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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直交周波数分割多元接続方式（ＯＦＤＭＡ）を使用する無線通信システムにおける同期
獲得のための方法であって、
　送信器は、受信器との同期獲得のために第１のシーケンスを生成して受信器へ伝送する
ステップと、
　前記受信器は、前記第１のシーケンスを受信し、前記受信された第１のシーケンスと第
２のシーケンスとを使用することによって、前記送信器との同期を獲得するステップと
を具備し、
　前記第１及び第２のシーケンスは、前記受信器の高速フーリエ変換（ＦＦＴ）のサイズ
が１０２４である場合に、473A0B21CE9537F3A0B20316AC873A0B21CE95378C5F4DFCE9537F3A
0B21CE9537F3A0B20316AC80C5F4DE316AC873A0B20316AC800であることを特徴とする方法。
【請求項２】
　直交周波数分割多元接続方式（ＯＦＤＭＡ）を使用する無線通信システムにおける同期
獲得のための方法であって、
　送信器は、受信器との同期獲得のために第１のシーケンスを生成して受信器へ伝送する
ステップと、
　前記受信器は、前記第１のシーケンスを受信し、前記受信された第１のシーケンスと第
２のシーケンスとを使用することによって、前記送信器との同期を獲得するステップと
を具備し、
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　前記第１及び第２のシーケンスは、前記受信器の高速フーリエ変換（ＦＦＴ）のサイズ
が５１２である場合に、5642862D90FE75642862A6F018B642862D90FE749BD79D590FE740であ
ることを特徴とする方法。
【請求項３】
　直交周波数分割多元接続方式（ＯＦＤＭＡ）を使用する無線通信システムにおける同期
獲得のための方法であって、
　送信器は、受信器との同期獲得のために第１のシーケンスを生成して受信器へ伝送する
ステップと、
　前記受信器は、前記第１のシーケンスを受信し、前記受信された第１のシーケンスと第
２のシーケンスとを使用することによって、前記送信器との同期を獲得するステップと
を具備し、
　前記第１及び第２のシーケンスは、前記受信器の高速フーリエ変換（ＦＦＴ）のサイズ
が１２８である場合に、590A18B643F9D0であることを特徴とする方法。
【請求項４】
　直交周波数分割多元接続方式（ＯＦＤＭＡ）を使用する無線通信システムにおける同期
獲得のための送信器の動作方法であって、
　送信器は、受信器との同期獲得のために第１のシーケンスを生成して受信器へ伝送する
ステップを具備し、前記第１のシーケンスは、前記受信器の高速フーリエ変換（ＦＦＴ）
のサイズが１０２４である場合に、473A0B21CE9537F3A0B20316AC873A0B21CE95378C5F4DFC
E9537F3A0B21CE9537F3A0B20316AC80C5F4DE316AC873A0B20316AC800であることを特徴とす
る方法。
【請求項５】
　直交周波数分割多元接続方式（ＯＦＤＭＡ）を使用する無線通信システムにおける同期
獲得のための送信器の動作方法であって、
　送信器は、受信器との同期獲得のために第１のシーケンスを生成して受信器へ伝送する
ステップを具備し、前記第１のシーケンスは、前記受信器の高速フーリエ変換（ＦＦＴ）
のサイズが５１２である場合に、5642862D90FE75642862A6F018B642862D90FE749BD79D590F
E740であることを特徴とする方法。
【請求項６】
　直交周波数分割多元接続方式（ＯＦＤＭＡ）を使用する無線通信システムにおける同期
獲得のための送信器の動作方法であって、
　送信器は、受信器との同期獲得のために第１のシーケンスを生成して受信器へ伝送する
ステップを具備し、前記第１のシーケンスは、前記受信器の高速フーリエ変換（ＦＦＴ）
のサイズが１２８である場合に、590A18B643F9D0であることを特徴とする方法。
【請求項７】
　直交周波数分割多元接続方式（ＯＦＤＭＡ）を使用する無線通信システムにおける同期
獲得のための受信器の動作方法であって、
　受信器は、送信器から第１のシーケンスを受信するステップと、
　受信された前記第１のシーケンスと第２のシーケンスとを使用して、前記送信器との同
期を獲得するステップと
を具備し、
　前記第１及び第２のシーケンスは、前記受信器の高速フーリエ変換（ＦＦＴ）のサイズ
が１０２４である場合に、473A0B21CE9537F3A0B20316AC873A0B21CE95378C5F4DFCE9537F3A
0B21CE9537F3A0B20316AC80C5F4DE316AC873A0B20316AC800であることを特徴とする方法。
【請求項８】
　直交周波数分割多元接続方式（ＯＦＤＭＡ）を使用する無線通信システムにおける同期
獲得のための受信器の動作方法であって、
　受信器は、送信器から第１のシーケンスを受信するステップと、
　受信された前記第１のシーケンスと第２のシーケンスとを使用して、前記送信器との同
期を獲得するステップと
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を具備し、
　前記第１及び第２のシーケンスは、前記受信器の高速フーリエ変換（ＦＦＴ）のサイズ
が５１２である場合に、5642862D90FE75642862A6F018B642862D90FE749BD79D590FE740であ
ることを特徴とする方法。
【請求項９】
　直交周波数分割多元接続方式（ＯＦＤＭＡ）を使用する無線通信システムにおける同期
獲得のための受信器の動作方法であって、
　受信器は、送信器から第１のシーケンスを受信するステップと、
　受信された前記第１のシーケンスと第２のシーケンスとを使用して、前記送信器との同
期を獲得するステップと
を具備し、
　前記第１及び第２のシーケンスは、前記受信器の高速フーリエ変換（ＦＦＴ）のサイズ
が１２８である場合に、590A18B643F9D0であることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムにおける動作モードを検出するための方法に関し、特に、
直交周波数分割多元接続方式（Orthogonal Frequency Division Multiple Access；以下
、‘ＯＦＤＭＡ’と称する）を使用する無線通信システムにおける初期動作モードを検出
するための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、無線通信システム（wireless communication system）は、無線通信サービ
スを支援するシステムであって、ＢＳ（Base Station；ＢＳ）とユーザ端末機（Mobile S
tation；ＭＳ）とから構成される。ＢＳ及びＭＳは、伝送フレーム（frame）を使用して
相互に無線通信を遂行する。従って、伝送フレームを送受信するために、ＢＳ及びＭＳは
、相互の同期を獲得しなければならない。上記相互の同期を獲得するために、ＢＳは、Ｍ
ＳがＢＳから伝送されたフレームの開始が認識できるように同期信号を伝送する。すると
、ＭＳは、ＢＳが伝送する同期信号を受信してＢＳのフレームタイミング（frame timing
）を確認し、上記確認されたフレームタイミングに従って受信されるフレームを復号する
。そして、ＢＳとＭＳが予め約束している特定のプリアンブルシーケンス（preamble seq
uence）を上記同期信号として使用することが一般的である。
【０００３】
　一方、直交周波数分割多元（Orthogonal Frequency Division Multiplexing；以下、‘
ＯＦＤＭ’と称する）及びＯＦＤＭＡ方式を使用する無線通信システムで使用されるプリ
アンブルシーケンスは、小さなピーク対平均電力比（Peak-to-Average Power Ratio；以
下、‘ＰＡＰＲ’と称する）を使用しなければならない。
【０００４】
　ＯＦＤＭ及びＯＦＤＭＡ無線通信システムのプリアンブルシーケンスが小さなＰＡＰＲ
を使用しなければならない理由は、次の通りである。
【０００５】
　まず、ＯＦＤＭ無線通信システムは、多重搬送波（multi-carrier）通信システムであ
って、複数の副搬送波（sub-carrier）、すなわち、副搬送波、又は、少なくとも１つの
副搬送波を含むサブチャンネル（Sub-channel）を用いて高速でデータを送受信する。従
って、上記副搬送波の各々の直交性が重要である。その理由によって、上記副搬送波が相
互の直交性を有するように位相（phase）が設定される。それにもかかわらず、上記副搬
送波を通した信号送受信の過程で上記位相が変更される場合、上記副搬送波間の信号がオ
ーバーラップされることがある。この場合、上記位相の変更によりオーバーラップされた
信号の大きさは、ＯＦＤＭ無線通信システムに備えられている増幅器（amplifier）の線
形区間から外れて、これによって、信号を正常に送受信することができない。このために
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、ＯＦＤＭ無線通信システムは、最小のＰＡＰＲを有するプリアンブルシーケンスを使用
する。
【０００６】
　また、ＯＦＤＭ無線通信システムは、一つのフレームを時間的に多重化して複数のユー
ザ、すなわち、ＭＳへデータを伝送する。ＯＦＤＭ無線通信システムでも、フレームの開
始を示すフレームプリアンブルがフレームの開始点からある区間の間に伝送される。また
、一つのフレーム内に各ユーザへ伝送されるデータが不規則に伝送されることがあるので
、データの開始を示すバーストプリアンブルは、各データの前段に存在する。従って、Ｍ
Ｓは、上記データ伝送の開始点を判断するためには、データプリアンブルを受信しなけれ
ばならない。すなわち、ＭＳは、データの受信のために、上記データ伝送の開始点に対す
る同期を要求する。このために、ＭＳは、信号を受信する前に、すべてのシステムで共通
に使用するプリアンブルシーケンスを捕捉して同期を合わせなければならない。
【０００７】
　図１は、一般的なＯＦＤＭＡ方式を使用する無線通信システムのダウンリンク（downli
nk）フレームの構成を示す図である。
【０００８】
　図１を参照すると、まず、上記ダウンリンクフレームは、プリアンブル領域１０２と、
フレーム制御ヘッダー（Frame Control Header；以下、‘ＦＣＨ’と称する）と、ダウン
リンクマップ（ＤＬ-ＭＡＰ）と、アップリンクマップ（ＵＬ-ＭＡＰ）とを構成する領域
１０４と、データ伝送領域１０６、１０８、１１０、及び１１２とを含む。
【０００９】
　ＢＳとＭＳとの間の相互の同期を獲得するための同期信号、すなわち、プリアンブルシ
ーケンスは、プリアンブル領域１０２を通して送信される。ＦＣＨ及びＤＬ／ＵＬ－ＭＡ
Ｐ領域１０４において、ＦＣＨは、ＤＬ／ＵＰ-ＭＡＰの位置と、次のダウンリンクフレ
ーム区間でデータ伝送のためのサブチャンネル構成方法及びチャンネル符号化方法などに
関する情報を含んでいる。従って、ＭＳは、上記ＦＣＨを復号する前には、以後の時間に
伝送されるシンボルに関する情報を獲得することができない。そして、上記ＤＬ／ＵＬ-
ＭＡＰ領域は、放送制御情報を含む。
【００１０】
　データ伝送領域１０６、１０８、１１０、及び１１２は、一例で示されたもので、部分
サブチャンネル使用（Partial Usage of Sub-channels；以下、‘ＰＵＳＣ'と称する）領
域１０６と、全体サブチャンネル使用（Full Usage of Sub-Channels；以下、‘ＦＵＳＣ
’と称する）領域１０８と、選択的ＦＵＳＣ領域１１０と、適応変調及び符号化（Adapti
ve Modulation and Coding；以下、‘ＡＭＣ’と称する）領域１１２とに区分できる。上
記それぞれのデータ伝送領域１０６、１０８、１１０、及び１１２は、同一のフレーム上
で時分割（Time division）によって識別されることができる。
【００１１】
　以下、上記データ伝送領域について簡略に説明する。
【００１２】
　一番目に、上記ＰＵＳＣ領域について説明する。
【００１３】
　上記ＰＵＳＣ領域は、ＰＵＳＣ方式を使用してサブチャンネルを構成するデータバース
ト（data burst）領域である。言い換えれば、上記ＰＵＳＣ方式は、全体サブチャンネル
のうちセクター（sector）別に一部のサブチャンネルのみを割り当てて使用する方式であ
って、上記ＰＵＳＣ方式を使用する場合に、周波数再使用率は、１より大きくなる。従っ
て、隣接する２つのセルのセクターには、相互に異なるＰＵＳＣサブチャンネルを割り当
ててセクター間の相互の干渉を除去できる。
【００１４】
　二番目に、上記ＦＵＳＣ領域について説明する。
【００１５】
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　上記ＦＵＳＣ領域は、ＦＵＳＣ方式を使用してサブチャンネルを構成するデータバース
ト領域である。言い換えれば、上記ＦＵＳＣ方式は、すべてのセルのすべてのセクターで
、全体のサブチャンネルを割り当てて使用する方式であって、上記ＦＵＳＣ方式を使用す
る場合に、周波数再使用率は１となる。上記ＦＵＳＣ方式において、すべてのセクターで
全体のサブチャンネルを使用することが可能であるが、上記セクター間のサブチャンネル
の干渉を最小化するために、各セクターごとにサブチャンネルを構成する副搬送波を異な
って設定する。すなわち、上記ＦＵＳＣサブチャンネルは、サブチャンネルを構成する副
搬送波が相互に衝突する確率（hit probability）を最小化させるように設計される。
【００１６】
　三番目に、上記選択的ＦＵＳＣ領域について説明する。
【００１７】
　上記選択的ＦＵＳＣ領域は、ＦＵＳＣ領域と類似して、ＦＵＳＣ方式を使用する。しか
しながら、サブチャンネルを構成する数式がＦＵＳＣ領域のそれとは、相互に異なる。
【００１８】
　最後に、上記ＡＭＣ領域について説明する。
【００１９】
　上記ＡＭＣ領域は、全体の周波数帯域を特定の周波数帯域に区分して、上記区分された
特定の周波数帯域別に相互に異なる変調及び符号化方式を適用して、上記ＭＳに適応的に
割り当てる。
【００２０】
　一方、サブチャンネル符号化方法は、次のような４つの方法がある。畳込み符号化（Co
nvolutional Coding；以下、‘ＣＣ’と称する）方式、畳込みターボ符号化（Convolutio
nal Turbo Coding；以下、‘ＣＴＲ’と称する）方式、ブロックターボ符号化（Block Tu
rbo Coding；以下、‘ＢＴＣ’と称する）方式、及びゼロテール畳込み符号化（Zero Tai
l Convolutional Coding；以下、‘ＺＴＣＣ’と称する）方式がある。
【００２１】
　上述したように、データを伝送するためには、プリアンブルを使用して、ＢＳとＭＳと
の間の同期を合わせて、上記ＦＣＨ及びＤＬ／ＵＬ－ＭＡＰ領域を復号しなければならな
い。一つの例として、ＩＥＥＥ（Institute of Electrical and Electronics Engineers
）８０２．１６通信システムでは、最初に、ＢＳとＭＳとの間の同期を合せて、ＦＣＨ及
びＤＬ／ＵＬ－ＭＡＰを復号した後に、データ伝送のために、上述したデータ伝送のため
の動作モードのうち特定の一つの動作モードを選択するものと規定している。現在のＩＥ
ＥＥ８０２．１６標準では、初期動作モードの決定に使用されるサブチャンネル化方法と
してＰＵＳＣ方式を使用し、サブチャンネル符号化方法としてＣＣ方式を使用することを
必須条件として規定している。
【００２２】
　しかしながら、上述したように、初期動作モードの選択にあたって、特定の方式を使用
するようにする制限要素は、システム設計や運用において非効率的な要素として作用する
。これは、事業者又は開発者が特定のシステムで必須的に規定された初期方式のサブチャ
ンネル化方法及びチャンネル符号化方法を使用できない場合などが発生することがある。
このような場合には、現在の無線接続通信システムにおいて、上述した初期動作モードの
制限によって、結局、不必要な資源の浪費が発生する、という問題点があった。
【００２３】
　無線通信システムにおいて、初期動作モードを特定の動作モードに制限しない必要性が
あった。従って、上述した動作モードの制限によるシステムの開発及び運用において、一
般的に、チャンネル推定（channel estimation）及び同期獲得のために、効率的な初期動
作モードの決定及び検出のためのプリアンブルを設計する必要があった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２４】
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　上記背景に鑑みて、本発明の目的は、ＯＦＤＭＡ無線通信システムにおいて、初期動作
モードを選択的に決定して検出するための方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　上記のような目的を達成するための本発明の第１の方法によると、直交周波数分割多元
接続方式（ＯＦＤＭＡ）を使用する無線通信システムにおける同期獲得のための方法であ
って、送信器は、受信器との同期獲得のために第１のシーケンスを生成して受信器へ伝送
するステップと、上記受信器は、上記第１のシーケンスを受信し、上記受信された第１の
シーケンスと第２のシーケンスとを使用することによって、上記送信器との同期を獲得す
るステップとを具備することを特徴とする。
【００２６】
　本発明の第２の方法によると、直交周波数分割多元接続方式（ＯＦＤＭＡ）を使用する
無線通信システムにおける同期獲得のための方法であって、上記第１及び第２のシーケン
スは、上記受信器の高速フーリエ変換（ＦＦＴ）のサイズが１０２４である場合に、473A
0B21CE9537F3A0B20316AC873A0B21CE95378C5F4DFCE9537F3A0B21CE9537F3A0B20316AC80C5F4
DE316AC873A0B20316AC800であることを特徴とする。
【００２８】
　本発明の第３の方法によると、直交周波数分割多元接続方式（ＯＦＤＭＡ）を使用する
無線通信システムにおける同期獲得のための方法であって、上記第１及び第２のシーケン
スは、上記受信器の高速フーリエ変換（ＦＦＴ）のサイズが５１２である場合に、564286
2D90FE75642862A6F018B642862D90FE749BD79D590FE740であることを特徴とする。
【００３０】
　本発明の第４の方法によると、直交周波数分割多元接続方式（ＯＦＤＭＡ）を使用する
無線通信システムにおける同期獲得のための方法であって、上記第１及び第２のシーケン
スは、上記受信器の高速フーリエ変換（ＦＦＴ）のサイズが１２８である場合に、590A18
B643F9D0であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明の実施形態によると、初期動作モードを選択的に決定できるように新たなプリア
ンブルシーケンスを提案することによって、ＭＳが上記プリアンブルシーケンスの検出に
よって選択的に初期動作モードを決定できる。従って、本発明のプリアンブルシーケンス
は、初期動作モードを固定的に運用することなく、流動的に運用するシステムに適用され
ることができる、という利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、本発明の好適な実施形態について添付図を参照しつつ詳細に説明する。なお、図
面中、同一な構成要素及び部分には、可能な限り同一な符号及び番号を共通使用するもの
とする。下記説明において、本発明の要旨のみを明瞭するために公知の機能又は構成に対
する詳細な説明は省略する。
【００３４】
　本発明は、直交周波数分割多元接続（Orthogonal Frequency Division Multiple Acces
s；以下、‘ＯＦＤＭＡ’と称する）方式を使用する無線通信システムにおいて、ＢＳと
ＭＳとの間の初期動作モードを選択的に決定して検出するための方法を提案する。このた
めに、本発明では、ダウンリンク（downlink）フレーム構成でプリアンブル（preamble）
領域のプリアンブルを新たに提案する。上記新たに提案されたプリアンブルの各々に対応
する動作モードを初期動作モードとして決定できる。ここで、上記初期動作モードとは、
ＭＳがＢＳと最初に同期を獲得した後の所定のダウンリンクフレーム区間の間に使用され
るデータ伝送方式又はサブチャンネル符号化方式を意味する。例えば、第１のプリアンブ
ルを受信したＭＳは、部分サブチャンネル使用（ＰＵＳＣ）方式にて初期動作モードを運
用することができ、第２のプリアンブルを受信したＭＳは、全体サブチャンネル使用（Ｆ
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ＵＳＣ）方式にて初期動作モードを運用することができる。また、第３のプリアンブルを
受信したＭＳは、選択的ＦＵＳＣ方式にて初期動作モードを運用することができ、第４の
プリアンブルを受信したＭＳは、適応変調及び符号化（ＡＭＣ）方式にて初期動作モード
を運用することができる。
【００３５】
　一方、本発明で新たに提案されたプリアンブルによって、データ伝送方式を含む初期動
作モードを決定して検出することもあり、チャンネル符号化方式を含む初期動作モードを
決定して検出することもある。上記データ伝送方式及び上記チャンネル符号化方式の両方
を含む初期動作モードを決定して検出することもある。すなわち、４つのデータ伝送モー
ド及び４つのチャンネル符号化器が初期動作モードに存在する場合を例に挙げると、デー
タ伝送モード及びチャンネル符号化器の可能な組合せの個数は１６となる。従って、第１
乃至第１６のプリアンブルを生成することによって、これをダウンリンクフレームのプリ
アンブルとして使用すると、ＢＳとＭＳとの間に予め約束された規定によってデータ伝送
モードの決定及びチャンネル符号化を遂行することができる。
【００３６】
　図２は、本発明の好ましい実施形態によるＯＦＤＭＡ方式を使用する無線通信システム
のダウンリンクフレーム構成を概略的に示す図である。
【００３７】
　図２を参照すると、まず、上記ダウンリンクフレームの構成は、図１に示した一般的な
ダウンリンクフレームの構成とほぼ同一である。しかしながら、プリアンブル領域２０２
に含まれるプリアンブルが既存のプリアンブルと異なるという差と、ＦＣＨ及びＤＬ／Ｕ
Ｌ-ＭＡＰ領域２０４が本発明によるプリアンブルを用いて情報を検出するという差とを
有する。すなわち、既存のプリアンブルが同期獲得、オフセット推定、及びチャンネル推
定のために使用されるとしても、本発明で新たに提案されたプリアンブルは、上記同期獲
得、上記オフセット推定、及び上記チャンネル推定のために使用されるだけではなく、デ
ータ伝送方式又はチャンネル符号化方式を選択的に決定して検出できるようにする。従っ
て、ＢＳが特定のプリアンブルパターンを上記プリアンブル領域に含んでダウンリンクフ
レームをＭＳへ伝送すると、ＭＳは、データ伝送方式のうち１つ、又は、チャンネル符号
化方式のうち一つを上記特定のプリアンブルパターンに対応して選択する。
【００３８】
　すると、本発明で新たに提案されるプリアンブルを下記表４乃至表７を参照して説明す
る。
【００３９】
　説明に先立って、下記表２及び表７に示すプリアンブルは、初期動作モードが４つであ
ると仮定して設計されたもので、初期動作モード別に相互に異なるプリアンブルを示す。
このように初期動作モード別に決定されたプリアンブルシーケンスを使用して初期動作モ
ードを区分する。又は、一つのプリアンブルシーケンスを基準として循環シフト（cyclic
 shift）方式で相互に異なるプリアンブルシーケンスを生成して、各々の初期動作モード
を区分する。まず、各々の初期動作モードに従って相互に異なって設定されたプリアンブ
ルシーケンスを下記表４乃至表７を参照して説明する。下記では、説明の便宜上、サブチ
ャンネル符号化方式を除外したデータ伝送方式を決定する初期動作モードについて説明す
る。
【００４０】
【表４】

【００４１】
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　表４は、高速フーリエ変換（Fast Fourier Transform；以下、‘ＦＦＴ’と称する）の
サイズによるシーケンス長を示す。
【００４２】
【表５】

【００４３】
　表５は、表４のＦＦＴのサイズ別に相互に異なる４つのプリアンブルシーケンスと、上
記各プリアンブルシーケンスのピーク対平均電力比（ＰＡＰＲ:Peak to Average Power R
atio；以下'ＰＡＰＲ'と称する）サイズを示す。
【００４４】
【表６】

【００４５】
　表６は、表４及び表５に示されたプリアンブルシーケンス長及び相互に異なるプリアン
ブルシーケンスを使用する場合のプリアンブルシーケンス長を示す。
【００４６】
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【表７】

【００４７】
　表７は、表６のＦＦＴのサイズ別に相互に異なる４つのプリアンブルシーケンスと、上
記プリアンブルシーケンスの各々のＰＡＰＲサイズを示す。
【００４８】
　表４又は表７に示すプリアンブルシーケンスが初期動作モードのうちデータ伝送方式を
決定すると、上記データ伝送方式は、各々のプリアンブルシーケンスに対応させればよい
。例えば、ＰＵＳＣ方式を意味する初期動作モードは、シーケンス番号０に該当し、ＦＵ
ＳＣ方式を意味する初期動作モードは、シーケンス番号１に該当し、選択的ＦＵＳＣ方式
を意味する初期動作モードは、シーケンス番号２に該当し、ＡＭＣ方式を意味する初期動
作モードは、シーケンス番号３に該当する。従って、ＭＳが上記特定のシーケンス番号に
対応するプリアンブルを検出すると、それによる初期動作モードを決定する。
【００４９】
　上記では、初期動作モードを区分するために、各々の初期動作モードに従って相互に異
なるプリアンブルシーケンスを生成する。以下では、一つの基準プリアンブルシーケンス
を生成し、上記基準プリアンブルシーケンスの逆高速フーリエ変換（Inverse Fast Fouri
er Transform；以下、ＩＦＦＴと称する）を遂行して、時間領域で循環シフトして他のプ
リアンブルシーケンスを生成する方案について説明する。
【００５０】
　まず、基準プリアンブルシーケンスは、ＦＦＴサイズ及びシーケンス長に対応して予め
決定されて生成され、他のプリアンブルシーケンスは、上記生成された基準プリアンブル
シーケンスを初期動作モードに従って相互に異なって循環シフトさせることによって生成
される。このようにして、各々の初期動作モードに従うプリアンブルシーケンスが生成さ
れる。ここで、上記生成されたプリアンブルシーケンスが上記初期動作モードのデータ伝
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送モード、すなわち、ＰＵＳＣ、ＦＵＳＣ、選択的ＦＵＳＣ、及びＡＭＣ方式のデータ伝
送モードの区分のためのものであると仮定する。すると、上記生成された基準プリアンブ
ルシーケンスは、ＰＵＳＣ方式を意味する第１のプリアンブルシーケンスとして使用され
ることができる。また、上記第１のプリアンブルシーケンスを時間領域でＦＦＴサイズの
１／４だけ循環シフトさせることによって生成されるプリアンブルシーケンスは、ＦＵＳ
Ｃ方式を意味する第２のプリアンブルシーケンスとして使用されることができる。また、
上記第１のプリアンブルシーケンスを時間領域でＦＦＴサイズの２／４だけ循環シフトさ
せることによって生成されるプリアンブルシーケンスは、選択的ＦＵＳＣ方式を意味する
第３のプリアンブルシーケンスとして使用されることができる。同一の方法にて、上記第
１のプリアンブルシーケンスを時間領域でＦＦＴサイズの３／４だけ循環シフトさせるこ
とによって生成されるプリアンブルシーケンスは、ＡＭＣ方式を意味する第４のプリアン
ブルシーケンスとして使用されることができる。
【００５１】
　一方、初期動作モードを選択的に決定できない無線通信システムは、上記ＦＦＴサイズ
及びシーケンス長に対応する一つのプリアンブルシーケンスのみを予め決定して、ダウン
リンクデータフレームのプリアンブルとして使用することができる。
【００５２】
　ＭＳが特定のプリアンブルシーケンスを検出する方法は、時間領域で自己相関（auto-c
orrelation）技術を適用することもでき、周波数領域で自己相関技術を適用することもで
きる。
【００５３】
　図３は、本発明の好ましい実施形態によるＯＦＤＭＡ方式を使用する無線通信システム
のＭＳが遂行する初期動作モードの検出によるデータ復号及び伝送手順を示すフローチャ
ートである。
【００５４】
　図３を参照すると、ステップＳ３０２で、ＭＳは、ＢＳから表５又は表７の特定のプリ
アンブルシーケンス番号に該当するプリアンブルを受信した後に、ステップＳ３０４で、
ＭＳは、上記受信された特定のプリアンブルを使用して初期動作モードを検出する。する
と、ステップＳ３０６で、ＭＳは、検出された初期動作モードに従って、フレーム制御ヘ
ッダー（Frame Control Header；以下、‘ＦＣＨ’と称する）を復調して復号化して、シ
ステム関連情報を抽出する。ステップＳ３０８で、ＭＳは、ＤＬ／ＵＬ-ＭＡＰに割り当
てられた放送情報及びデータフレーム関連情報を抽出した後に、ステップ３０１へ進行す
る。ステップＳ３１０で、ＭＳは、ダウンリンクフレーム区間の間にＢＳから受信された
ダウンリンクデータを復号するか、又はアップリンクフレーム区間の間にＢＳへデータを
伝送する。
【００５５】
　なお、本発明の詳細な説明においては、具体的な実施の形態について説明したが、本発
明の範囲から逸脱しない範囲内であれば、種々な変形が可能であることは言うまでもない
。よって、本発明の範囲は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、特許請求の
範囲とその均等物によって定められるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】一般的なＯＦＤＭＡ方式を使用する無線通信システムにおけるダウンリンクフレ
ームの構成を示す図である。
【図２】本発明の好ましい実施形態によるＯＦＤＭＡ方式を使用する無線通信システムの
ダウンリンクフレームの構成を概略的に示す図である。
【図３】本発明の好ましい実施形態によるＯＦＤＭＡ方式を使用する無線通信システムの
ＭＳが遂行する初期動作モードの検出によるデータ復号及び伝送手順を示すフローチャー
トである。
【符号の説明】
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【００５７】
　２０２　プリアンブル領域
　２０４　ＦＣＨ及びＤＬ／ＵＬ-ＭＡＰ領域

【図１】

【図２】

【図３】
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