数チャネルの中から第１周波数チャネルを選択す
る手段と、
　第２リンク用の多重周波数チャネルの中から第２周波数チャネルを選択する手段と、
　前記第１リンク用の前記第１周波数チャネルおよび前記第２リンク用の前記第２周波数
チャネルを経由して接続を確立する手段と、を具備することを特徴とする装置。
（５１）
　前記第１周波数チャネルを選択する前記手段は、前記第１リンク用の前記少なくとも１
つの周波数チャネルに関して測定結果を得る手段と、前記測定結果に基づいて前記第１周
波数チャネルを選択する手段とを具備することを特徴とする（５０）に記載の装置。
（５２）
　前記第２周波数チャネルを選択する前記手段は、前記第１リンク用の前記少なくとも１
つの周波数チャネルの１つからセクタ情報を受信する手段と、前記セクタ情報に基づいて
前記第２周波数チャネルを選択する手段とを具備することを特徴とする（５０）に記載の
装置。
（５３）
　多重アップリンクチャネルのおのおので負荷を決定し、
　前記多重アップリンクチャネル上の前記負荷に関する情報をダウンリンクチャネルで送
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る少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合したメモリと、を具備することを特徴とする装
置。
（５４）
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記多重アップリンクチャネルの少なくとも１つ
の中心周波数を送ることを特徴とする（５３）に記載の装置。
（５５）
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記多重アップリンクチャネル用にサービス品質
（ＱｏＳ）情報を送ることを特徴とする（５３）に記載の装置。
（５６）
　前記少なくとも１つのプロセッサは、多重ダウンリンクチャネルのおのおのの負荷を決
定し、前記多重ダウンリンクチャネル上の前記負荷に関する情報を送ることを特徴とする
（５３）に記載の装置。
（５７）
　前記少なくとも１つのプロセッサは、利用可能なダウンリンクチャネルを示す情報を送
ることを特徴とする（５３）に記載の装置。
（５８）
　前記少なくとも１つのプロセッサは、多重ダウンリンクチャネルに対してそれぞれパワ
ーバックオフを送ることを特徴とする（５３）に記載の装置。
（５９）
　前記少なくとも１つのプロセッサは、多重ダウンリンクチャネルと前記ダウンリンクチ
ャネルとの間の複数の周波数距離を送ることを特徴とする（５３）に記載の装置。

【図１】 【図２】
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