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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
方法であって、
　プライマリ同期チャネル（Ｐ－ＳＣＨ）をサブフレームで送信するステップと、
　セカンダリ同期チャネル（Ｓ－ＳＣＨ）を前記サブフレームで送信するステップであっ
て、前記Ｓ－ＳＣＨは複素指数波で変調され、スクランブルコードでスクランブルされた
ものである、前記Ｓ－ＳＣＨを送信するステップと、
を備える方法。
【請求項２】
前記Ｓ－ＳＣＨは、セルＩＤのようなセル固有情報を送信する、請求項１記載の方法。
【請求項３】
前記Ｐ－ＳＣＨを送信するステップは、ＧＣＬ系列か、またはＺａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ系列
を送信するステップを含む、請求項１記載の方法。
【請求項４】
前記スクランブルコードは、前記Ｐ－ＳＣＨのＧＣＬ系列のインデックスに基づく、請求
項３記載の方法。
【請求項５】
前記Ｓ－ＳＣＨを送信するステップは、前記複素指数波で変調され、スクランブルコード
でスクランブルされる、ＧＣＬ系列またはＺａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ系列を送信するステップ
を含む、請求項１記載の方法。
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【請求項６】
ＧＣＬ系列のインデックスまたはＺａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ系列のインデックス、及び複素指
数波のインデックスは、完全セルＩＤか、または部分セルＩＤ、或いは他のセル固有情報
として機能する、請求項５記載の方法。
【請求項７】
前記Ｐ－ＳＣＨを送信するステップは、１セットの使用可能な系列の中の系列を送信する
ステップを含み、そして前記スクランブルコードは、１グループの使用可能なスクランブ
ルコードから選択され、更に各スクランブルコードはシステムにおける前記使用可能な複
数のＰ－ＳＣＨ系列のうちの一つのＰ－ＳＣＨ系列に対応する、請求項１記載の方法。
【請求項８】
前記Ｐ－ＳＣＨを送信するステップは系列を送信するステップを含み、前記スクランブル
コードは、１グループの使用可能なスクランブルコードから選択され、更に各スクランブ
ルコードはセル識別情報を利用する、請求項１記載の方法。
【請求項９】
装置であって、
　プライマリ同期チャネル（Ｐ－ＳＣＨ）をサブフレームで送信する送信機と、
　セカンダリ同期チャネル（Ｓ－ＳＣＨ）を前記サブフレームで送信する送信機であって
、前記Ｓ－ＳＣＨは、複素指数波で変調され、スクランブルコードでスクランブルされた
ものである、前記Ｓ－ＳＣＨを送信する送信機と
を備える装置。
【請求項１０】
前記Ｓ－ＳＣＨはセルＩＤのようなセル固有情報を送信する、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
前記Ｐ－ＳＣＨはＧＣＬ系列またはＺａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ系列を含む、請求項９に記載の
装置。
【請求項１２】
装置であって、
　プライマリ同期チャネル（Ｐ－ＳＣＨ）をサブフレームで受信する受信機と、
　セカンダリ同期チャネル（Ｓ－ＳＣＨ）を前記サブフレームで受信する受信機であって
、前記Ｓ－ＳＣＨは、複素指数波で変調され、スクランブルコードでスクランブルされた
ものである、前記Ｓ－ＳＣＨを受信する受信機と
を備える装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は概して高速セルサーチに関し、特に接続セルか、または接続セクタの特定を、
初期アクセスか、または周期的アクセス、或いはハンドオーバーの間に、移動通信システ
ムにおいて高速に行なう方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本出願は、２００６年１１月６日出願の「高速セルサーチを行なう方法及び装置」と題
する米国特許出願第６０／８６４４５６号の優先権を主張するものである。
　モバイルセルラーネットワークでは、地理的な通信可能エリアは多くのセルに分割され
、これらのセルの各々は一つの基地局（ＢＳ）との接続を行なう。各セルは多数のセクタ
に更に分割される。移動局（ＭＳ）の電源が投入されると、移動局は交信先の基地局をサ
ーチする必要がある。更に、ＭＳが、現在の接続セルからの信号が弱まったことを検出す
ると、ＭＳは別のセル／セクタへのハンドオーバーを試みる必要がある。ハンドオーバー
を試みる必要があるので、ＭＳは良好な接続先ＢＳを、現在の接続先セルが供給する利用
可能な候補リストの中からサーチする必要がある。初期交信か、またはハンドオーバーを
行なうために迅速にＢＳを特定する能力を持つことは、処理の複雑さを軽減し、それによ
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って消費電力を低減するために重要である。
【０００３】
　セルサーチ機能は多くの場合、周期的に送信されるセル固有基準信号（か、または、プ
リアンブル）に基づいて行なわれる。簡易な方法では、各基準信号を検出し、次に最良の
ＢＳを求めようとすることにより、サーチを網羅的に行なう。セル群またはセクタ群の基
準系列を求める場合、２つの重要な基準がある。まず、基準系列によって、接続エリアう
ちの全てのユーザへのチャネル推定を良好に行なえる必要があり、チャネル推定は多くの
場合、相関プロセスを利用し、所望セルを基準にすることにより行なわれる。更に、移動
体は他のセクタか、またはセルが送信する信号を受信することになるので、複数の基準信
号の間で良好な相互相関特性を実現することは、干渉が所望セルへのチャネル推定に及ぼ
す効果を最小にするために重要である。
【０００４】
　自己相関と丁度同じように、２つの系列の間の相互相関は一つの系列であり、この系列
自体が異なる相対すれに対応する。正確には、「シフト－ｄ」での相互相関は、第１系列
と、第１系列と共役であり、かつ第１系列に対してｄエントリ分だけシフトした別の系列
との間で要素毎の乗算を行なった後に、全てのエントリに渡って総和を計算した結果とし
て定義される。「良好な」相互相関特性とは、全てのシフトにおける複数の相互相関値が
できる限り近接した値であるので、所望の基準系列との相関を行なった後に、干渉が均一
に分散され、従って所望チャネルを更に高い信頼度で推定することができることを意味す
る。全てのシフトにおける最大相互相関値の最小化であって、これらの最大相互相関値が
全て等しくなる場合に実現する最小化は、「最適な」相互相関と表記される。
【特許文献１】米国特許出願第２００６／０１８７８８７号明細書
【非特許文献１】Ｍｏｔｏｒｏｌａ　ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　（Ｒ１－０６１７１１
），“Ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ　ｏｆ　ＳＣＨ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ，”　ｆｏｒ　３Ｇ
ＰＰ　ＴＳＧ　ＲＡＮＩ　ＬＴＥ　Ａｄ　Ｈｏｃ，　Ｃａｎｎｅｓ，　Ｆｒａｎｃｅ，　
Ｊｕｎｅ　２７－３０，２００６，ｐｐ１－６
【非特許文献２】Ｍｏｔｏｒｏｌａ　ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　（Ｒ１－０６２０７０
），“ＳＣＨ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　ｆｏｒ　ＥＵＴＲＡ　
Ｄｏｗｎｌｉｎｋ，”　ｆｏｒ　３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＲＡＮ１　＃４６，Ｔａｌｌｉｎ，
　Ｅｓｔｏｎｉａ，　Ａｕｇｕｓｔ　２８－Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ　１，　２００６，　ｐ
ｐ１－５
【非特許文献３】ＳＨＲＣＷＣ，　ＲＩＴＴ　ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　（Ｒ１－０６
１１４０），“Ｃｏｎｓｉｄｅｒａｔｉｏｎ　ｏｎ　Ｍｕｌｔｉ－Ｃｅｌｌ　ｉｎｔｅｒ
ｆａｃｅ　ｆｏｒ　ＳＣＨ　Ｄｅｓｉｇｎ　ｉｎ　Ｃｅｌｌ　Ｓｅａｒｃｈ　ａｎｄ　Ｔ
Ｐ，”　ｆｏｒ　３ＧＰＰ　ＲＡＮ　ＷＧ１　＃４５，　Ｓｈａｎｇｈａｉ，　Ｃｈｉｎ
ｎａ，　Ｍａｙ　８－１２，　２００６，　ｐｐ１－７
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従って、良好な相互相関特性、及び良好な自己相関特性を持つ基準系列を利用する高速
セルサーチ技術を用いる方法及び装置が必要になる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記要求に対応するために、高速セルサーチを、チャープ基準信号送信を利用して行な
う方法及び装置をここに開示する。詳細には、基準系列は、最適な周期相互相関特性を持
つ、異なる「クラスの」ＧＣＬ系列に基づいて構成される。開示する高速セルサーチ法で
は、「クラスのインデックス」を簡単な処理によって検出する。或るクラスのインデック
スの系列を或るセル群／セルＩＤに固有の形でマッピングするシステム配置では、系列の
インデックスを特定することによってセルＩＤを特定することができる。
【０００７】



(4) JP 4623675 B2 2011.2.2

10

20

30

40

50

　或る状況では、複数の同期チャネルを通信システムが利用することができる。この状況
の間に、これらの同期チャネルのうちの一つの同期チャネルは、複素指数波によって変調
されるＧＣＬ系列を含むことになる。ＧＣＬ系列を送信する前に、当該系列をスクランブ
ルコードで、セルサーチ用であるＰ－ＳＣＨ系列のインデックスを利用してスクランブル
することになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　次に、同じ記号が同じ構成要素を指す図面を参照すると、図１は基準送信を利用する通
信システム１００のブロック図である。通信システムは直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）
プロトコルを利用するが、別の実施形態では、通信システム１００は、符号分割多重接続
（ＣＤＭＡ）システムプロトコル、周波数分割多重接続（ＦＤＭＡ）システムプロトコル
、空間分割多重接続（ＳＤＭＡ）システムプロトコル、か、または時分割多重接続（ＴＤ
ＭＡ）システムプロトコルのような、或いはこれらのシステムプロトコルの組み合わせの
ような他のデジタルセルラー通信システムプロトコルを利用することができる。
【０００９】
　図のように、通信システム１００はベースユニット１０１及び１０２と、そしてリモー
トユニット１０３と、を含む。ベースユニットまたはリモートユニットは、更に広い意味
では通信ユニットと表記することもできる。リモートユニットはモバイルユニットとも表
記される。ベースユニットは送信兼受信ユニットを含み、送信兼受信ユニットは一つのセ
クタの内部の多数のリモートユニットとの接続を行なう。この技術分野では公知のように
、通信ネットワークが接続される物理エリア全体をセル群に分割し、そして各セルは一つ
以上のセクタを含む。複数のアンテナを使用して各セクタとの接続を行なって種々の高性
能通信モード（例えば、アダプティブビームフォーミング、送信ダイバーシチ、送信ＳＤ
ＭＡ、及びマルチストリーム送信など）を実現する場合、複数のベースユニットが配置さ
れる。一つのセクタの内部のこれらのベースユニットは高密度に配置され、かつ種々のハ
ードウェア及びソフトウェアコンポーネントを共有することができる。例えば、一つのセ
ルとの接続を行なうために一括して同じ場所に配置される全てのベースユニットは、従来
から基地局として知られる構造物を構成する。ベースユニット１０１及び１０２は下りリ
ンク通信信号１０４及び１０５を、同じリソースの少なくとも一部分（時間、周波数、ま
たは時間及び周波数の両方）を利用する接続先リモートユニット群に送信する。リモート
ユニット１０３は一つ以上のベースユニット１０１及び１０２と、上りリンク通信信号１
０６を利用して通信する。送信を行なっている通信ユニットは送信元通信ユニットと呼ば
れる。受信を行なっている通信ユニットは宛先通信ユニットか、または送信先通信ユニッ
トと呼ばれる。
【００１０】
　ここで、ベースユニットを２つ、そしてリモートユニットを１つだけ図１に示している
が、この技術分野の当業者であれば、通常の通信システムは、多くのリモートユニットと
同時に通信している多くのベースユニットを含むことを理解するであろうということに留
意されたい。更に、本発明について、複数のベースユニットから複数のリモートユニット
に向かう下りリンク送信の場合に関して、説明を簡単にするために主として記載している
が、本発明は複数のリモートユニットから複数のベースユニットに向かう上りリンク送信
に適用することもできることに留意されたい。通信システム１００うちのネットワーク要
素は、プロセッサ、メモリ、命令セットなどにより公知の方法を利用して構成されて、本
明細書で開示する機能を実行するためにいずれかの適切な形で動作することが意図されて
いる。
【００１１】
　上で説明したように、基準を援用する変調は、チャネル推定及びセル特定のような多く
の機能を支援するために広く使用される。このことを考慮して、ベースユニット１０１及
び１０２は基準系列を既知の時間間隔で、これらのユニットの下りリンク送信の一部分と
して送信する。異なるセルが使用することができる１セットの系列、及び時間間隔を認識
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しているリモートユニット１０３はこの情報をセルサーチ及びチャネル推定に利用する。
このような基準送信方式を図２に示す。図示のように、ベースユニット１０１及び１０２
からの下りリンク送信２００は通常、基準系列２０１、及び当該系列に続く残りの送信２
０２を含む。同じ系列か、または異なる系列が、１回または複数回だけ残りの送信２０２
の間に現われる。従って、通信システム１００うちの各ベースユニットは、一つ以上の基
準系列を送信する基準チャネル回路１０７を、データを送信するデータチャネル回路１０
８とともに含む。
【００１２】
　ここで、図２は基準系列２０１が送信の開始時点に含まれる様子を示しているが、本発
明の種々の実施形態では、基準チャネル回路は基準系列２０１を下りリンク送信２００う
ちのいずれかの箇所に含むこともでき、更に基準系列は別のチャネルで送信することがで
きることに留意されたい。残りの送信２０２は通常、受信機が復調／デコードを行なう前
に認識する必要のある情報（所謂、制御情報）、及びユーザを宛先とする実際の情報（ユ
ーザデータ）を送信する、といったような送信を含むが、これらには制限されない。
【００１３】
　上で説明したように、いずれの基準系列も最適な相互相関を持つことが重要である。こ
のことを考慮に入れて、通信システム１００は、最適な周期相互相関を持つ、異なる「ク
ラスの」チャープ系列により構成される基準系列を利用する。このような基準系列の構成
について以下に説明する。本発明の好適な実施形態では、高速セルサーチを行なう方法は
このような基準系列を利用する。
【００１４】
　通信システム内で使用する１セットの基準系列の構成
　１つの実施形態では、時間領域の基準信号は、Ｎ点ＦＦＴを利用する直交周波数分割多
重（ＯＦＤＭ）シンボルである。１セットの長さＮｐの系列を通信システム１００うちの
ベースユニット群に、周波数領域の基準系列として割り当てる（すなわち、系列のエント
リが、１セットのＮｐ（Ｎｐ＜＝Ｎ）基準サブキャリアに周波数領域において割り当てら
れる）。これらの基準サブキャリアの間隔は等しいことが好ましい（例えば、サブキャリ
ア（群）における０，１，２など）。時間領域で送信される最終基準系列は周期的に拡張
することができ、この場合、周期的拡張は通常、チャネルの予測最大遅延拡散（ＬＤ）よ
りも長い。この場合、送信される最終系列は、Ｎ及び周期的拡張長さＬＣＰの和に等しい
長さを有する。周期的拡張は、プレフィックス、ポストフィックス、またはプレフィック
ス及びポストフィックスの組み合わせを含む。周期的拡張はＯＦＤＭ通信システムの固有
部分である。サイクリックプレフィックスを挿入することにより、従来の自己相関または
相互相関が周期的相関として、０～ＬＣＰの範囲を持つ全てのシフトにおいて現われる。
サイクリックプレフィックスを挿入しない場合には、従来の相関は、シフトが基準系列長
よりもずっと短い場合の周期的相関とほぼ等しい。
【００１５】
　周波数領域における基準系列の構成は、少なくとも２つの要素、すなわちネットワーク
において必要となる基準系列の所望数（Ｋ）、及び所望の基準長（Ｎｐ）によって変わる
。実際、最適な周期相互相関を持つ利用可能な基準系列の数は、Ｐ－１である。但しＰは
、「１」を含む２つ以上の素数の積にＮｐを因数分解した後の「１」以外のＮｐの最小の
素数である。例えば、Ｐが採り得る最大値は、Ｎｐを素数とするとＮｐ－１である。しか
しながら、Ｎｐが素数ではない場合、基準系列の数は多くの場合、所望数Ｋよりも小さく
なる。最大数の系列を得るためには、基準系列を、素数であるＮｐの長さを持つ系列から
開始し、次に変更を加えることにより構成することになる。好適な実施形態では、次の２
つの変更のうちの一つの変更を使用する。
【００１６】
　１．Ｎｐよりも大きい最小の素数となるようにＮＧを選択し、そして系列セットを生成
する。当該セットの系列を切り捨ててＮｐとする。または、
　２．Ｎｐよりも小さい最大の素数となるようにＮＧを選択し、そして系列セットを生成
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する。当該セットの各系列の先頭要素群を繰り返して末尾に付加し、所望の長さＮｐを得
る。
【００１７】
　ＮＧを素数とする必要がある、上の構成によって、理想的な自己相関及び最適な相互相
関を持つ１セットの（ＮＧ－１）系列が得られる。しかしながら、少数の系列しか必要と
ならない場合、ＮＧは、「１」以外のＮＧの最小素数がＫよりも大きい限り、素数である
必要はない。
【００１８】
　切り捨て、または挿入のような変更を使用する場合、相互相関が厳密には最適でなくな
る。しかしながら、自己相関特性及び相互相関特性は依然として許容される。切り捨て／
拡張系列に対して更に変更を加えることもでき、例えばユニタリ変換がこれらの系列に適
用される。
【００１９】
　ここでまた、系列切り捨て、及び周期的拡張についてのみを上で説明したが、本発明の
別の実施形態では、ＧＣＬ系列を変更して所望長さの最終系列を取得する他の方法が存在
する。このような変更では、例えばこれらに制限されないが、任意のシンボルを使用して
拡張する、パンクチャリングによって短縮する。ここでも同じように、切り捨て／パンク
チャ系列に対して更に変更を加えることもでき、例えばユニタリ変換がこれらの系列に適
用される。
【００２０】
　上で説明したように、本発明の好適な実施形態では、一般化されたチャープに類似する
（Ｇｅｎｅｒａｌｉｚｅｄ　Ｃｈｉｒｐ－Ｌｉｋｅ：ＧＣＬ）系列を、基準系列を構成す
るために利用する。ＧＣＬ系列には多数の「クラス」があり、そしてこれらのクラスが細
心の注意を払って選択される（以下のＧＣＬ特性を参照）場合、選択されるこれらのクラ
スを持つ系列は、最適な相互相関及び理想的な自己相関を持つことになる。ＮＧの長さを
持つクラスｕのＧＣＬ系列（Ｓ）は次式のように定義される。
【００２１】
【数１】

上の式では、ｂは大きさ１の任意の複素スカラーであり、そして次式のような関係がある
。
【００２２】
【数２】

上の式のパラメータにおいて、
ｕ＝１，．．．ＮＧ－１はＧＣＬ系列の「クラス」として知られ、
ｋ＝０，１，．．．ＮＧ－１は或る系列のエントリのインデックスであり、
ｑ＝任意の整数である。
【００２３】
　ＧＣＬ系列の各クラスは、ｑ及びｂの特定の値の選択に依存して無限個の系列を有する
が、各クラスの中から１系列のみを使用して１つの基準系列を構成する。ここで、各クラ
スのインデックス「ｕ」によって、系列の要素群全体（すなわち、「ｋ」値全体）に固有
の異なる位相勾配特性が生成される。
【００２４】
　ここでまた、ＮＧ点ＤＦＴ（離散フーリェ変換）またはＩＤＦＴ（逆ＤＦＴ）を各ＧＣ
Ｌ系列に対して行なう場合、新規セットの構成系列も、新規セットを（１）及び（２）の
形で表わすことができるかどうかに関係なく、最適な周期相互相関及び理想的な自己相関
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を有する。実際、行列変換をＧＣＬ系列に対して行なうことにより形成される系列も、変
換行列が（行列式が１の）ユニタリ行列である限り、最適な周期相互相関及び理想的な自
己相関を有する。例えば、ＮＧ点ＤＦＴ／ＩＤＦＴ演算は、大きさＮＧの行列による変換
と等価であり、この場合、行列はＮＧ×ＮＧのユニタリ行列である。その結果、ＧＣＬ系
列に対して行なわれるユニタリ変換を利用して形成される系列も本発明の技術範囲に含ま
れる。その理由は、最終系列もＧＣＬ系列により構成されるからである。すなわち、最終
系列はほぼＧＣＬ系列に基づいて生成される（しかしながら、ＧＣＬ系列に等しい必要は
ない）。
【００２５】
　ＮＧが素数である場合、異なる「クラスの」いずれか２つの系列の相互相関が最適であ
り、かつ（ＮＧ－１）系列（「クラス」）がセットに含まれる（以下の特性を参照）。切
り捨て、か、または挿入のような変更を使用する場合、変更済み基準系列は、ＧＣＬ系列
により構成されるほぼ最適な基準系列と表記することができる。
【００２６】
　元のＧＣＬ系列は次の相互相関特性を持つ。
特性：いずれか２つのＧＣＬ系列の間の周期相互相関関数の絶対値は一定であり、かつＮ

Ｇ
－１／２に等しく、｜ｕ１－ｕ２｜，ｕ１，及びｕ２はＮＧに対して互いに素である。

【００２７】
　基準系列のピーク対平均電力比（ＰＡＰＲ）は、通信ユニットによっても送信されるデ
ータ信号のＰＡＰＲよりも小さい。基準信号のＰＡＰＲを低く抑えることにより、基準チ
ャネル回路１０７はデータよりも大きい電力を持つ基準信号を送信して、別の通信ユニッ
トが受信する基準信号の信号対雑音／干渉比を高め、チャネル推定、チャネル同期などの
精度を向上させる。
【００２８】
　通信システム内での基準系列の割り当て
　各通信ユニットは、一つか、または複数の基準系列を何回もどのような送信区間でも使
用することができるか、または通信ユニットは異なる系列を送信フレームうちの異なる時
点で使用することができる。更に、各通信ユニットには、ほぼ最適な自己相関特性及び相
互相関特性を有するように構成された１セットのＫ基準系列とは異なる基準系列を割り当
てることができる。一つ以上の通信ユニットが一つの基準系列を同時に使用することもで
きる。例えば、複数の通信ユニットが複数のアンテナに使用される場合、同じ系列を、各
アンテナから送出される各信号に使用する。しかしながら、実際の信号は、同じ割り当て
系列の関数が異なる結果として得られる。適用される関数の例として、系列の循環シフト
、系列要素の位相の回転などが挙げられる。
【００２９】
　図３は、基準符号を通信システム１００うちの種々のベースユニットに割り当てる様子
を示すフローチャートである。論理フローはステップ３０１から始まり、このステップで
は、必要とされる基準の数（Ｋ）、所望の基準長（Ｎｐ）、及び各基準系列の候補長さ（
ＮＧ）を求める。Ｎｐ及びＮＧに基づいて、基準系列群を計算する（ステップ３０３）。
上で説明したように、基準系列群は、長さＮｐを持ち、かつ一般化されたチャープに類似
した（ＧＣＬ）系列群により構成され、この場合、各ＧＣＬ系列は式（１）に示すように
定義される。最後に、ステップ３０５では、基準系列群を通信システム１００うちのベー
スユニットに割り当てる。ここで、各ベースユニットは、Ｋ個の利用可能な基準系列の中
から１つよりも多くの基準系列を受信することができることに注目されたい。しかしなが
ら、最低限の条件として、第１ベースユニットには、ＧＣＬ系列グループから選択される
第１基準系列が割り当てられ、第２ベースユニットには、ＧＣＬ系列グループの中から異
なる基準系列が割り当てられる。別の構成として、第１及び第２ベースユニットが直交サ
ブキャリアセットを系列群に関して使用する場合、同じ基準系列が第２ベースユニットに
割り当てられる（従って、或るセルは、使用する系列のインデックス及びサブキャリアオ
フセットの組み合わせにより特定される）。動作状態では、各ベースユニットうちの基準
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チャネル回路は基準系列を、総合手段の一部分として送信してコヒーレントな復調を行な
うことになる。詳細には、ベースユニット群との通信範囲に位置する各リモートユニット
は基準系列を受信し、そして当該基準系列を利用して、受信信号のコヒーレントな復調を
行なう手段の一部分としてのチャネル推定のような多くの機能を実行する。
【００３０】
　ＧＣＬを利用する基準構成によって可能になる高速セルサーチ
　この節では、どのようにしてセルサーチを上記の基準系列構成によって高速かつ高精度
に行なうことができるかについて示している。詳細な説明では、或る系列の要素群をＯＦ
ＤＭサブキャリア群にマッピングして送信する構成のＯＦＤＭシステムを使用しているが
、本発明は、或る系列の要素群を異なるシンボル期間またはチップ期間に時間領域でマッ
ピングする構成のシングルキャリアシステムのような他の構成にも適用される。
【００３１】
　まず、本発明がタイミングエラー及び周波数エラーに対して強固であるとしても、ＯＦ
ＤＭタイミング及び周波数オフセットが推定され、かつ補正されていると仮定する。およ
そのタイミング及び周波数をまず取得することが、通常より効率的であり、この取得は、
下りリンク信号の他の既知の特徴（例えば、特定の同期シンボル、シンボルの特定の対称
性など）か、または先行技術による同期化方法を使用することにより行なわれる。正しい
タイミングポイントか、またはおよそのタイミングポイントに基づいて、Ｎ個の時間領域
受信データから成るブロックを周波数領域に、好ましくはＦＦＴを利用して変換する。ｍ
（１～Ｎｐの範囲）を基準サブキャリアとし、そしてＳＧ（ｍ）を、これらの基準サブキ
ャリア群に使用される、切り捨て／拡張ＧＣＬ系列とした場合に、周波数データをＹ（ｍ
）と表記し、従って、複数の「差分ベース」値は基準サブキャリアペア群に基づいて計算
される。これらの値は簡便に収集され、そしてベクトル形式で表現される（例えば、差分
型ベクトル）。差分型ベクトルの一例は次式のように表わされる。
【００３２】
【数３】

上の式では、「ｃｏｎｊ（）」は共役を意味し、
Ｚ（ｍ）は、ｍ番目及び（１＋ｍ）番目の基準サブキャリアに基づいて計算される差分値
であり、
Ｙ（ｍ）は、ｍ番目の基準サブキャリアでの周波数領域データであり、
ｍは基準サブキャリアのインデックスであり、そして
Ｎｐは基準系列の長さである。
【００３３】
　この式のフォームは差分検出器の式のフォームに類似しているので、当該式の出力は差
分値と見なされる。差分型ベクトルを取得する他の方法では、差分値は次式のように表わ
されるが、これらには制限されない。
【００３４】
【数４】

または
【００３５】

【数５】

上の式では、「ａｂｓ（）」は絶対値を意味する。差分値を取得するこれらの例示として
の方法の各々は、複数の入力値の間の位相差に関する情報を提供し、そしてこれらの方法
の幾つかは、フェージングチャネル状態に役立つ信号振幅情報も提供する。
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【００３６】
　複数の基準サブキャリアの間隔が広すぎるということがないという条件で多くの場合に
観察される事象として、２つの隣接基準サブキャリアの間のチャネルが急激に変化するこ
とがないと仮定すると、Ｙ（ｍ）／Ｙ（ｍ＋１）は次式によって近似される。
【００３７】
【数６】

　従って、クラスのインデックス（か、または系列のインデックス）情報「ｕ」は、差分
型ベクトルとして送信される。差分値を解析／処理することにより、主要周波数成分「ｕ
」は、基準系列群のインデックスに対応する形で検出される。これらの周波数領域の成分
を取得するために、一般的に使用されるツールがＦＦＴである。従って、１つの実施形態
では、ＩＦＦＴ（すなわち、Ｔ点、Ｔ＞＝Ｎｐ－１）を｛Ｚ（ｍ）｝に対して行なって次
式を得る。
【００３８】
【数７】

｛ｚ（ｎ）｝のピーク位置（すなわち、ｎｍａｘ）は「ｕ」に関する情報を与える。すな
わちｎｍａｘで特定される主要周波数成分を対応する送信系列のインデックスにマッピン
グする演算は次式のように求めることができる。
【００３９】

【数８】

　この式は、特定される主要周波数成分と系列のインデックスとの間で行なわれる既知の
所定のマッピング方式を具体的に表現している。系列のインデックスは、送信系列のイン
デックスを利用する受信基準系列の送信元であるセルのセルＩＤと一致する。本発明はタ
イミングエラー及び周波数エラーに対して強固である。その理由は、所定のタイミングエ
ラーか、または周波数エラーによって、対応する差分型ベクトルの周波数成分が変化する
ことがないからである。
【００４０】
　上で強調したように、或る実施形態では、基準系列はＯＦＤＭ信号の１セットのサブキ
ャリアに乗って搬送され、そして各差分値は、異なるサブキャリアペアの間の差に基づい
て計算される。或る実施形態では、差分値を解析／処理して主要周波数成分を特定する操
作では、少なくとも差分値に対して順／逆離散フーリェ変換を行ない、そしてピークを変
換による出力の中に特定する。
【００４１】
　主要周波数成分は、ＦＦＴ出力の振幅のピークの位置によって特定される。従来のピー
ク検出方法を使用することができ、当該方法では、例えばＦＦＴしたサンプル群の振幅を
閾値と比較する。複数の系列を受信する場合、複数のピークが現われることになる。
【００４２】
　別の実施形態では、我々は、特定される主要周波数成分を、特定される主要周波数成分
の近傍の周波数成分に対応する更に別の使用可能な送信系列のインデックスにマッピング
する。システムにおいて使用される複数の値「ｕ」のうちの幾つかを密接して離間させる
（例えば、隣接する）場合、雑音か、または干渉によって、ピークを、インデックス「ｕ
」に関して予測された位置と同じ位置に近接するが、同じ位置ではない位置に発生させる
ことができる。ピークの近傍でサーチを行なうことにより、我々は、１つよりも多くの候
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補系列のインデックスを特定して更にチェックすることができる（例えば、複数の基準信
号送信期間に渡って）。例えば、複数の基準信号送信期間に渡って得られる複数の結果を
合成する、比較する、多数決判定するなどして、受信している「ｕ」の値、または複数の
値を特定し易くする。要約すると、我々は、特定される主要周波数成分を、特定される主
要周波数成分の近傍の周波数成分に対応する更に別の使用可能な送信系列のインデックス
にマッピングする。
【００４３】
　複数の系列を検出する場合、我々はキャンセレーションを使用して、電力の小さい系列
のインデックスを検出する精度を高めることができる。このような実施形態では、我々は
まず、最も良好な特性を持つ系列を特定し、既知の基準系列に関するチャネル応答を推定
し、第１の既知の系列及び当該系列のチャネル応答が影響する受信信号の一部分を再構成
し、当該部分を受信信号から除去し、次に第２系列のインデックスを取得するために第１
系列検出において必要となるステップと同様のステップを実行する。
【００４４】
　本発明の好適な実施形態では、ＧＣＬ系列の差分型ベクトルはクラスのインデックスに
関する情報を含み、クラスのインデックスに関する情報は差分型ベクトルの周波数成分か
ら容易に検出される（式（６）参照）。高速セルサーチの他の変形例を、どのようにして
基準系列が使用されるかによって変わる形で提示することができる。例えば、差分型ベク
トルは、２つの送信ＯＦＤＭシンボルに基づいて取得することもでき、この場合、各ＯＦ
ＤＭシンボルは周波数領域の複数の基準サブキャリアを含む。第１シンボルでは、系列｛
ＳＧ（ｍ）｝を基準サブキャリアで送信される。第２シンボルでは、同じ系列｛ＳＧ（ｍ
）｝のシフトバージョンを同じセットのサブキャリアに乗せることができる（例えば、位
置一つ分だけシフトさせた系列を｛ＳＧ（ｍ＋１）｝と表記する）。次に、差分型ベクト
ルは、各基準サブキャリアに関して、これらの２つのシンボルの周波数データペア群に基
づいて生成される。チャネルが２つのＯＦＤＭシンボル時間に渡って急激に変化すること
がないと仮定すると、差分型ベクトルは同じようにして式（６）により近似される。
【００４５】
　勿論、第２シンボルのシフト系列は、第１シンボルに使用されるサブキャリアに隣接す
るが、厳密に同じサブキャリアである必要はないサブキャリアを占有する。更に、２つの
シンボルは互いに隣接する必要はない。基本的に、２つの周波数時間位置の間のチャネル
変化が早過ぎない限り、差分型ベクトルは系列の差分を非常に合理的に近似する。従って
、クラスのインデックスは容易に検出される。
【００４６】
　位置一つ分だけシフトさせる操作が好適な形態であるが、位置２つ分だけシフトさせる
操作を用いることもでき、次式が成り立つことに注目されたい。
【００４７】
【数９】

　図４は、通信ユニット１０３内での高速セルサーチ法（基地局特定）のフローチャート
を示している。論理フローはステップ４０１から始まり、このステップでは、基準系列を
受信し、そして受信信号の複数の要素ペアの各々の間の差分値を計算する。上で説明した
ように、計算される差分型ベクトルは式（６）に示される位相勾配情報を近似している。
ステップ４０２では、差分型ベクトルを解析／処理して、一つ以上の主要周波数成分を特
定する。最後に、特定される周波数成分の位置を、送信系列の対応するインデックス、及
び対応する基地局識別情報にマッピングする（ステップ４０３）。詳細には、系列のイン
デックスは、受信信号の送信元であるセルＩＤに一致する。
【００４８】
　図５は、基地局の特定を複数の系列のインデックスを特定することにより行なう様子を



(11) JP 4623675 B2 2011.2.2

10

20

30

40

50

示すフローチャートである。ステップ５０１では、複数の差分値を計算する。ステップ５
０２では、差分値を解析し、そして複数の主要周波数成分を特定し、そしてステップ５０
３では、これらの主要周波数成分を、対応する送信系列のインデックスにマッピングする
か、または変換する（所定の式か、または他の形式のマッピングを利用して）。上で説明
したように、送信系列のインデックスは、受信信号の送信元である特定の基地局にマッピ
ングされる。
【００４９】
　図６は、複数の系列を、キャンセレーションを使用して検出して、電力の小さい系列の
インデックスを検出するときの信頼度を高める事例に関するフローチャートを示している
。ステップ６０１では、第１の既知の基準系列に関するチャネル応答を推定する（例えば
、第１の既知の基準系列を或るパイロットに使用してチャネルを推定するか、または他の
既知のパイロットを使用してチャネル推定を行なう）。ステップ６０３では、受信信号の
内、第１の既知の基準系列、及び推定チャネル応答に起因する部分を再構成し、そして除
去して、変更済み受信基準系列を供給する（例えば、受信信号の内、第１の基準信号に起
因する部分を計算し、そして減算することができる）。ステップ６０５では、変更済み受
信基準系列の複数の要素ペアの各々の間の差分値を計算する。ステップ６０７では、差分
値を解析／処理して、一つの主要周波数成分を特定する。ステップ６０９では、第２基準
系列のインデックスを主要周波数成分に基づいて特定する。
【００５０】
　図７は、本発明の更に別の実施形態のフローチャートを示している。ステップ７０１で
は、通信ユニット（モバイルユニットのような）が、送信元通信ユニット（ＢＳのような
）が送信する基準系列を受信し、この場合、送信元通信ユニットが送信する基準系列は、
送信元通信ユニットが使用する系列のインデックスに対応する位相勾配特性を有する（例
えば、ＧＣＬを利用し、かつ特定のインデックスを有する系列信号の位相勾配特性は式（
２）から求められる）。ステップ７０３では、受信基準系列を解析／処理して、当該系列
の位相勾配特性を抽出し、そしてステップ７０５では、抽出された位相勾配特性を、系列
のインデックス、従って信号の送信機を求めるための基礎情報として使用する。例えば、
式（２）の各系列のインデックス「ｕ」は、当該インデックスに固有の位相勾配特性を有
する。
【００５１】
　図８はリモートユニットのブロック図である。図示のように、リモートユニットは差分
値計算回路８０１を含み、差分値計算回路は、基準系列の複数の要素ペアの各々の間の差
分値を計算する。解析／処理回路８０２を設けて差分値を解析／処理し、一つの主要周波
数成分を特定する。最後に、リモートユニットはマッピング回路８０３を含み、マッピン
グ回路は、特定される主要周波数成分を一つ以上の対応する送信系列のインデックスに、
所定のマッピング方式に従ってマッピングする。マッピング回路８０３は更に、基地局を
送信系列のインデックスに基づいて特定する。
【００５２】
　図７の実施形態では、図８の差分値計算回路を無くし、そして解析／処理回路を利用し
て受信基準信号を解析／処理し、当該信号の位相勾配特性を抽出し、そして抽出された位
相勾配特性は、マッピング回路８０３が系列のインデックスを求めるための基礎情報とし
て使用される。
【００５３】
　或る状況では、複数の同期チャネルを通信システムが利用する。例えば、３ＧＰＰ　Ｒ
ＡＮ　ＷＧ１は、Ｅｖｏｌｖｅｄ－ＵＴＲＡ　ＯＦＤＭ下りリンクに関するセルサーチに
ついて説明している。現時点では、プライマリ同期チャネル（Ｐ－ＳＣＨ）及びセカンダ
リ同期チャネル（Ｓ－ＳＣＨ）を有する階層型同期チャネル（ＳＣＨ）構成が合意されて
いる。このような同期チャネルを図９に示す。
【００５４】
　図９に示すように、無線フレーム９０１は複数のサブフレーム９０３を含む。詳細には
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、無線フレームうちの一つまたは複数のサブフレームはＳ－ＳＣＨ９０５及びＰ－ＳＣＨ
９０７を含む。Ｐ－ＳＣＨ及びＳ－ＳＣＨは時分割多重され、そしてＰ－ＳＣＨシンボル
は、ＳＣＨを含むサブフレームうちの最後のＯＦＤＭシンボルに位置し、そしてＳ－ＳＣ
ＨはＰ－ＳＣＨに隣接するＯＦＤＭシンボルに位置する。当該階層型同期チャネル（ＳＣ
Ｈ）構成では、動作状態において、Ｐ－ＳＣＨを利用してＯＦＤＭシンボルタイミング推
定、周波数オフセット推定、及びチャネル推定などを行なう。ＧＣＬ系列は上で説明した
ようにＰ－ＳＣＨに利用される。このようなＧＣＬ系列は単に「Ｚａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ系
列（ＧＣＬ系列の特定の系列）」を含む。他の形態の系列（ＧＣＬまたは非ＧＣＬ）を利
用することもできる。更に、複数の（少数の）Ｐ－ＳＣＨ系列をシステムに用いて、チャ
ネル推定結果の精度をＰ－ＳＣＨを使用して高める。
【００５５】
　動作状態では、Ｓ－ＳＣＨを使用してセルＩＤのようなセル固有情報を提供する。セル
固有情報の量をＳ－ＳＣＨを利用してＳＣＨオーバーヘッドを増やすことなく増やすため
に、複素指数波によって変調される２層Ｓ－ＳＣＨ系列構成（例えば、ＧＣＬ系列）を用
いる。
【００５６】
　複素指数波によって変調されるＧＣＬ系列は、ＤＦＴ系列によって変調されるＧＣＬ系
列、位相回転直交系列によって変調されるＧＣＬ系列、または時間領域循環シフトＧＣＬ
系列を含む。複素指数波によって変調されるクラス「ｕ」ＧＣＬ系列（インデックス－ｖ
）は次式のように定義される。
【００５７】

【数１０】

上の式に含まれるパラメータは、
Ｓｕ：ｑ＝０，ｂ＝０を満たす、クラス－ｕを持つＧＣＬ系列、
ｒｖ：インデックス－ｖを有する複素指数波、
ＮＧ：素数、
ＮＰ：Ｓ－ＳＣＨに使用されるサブキャリアの数、
ｕ＝１，．．．ＮＧ－１はＧＣＬ系列の「クラス」（すなわち、ＧＣＬ系列インデックス
）として知られており、
ｖ＝０，１，．．．ＮＰ－１は複素指数波のインデックスであり、
ｌ＝０，１，．．．ＮＰ－１は或る系列のエントリのインデックスであり、
【００５８】
【数１１】

（Ｆ：有理数）である。
【００５９】
　ＧＣＬ系列のインデックス及び複素指数波のインデックスは、完全セルＩＤまたは部分
セルＩＤ、或いは他のセル固有情報として機能する。従って、ユーザ機器（ＵＥ）は完全
セルＩＤか、または部分セルＩＤを、単に、ＧＣＬ系列のインデックスを、上で説明した
「差分演算」処理によって検出することにより特定される。更に、複素指数波のインデッ
クスは、Ｐ－ＳＣＨシンボルのチャネル推定結果を使用して検出される。しかしながら、
同期ネットワークの場合、「差分演算」処理によるＧＣＬ系列のインデックス検出には次
のような２つの問題がある。
・隣接セル間の同期Ｓ－ＳＣＨに対するセル間干渉：「差分演算」処理によるＧＣＬ系列
のインデックス検出では、異なるＧＣＬ系列のインデックスを隣接セル（またはセクタ）
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に割り当てるときにセル間干渉を受ける。
・セル固有の複素指数波によるＧＣＬ系列変調に起因するＧＣＬのインデックスに対する
誤検出：同じＧＣＬ系列のインデックス及び異なる複素指数波のインデックスを、隣接セ
ル（またはセクタ）に割り当てるときに、ＧＣＬ系列のインデックスの誤検出が発生する
。
【００６０】
　上記の問題を解決するために、Ｓ－ＳＣＨをスクランブルコードにより拡散する。この
スクランブルコードは、各セルサーチのＰ－ＳＣＨ系列のインデックスを利用する。詳細
には、Ｓ－ＳＣＨ系列（Ｓ－ＳＣＨにどの種類の系列が使用されるかに関係なく－ＧＣＬ
／ＣＡＺＡＣは単なる一例である）をスクランブルし、この場合、スクランブルする系列
は１セットの使用可能なスクランブルする系列から選択される。各スクランブルする系列
は、システムにおける使用可能な複数のＰ－ＳＣＨ系列のうちの一つに対応する。例えば
、３つのＰ－ＳＣＨ系列がシステムにおいて使用可能である場合、Ｓ－ＳＣＨに適用する
スクランブルコードを３つ使用する。基地局が第１Ｐ－ＳＣＨ系列を使用する場合、基地
局は当該Ｓ－ＳＣＨ系列を第１スクランブルコードによってスクランブルすることになり
、第１Ｓ－ＳＣＨ系列以外のＳ－ＳＣＨ系列を使用する場合も同様な処理が行なわれる。
【００６１】
　本発明の好適な実施形態では：
・Ｓ－ＳＣＨに関するスクランブルコードはＰＮ系列のような疑似ランダム系列である。
・Ｓ－ＳＣＨに関するスクランブルコードインデックスはＰ－ＳＣＨ系列インデックスに
基づいて求められる。
・スクランブルコードの数はＰ－ＳＣＨ系列の数と同じである。
・システムにおけるＳ－ＳＣＨスクランブルコードの再使用方法も、システムにおけるＰ
－ＳＣＨスクランブルコードの再使用方法と同じである。
【００６２】
　Ｐ－ＳＣＨ系列をシステムにおいて１つしか使用することができない場合、Ｓ－ＳＣＨ
を、隣接セル間で異なるスクランブルコードにより拡散することが可能であり、この場合
、スクランブル系列は１セットのスクランブル系列から選択される。この場合、Ｓ－ＳＣ
Ｈの逆拡散は、受信機における仮説の検証によって行なうことができる。
【００６３】
　本発明の好適な実施形態では、「複素指数波によって変調されるＧＣＬ」をＳ－ＳＣＨ
系列に、上で説明したように利用する場合、スクランブル済みＳ－ＳＣＨ系列は次式のよ
うに定義される。
【００６４】
【数１２】

上の式のパラメータは、
Ｓｕ：ｑ＝０，ｂ＝０を満たし、かつクラス－ｕを有するＧＣＬ系列、
ｒｖ：インデックス－ｖを有する複素指数波、
ｃｚ：コードインデックス－ｚを有するスクランブルコード。
【００６５】
　上記技術によって、ＳＣＨを隣接セル間で同期させる場合のＧＣＬのインデックス検出
に関する「差分演算」処理に起因するセル間干渉をランダム化する。従って、ＧＣＬ系列
のインデックス検出は、隣接セルによるセル間干渉の影響を受けない。これにより、Ｓ－
ＳＣＨに関するＧＣＬのインデックス割り当てに対する制約が軽減される。更に、上記技
術によって、差分処理に起因するＧＣＬのインデックスの誤検出が最小限に抑えられる。
【００６６】
　図１０は、Ｐ－ＳＣＨ及びＳ－ＳＣＨの両方を送信する送信機１０００を示している。
図から明らかなように、送信機はＳ－ＳＣＨ回路１００１及びＰ－ＳＣＨ回路１０１７の
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両方を備え、これらの回路は、回路の対応するチャネルをマルチプレクサ１０２１に出力
する。次に、これらの出力はマルチプレクサ１０２１によって多重化され、そしてサイク
リックプレフィックスが送信の前にＣＰ回路１０２３によって付加される。動作状態では
、Ｐ－ＳＣＨ系列が系列生成回路１０１５によって生成され、次にＩＦＦＴ１０１９に渡
される。Ｐ－ＳＣＨ系列発生器１０１５は第１インデックス（ｚ）が付されたＧＣＬ系列
を利用する。第１インデックスはＳ－ＳＣＨ回路１００１に、特にスクランブルコード発
生回路１０１３に渡され、この場合、スクランブルコード発生回路は適切なスクランブル
コードを第１インデックスに基づいて生成する。
【００６７】
　ＧＣＬ系列発生回路１００３は、第２インデックス（ｕ）が付されたＧＣＬ系列を生成
し、そして第２ＧＣＬ系列をＮＰ点乗算回路１００５に出力し、この場合、ＧＣＬ系列に
、インデックス（ｖ）を持つ複素指数波を乗算する。複素指数波は回路１０１１によって
生成される。次に、結果として得られる信号を乗算回路１００７によりスクランブルする
。スクランブル処理は、適切なスクランブルコードで、第１インデックスに基づいて行な
われる。結果として得られる信号（Ｓ－ＳＣＨ系列）をＩＦＦＴ回路１００９に渡し、そ
してマルチプレクサ１０２１に出力する。マルチプレクサはＳ－ＳＣＨチャネル及びＰ－
ＳＣＨチャネルを図９に示すように多重化する。
【００６８】
　図１１は、Ｓ－ＳＣＨ及びＰ－ＳＣＨを受信する受信回路１１００のブロック図である
。動作状態において、受信機１１２１はＰ－ＳＣＨ及びＳ－ＳＣＨの両方を受信する。Ｐ
－ＳＣＨインデックス検出器１１０１は、Ｐ－ＳＣＨのインデックスを検出し、そして当
該インデックスをスクランブルコード発生器１１０３に渡す。スクランブルコード発生器
１１０３は適切なスクランブルコードをインデックスに基づいて生成し、そしてスクラン
ブルコードをデスクランブル回路１１０５に出力し、このデスクランブル回路では、受信
Ｓ－ＳＣＨをインデックスに基づいて逆拡散する。次に、結果として得られるデスクラン
ブル信号を、ＧＣＬ系列インデックス検出器に出力し、この検出器では、差分変調（変調
器１１０７による）、ＩＦＦＴ処理（ＩＦＦＴ１１０９による）、及びピーク位置サーチ
（検出器１１１１による）が行なわれる。次に、ＧＣＬインデックスをピーク位置検出器
１１１１から出力する。検出されるＧＣＬインデックス、及び推定チャネル応答を複素指
数波のインデックス検出器に、デスクランブル信号と共に出力する。等化処理を行なった
（等化器１１１３により）後、ＧＣＬ系列を信号から回路１１１５によって除去する。Ｉ
ＦＦＴをＩＦＦＴ回路１１１７によって行ない、そしてピーク位置を回路１１１９によっ
て求める。次に、複素指数波のインデックスを出力する。
【００６９】
　図１２は、図１０の送信機の動作を示すフローチャートである。論理フローはステップ
１２０１から始まり、このステップでは、Ｐ－ＳＣＨ回路１０１７がＰ－ＳＣＨ系列を生
成する。上で説明したように、Ｐ－ＳＣＨ系列はＧＣＬ系列またはＺａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ
系列を含む。更に、単一系列をシステム全体が利用するか、または別の構成として、Ｐ－
ＳＣＨ系列は１セットの使用可能な系列の中の或る系列を含む。
【００７０】
　ステップ１２０３では、Ｓ－ＳＣＨ回路１００１はＳ－ＳＣＨ系列を出力し、Ｓ－ＳＣ
Ｈ系列には複素指数波を乗算し、そしてＳ－ＳＣＨ系列をスクランブルコードでスクラン
ブルする。上で説明したように、Ｓ－ＳＣＨはセルＩＤのようなセルに固有な情報を送信
する。更に、スクランブルコードはＰ－ＳＣＨ系列のＧＣＬ系列のインデックスを利用す
ることができる。更に、Ｓ－ＳＣＨ系列はＧＣＬ系列か、またはＺａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ系
列を含み、この場合、ＧＣＬ系列インデックスまたはＺａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ系列インデッ
クス及び複素指数波インデックスは、完全セルＩＤか、または部分セルＩＤ、或いは他の
セルに固有な情報として機能する。
【００７１】
　更に、上で説明したように、スクランブルコードは１グループの使用可能なスクランブ
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ルコードから選択され、そして各スクランブルコードは、システムにおける複数の使用可
能なＰ－ＳＣＨ系列のうちの一つに対応する。システムがＰ－ＳＣＨに対応する一つの系
列を送信するだけである場合、スクランブルコードはセル識別情報を利用することができ
、この場合、各セルかまたはセクタは、或る系列を含むＳ－ＳＣＨを、セルか、またはセ
クタ識別情報に基づいて拡散して、各セルまたはセクタによる異なるスクランブルコード
の利用を可能にする。
【００７２】
　続いて、ステップ１２０５で、送信機１０２５はＰ－ＳＣＨをブフレームで、そしてＳ
－ＳＣＨを当該サブフレームで送信する。
　図１３は、受信回路１１００の動作を示すフローチャートである。論理フローはステッ
プ１３０１から始まり、このステップでは、受信機１１２１がＰ－ＳＣＨ及びＳ－ＳＣＨ
を受信する。上で説明したように、Ｐ－ＳＣＨはＧＣＬ系列またはＺａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ
系列を含む。更に、単一系列をシステム全体が利用するか、または別の構成として、Ｐ－
ＳＣＨ系列は１セットの使用可能な系列の中の或る系列を含む。
【００７３】
　ステップ１３０３では、スクランブルコード発生器１１０３は、スクランブルコードを
生成してＳ－ＳＣＨを逆拡散する。上で説明したように、スクランブルコードはＰ－ＳＣ
ＨのＧＣＬ系列インデックスを利用する。更に上で説明したように、スクランブルコード
は１グループの使用可能なスクランブルコードから選択され、そして各スクランブルコー
ドは、システムにおける複数の使用可能なＰ－ＳＣＨ系列のうちの一つに対応する。シス
テムがＰ－ＳＣＨに対応する一つの系列を送信するだけである場合、スクランブルコード
はセル識別情報を利用し、この場合、各セルか、またはセクタは、或る系列を含むＳ－Ｓ
ＣＨを、セルまたはセクタ識別情報に基づいて拡散して、各セルまたはセクタによる異な
るスクランブルコードの利用を可能にする。
【００７４】
　ステップ１３０５では、Ｐ－ＳＣＨインデックス検出器１１０１がＰ－ＳＣＨのインデ
ックスを検出し、そしてステップ１３０７では、ＧＣＬ系列インデックス検出器がＳ－Ｓ
ＣＨのＧＣＬインデックスを検出する。最後に、ステップ１３０９では、複素指数波のイ
ンデックス検出器がＳ－ＳＣＨの指数波のインデックスを求める。
【００７５】
　本発明について特定の形で示し、そして特定の実施形態を参照しながら説明してきたが
、この技術分野の当業者であれば、形態及び詳細に関する種々の変更を本発明に、本発明
の技術思想及び技術範囲から逸脱しない範囲で加えることができることが理解できるであ
ろう。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】通信システムのブロック図である。
【図２】図１の通信システムにおける基準信号送信方式を示す。
【図３】図１の通信システムにおける基準系列割り当てを示すフローチャートである。
【図４】本発明の１つの実施形態によるセル固有基準を高速に特定するプロセスを示すフ
ローチャートである。
【図５】複数の系列インデックスを特定する様子を示すフローチャートである。
【図６】複数の系列インデックスを受信し、そしてキャンセレーションを使用して信頼度
を高くする様子を示すフローチャートである。
【図７】特定の送信機に固有の位相勾配特性をマッピングするために必要なステップを示
すフローチャートである。
【図８】本発明によるリモートユニットのブロック図を示す。
【図９】複数の同期チャネルを送信する様子を示す。
【図１０】Ｐ－ＳＣＨ及びＳ－ＳＣＨの両方を送信する送信機のブロック図である。
【図１１】Ｓ－ＳＣＨを受信する受信機のブロック図である。
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【図１２】図１０の送信機の動作を示すフローチャートである。
【図１３】受信回路１１００の動作を示すフローチャートである。
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【図３】
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【図５】 【図６】
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【図８】
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【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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