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(57)【要約】
　本発明の実施例は、少なくとも１つの移動局（ＭＳ）
と通信するために動作可能な基地局（ＢＳ）を含む機器
を提供し、基地局（ＢＳ）は、それがフレームの送信を
開始する前に、動的または予めプログラムされたオフセ
ットを生成する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの移動局（ＭＳ）と通信するために動作可能な基地局（ＢＳ）であって
、前記基地局（ＢＳ）は、それがフレームの送信を開始する前に、動的または予めプログ
ラムされたオフセットを生成することを特徴とする機器。
【請求項２】
　前記オフセットは、動的なオフセットであることを特徴とする請求項１記載の機器。
【請求項３】
　前記オフセットは、予めプログラムされたオフセットであることを特徴とする請求項１
記載の機器。
【請求項４】
　前記基地局（ＢＳ）は、異なる隣接する基地局が異なるオフセットを生成することによ
って当該基地局からの共通制御チャネルが同時に送信されず、その結果１００％ローディ
ングを回避することを保証することを特徴とする請求項１記載の機器。
【請求項５】
　前記基地局（ＢＳ）は、米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１６ｅ規格に従って少
なくとも１つの移動局と通信することを特徴とする請求項１記載の機器。
【請求項６】
　基地局（ＢＳ）が移動局（ＭＳ）へのフレームの送信を開始する前に、動的または予め
プログラムされたオフセットを生成することを特徴とする方法。
【請求項７】
　前記オフセットは、動的なオフセットであることを特徴とする請求項６記載の方法。
【請求項８】
　前記オフセットは、予めプログラムされたオフセットであることを特徴とする請求項６
記載の方法。
【請求項９】
　異なる隣接する基地局が異なるオフセットを生成することによって当該基地局からの共
通制御チャネルが同時に送信されず、その結果１００％ローディングを回避することを、
前記基地局（ＢＳ）により保証する段階をさらに含むことを特徴とする請求項６記載の方
法。
【請求項１０】
　前記基地局（ＢＳ）により通信する段階は、米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１
６ｅ規格に従って、前記少なくとも１つの移動局と通信する段階をさらに含むことを特徴
とする請求項６記載の方法。
【請求項１１】
　命令を提供するマシンアクセス可能な媒体であって、アクセスされたとき、マシンに、
　基地局（ＢＳ）が移動局（ＭＳ）へのフレームの送信を開始する前に、動的または予め
プログラムされたオフセットを生成すること、
　を含む動作を行なわせることを特徴とするマシンアクセス可能な媒体。
【請求項１２】
　命令を提供するマシンアクセス可能な媒体であって、アクセスされたとき、マシンに、
　異なる隣接する基地局が異なるオフセットを生成することによって当該基地局からの共
通制御チャネルは同時に送信されず、その結果１００％ローディングを回避することを前
記基地局（ＢＳ）によって保証すること、
　をさらに含む動作を行なわせることを特徴とする請求項１１記載のマシンアクセス可能
な媒体。
【請求項１３】
　前記オフセットは、動的なオフセットであることを特徴とする請求項１１記載の命令を
提供するマシンアクセス可能な媒体。
【請求項１４】



(3) JP 2010-506539 A 2010.2.25

10

20

30

40

50

　前記オフセットは、予めプログラムされたオフセットであることを特徴とする請求項１
１記載の命令を提供するマシンアクセス可能な媒体。
【請求項１５】
　前記マシンアクセス可能な媒体がアクセスされたとき、少なくとも１つの移動局は米国
電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１６ｅ規格に従って、前記基地局（ＢＳ）によって通
信することを含む動作をマシンにさらに行なわせるさらなる命令をさらに含むことを特徴
とする請求項１１記載の命令を提供するマシンアクセス可能な媒体。
【請求項１６】
　移動局（ＭＳ）と、
　前記移動局（ＭＳ）と通信するために動作可能な基地局（ＢＳ）であって、前記基地局
（ＢＳ）は、それがフレームの送信を開始する前に動的または予めプログラムされたオフ
セットを生成するために適用される、基地局（ＢＳ）と、
　から構成されることを特徴とするシステム。
【請求項１７】
　前記オフセットは、動的なオフセットであることを特徴とする請求項１６記載のシステ
ム。
【請求項１８】
　前記オフセットは、予めプログラムされたオフセットであることを特徴とする請求項１
６記載のシステム。
【請求項１９】
　前記基地局（ＢＳ）は、異なる隣接する基地局が異なるオフセットを生成することによ
って当該基地局からの共通制御チャネルが同時に送信されず、それによって１００％ロー
ディングを回避することを保証することを特徴とする請求項１６記載のシステム。
【請求項２０】
　前記基地局（ＢＳ）は、米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１６ｅ規格に従って少
なくとも１つの移動局と通信することを特徴とする請求項１６記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　（関連出願のクロスリファレンス）本願は、２００６年１０月１０日に出願された「Ｏ
ＦＤＭに基づくワイヤレス・システムにおいて共通制御チャネルの信頼性を改善するため
の技術」と称する米国仮出願６０／８５０，８５３の利益を主張する。
【０００２】
　共通制御チャネルとも称されるＭＡＰ（無線リソース割り当て情報）は、ワイマックス
（ＷｉＭＡＸ：Worldwide Interoperability Microwave Access）のような（ただし、こ
れに制限されない。）直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）システムの非常に重要な側面であ
る。ＭＡＰは、すべてのワイマックス・フレーム（または、同等にワイマックス２（Ｗｉ
ＭＡＸ２）サブフレーム）の最初に送信される。ＭＡＰ内には、そのフレームについての
様々なユーザのための割り当てが存在する。ユーザは、それらの割り当てがどこに存在す
るのかを知るためにＭＡＰを解読し、（アップリンク上の）ユーザの割り当て上にパケッ
トを送信するか、あるいは（ダウンリンク上の）ユーザの割り当て上でパケットを受信す
る。
【０００３】
　ワイマックス内のＭＡＰまたは共通制御チャネルに関する現在の課題は、それが常に１
００％ロードされることである。換言すれば、全ての基地局が同時にＭＡＰを送信する。
これは、ＭＡＰが多くの妨害を受けることを意味し、さらにそれは、ＭＡＰの受信におけ
る信頼性を低下させることにも繋がる。ＭＡＰは、非常に重要な制御チャネルであり、か
つ、システム内の全てのユーザによってほぼ完全な受信が行なわれる必要があるので、こ
のことはさらに、システム性能に対して重大な結果（例えば、ユーザが予定したアップリ
ンク送信またはダウンリンク受信等を逃すなど）を及ぼすことになろう。
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【０００４】
　したがって、ＯＦＤＭに基づくワイヤレス・システムにおいて共通制御チャネルの信頼
性を改善するための技術に対する強い要望が存在する。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
　本発明であるとみなされる主題は、本明細書の最終部分において特に指摘され明確に主
張される。しかしながら、本発明は、構成および動作方法の両方について、その目的、特
徴および利点も含め、以下の詳細な説明を添付図面と共に参照することにより、より良く
理解されるであろう。
【０００６】
【図１】本発明の実施例におけるオフセット・アプローチの一例である。
【０００７】
【図２】本発明の実施例に従ったシステムである。
【０００８】
　図を単純化および明瞭化するために、図中に示される要素は、必ずしも同一寸法で描か
れていないことがわかるであろう。例えば、いくつかの要素の寸法は、明瞭化のために他
の要素に比べて拡大される。さらに、適切であると考えられる場合には、対応または類似
する要素を示すために、同じ参照番号がいくつかの図中で繰り返し使用される。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下の詳細な説明では、本発明についての完全な理解を提供するために、多くの特定の
詳細事項について記述される。しかしながら、当業者は、本発明がこれらの特定の詳細事
項なしでも実施可能であることを理解するであろう。また、例えば周知の方法、手続、構
成要素、および回路については、本発明を不明瞭にしないために詳細には記述されない。
【００１０】
　以下の詳細な説明では、本発明についての完全な理解を提供するために、多くの特定の
詳細事項について記述される。しかしながら、当業者は、本発明がこれらの特定の詳細事
項なしでも実施可能であることを理解するであろう。また、周知の方法、手続、構成要素
、ユニットおよび／または回路については、本発明を不明瞭にしないために詳細には記述
されない。
【００１１】
　本発明の実施例は、様々なアプリケーション内で使用することが可能である。本発明の
いくつかの実施例は、様々な装置およびシステム、例えば、送信機、受信機、トランシー
バ、送受信機、ワイヤレス通信局、ワイヤレス通信装置、ワイヤレス・アクセス・ポイン
ト（ＡＰ）、モデム、ワイヤレス・モデム、パーソナル・コンピュータ（ＰＣ）、デスク
トップ・コンピュータ、モバイル・コンピュータ、ラップトップ・コンピュータ、ノート
型コンピュータ、タブレット・コンピュータ、サーバ・コンピュータ、ハンドヘルド・コ
ンピュータ、ハンドヘルド装置、携帯情報端末（ＰＤＡ）装置、ハンドヘルドＰＤＡ装置
、ネットワーク、ワイヤレス・ネットワーク、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ
）、ワイヤレスＬＡＮ（ＷＬＡＮ）、メトロポリタン・エリア・ネットワーク（ＭＡＮ）
、ワイヤレスＭＡＮ（ＷＭＡＮ）、ワイドエリア・ネットワーク（ＷＡＮ）、ワイヤレス
ＷＡＮ（ＷＷＡＮ）、および、少なくとも既存のＩＥＥＥ８０２．１６、８０２．１６ｄ
、８０２．１６ｅ規格および／または前記規格の将来のバージョンおよび／またはデリバ
ティブおよび／またはロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）に従って動作する装
置および／またはネットワーク、パーソナル・エリア・ネットワーク（ＰＡＮ）、ワイヤ
レスＰＡＮ（ＷＰＡＮ）、上記のＷＬＡＮおよび／またはＰＡＮおよび／またはＷＰＡＮ
ネットワークの一部であるユニットおよび／または装置、単方向および／または双方向無
線通信システム、セルラ無線電話通信システム、セルラ電話、ワイヤレス電話、パーソナ
ル・コミュニケーション・システム（ＰＣＳ）装置、ワイヤレス通信装置を組み込んだＰ
ＤＡ装置、マルチ入力マルチ出力（ＭＩＭＯ）トランシーバまたは装置、シングル入力マ
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ルチ出力（ＳＩＭＯ）トランシーバまたは装置、マルチ入力シングル出力（ＭＩＳＯ）ト
ランシーバまたは装置、マルチ・レシーバ・チェーン（ＭＲＣ）トランシーバまたは装置
、「スマート・アンテナ」技術またはマルチ・アンテナ技術を有するトランシーバまたは
装置等と共に使用することができる。
【００１２】
　例えば、「処理」、「演算」、「計算」、「決定」、「確立」、「分析」、「検査」等
のような用語を使用する記述は、コンピュータ、コンピューティング・プラットフォーム
、コンピューティング・システム、または他の電子演算装置に関するものであり、それら
は、コンピュータのレジスタおよび／またはメモリ内の物理（例えば電子）量として表わ
されるデータを、コンピュータのレジスタおよび／またはメモリ、あるいは動作および／
または処理を行なうための命令を格納する他の情報格納媒体内の物理量として同様に表わ
される他のデータへ、操作および／または変換するものであるが、本発明の実施例はこの
点に制限されない。
【００１３】
　ここで使用される用語「複数」は、例えば「多数」または「２またはそれ以上」を含む
が、本発明の実施例はこの点に制限されない。用語「複数」は、本明細書の全体にわたっ
て、２またはそれ以上のコンポーネント、装置、要素、ユニット、パラメータ等について
記述するために使用される。例えば、「複数の基地局」には、２またはそれ以上の基地局
が含まれる。
【００１４】
　現在、ワイマックスにおいて最も重要な制御信号の１つであるＭＡＰは、ワイマックス
内で１００％ローディングで送信される。これは、ＭＡＰが信頼性について深刻な問題を
有することを意味し、および／または、我々は、この妨害効果（これは、容量に非常に悪
影響を与えるであろう）を克服するために、ＭＡＰ上で非常に冗長なチャネル・コーディ
ングを使用する必要がある。
【００１５】
　本発明の実施例は、ＭＡＰ上の１００％ローディングを克服するための単純かつ有効な
スキームを提供し、それによって、ＭＡＰ受信の信頼性を改善すると共に、ＭＡＰ上で必
要とされる冗長なチャネル・コーディングの量を削減する。
【００１６】
　本発明の実施例は、共通制御チャネル（ここではＭＡＰとも称される）の信頼性を改善
するための解決策を提供する。本発明の実施例において、本発明は、現在開発されている
ワイマックスの発展型（ａｋａ　Ｗｉｍａｘ２）にも利用可能であるが、本発明はこの点
に制限されない。
【００１７】
　本発明の実施例において、各基地局（ＢＳ）は、それがフレームの送信を開始する前に
、いくつかの種類の動的または予めプログラムされたオフセットを生成する。そのフレー
ムに対して、ＢＳは、生成されたオフセットでＭＡＰを送信する。異なる隣接する基地局
が異なるオフセット、ｒ（　）を生成することを保証するメカニズムによって、本発明は
、これらの基地局からＭＡＰが同時に送信されず、それによって、上述のような１００％
ローディングの回避を保証する。
【００１８】
　ここで、本発明の実施例におけるスキームの詳細を示す図面に移る。図１は、本発明の
実施例におけるオフセット・アプローチの一例である。ＢＳ１００のサブフレームｉ１０
５，１１０，１１５のそれぞれの最初に、ＭＡＰは以下のように送信される。
　－　ＢＳ１００は、オフセットｒ（ｉ＋１）１２５，１３０を生成する。
　－　ＢＳ１００は、サブフレーム１０５内のｒ（ｉ）１２０のシンボルの後に、サブフ
レームｉ１０５に対するＭＡＰ１５０の送信を開始する。
　－　それは、ＭＡＰの一部としてｒ（ｉ＋ｌ）１２５を含む。
　－　ｒ（ｉ）１２０は、フレームｉ１０５中に、システム獲得のために、新規または使
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用されていないＭＳによって必要とされるであろう。
　－　ｒ（ｉ）１２０は、ＦＣＨと共にフレームの最初に含むことができる。
　－　または、ｒ（　）が各ＢＳに固定されている場合は、時々ＤＣＤ／ＵＣＤ内に含ま
れる。　
　第２サブフレーム１１０は、サブフレーム１０５のｒ（ｉ＋ｌ）に加えてサブフレーム
１１０のｒ（ｉ＋ｌ）１３０を含むＭＡＰ（ｉ）の領域を示す。サブフレーム１１０は、
さらに、ｒ（ｉ＋２）１３５およびＭＡＰ（ｉ＋１）１５５を示す。
　第３サブフレーム１１５は、ｒ（ｉ＋２）１４０およびｒ（ｉ＋３）を有するＭＡＰ（
ｉ＋２）１６０を示す。
　オフセットｒ（　）を生成するために、次の少なくとも２つの別個の可能性が存在する
が、本発明はこの点に制限されない。
　可能性１：ｒ（　）は、有界ランダム変数（bounded random variable）である。
　可能性２：現在のＢＳがＭＡＰを送信しているときに、隣接するＢＳがデータを送信す
るのと同じ方法で各ＢＳのために固定されたアプリオリ。この場合、ｒ（　）は、すべて
の単一フレーム内ではなく、ＤＣＤ内でのみ送信される。
【００１９】
　同じスキームは、テレスコピックＭＡＰにも同様に適用することができ、そこでは各フ
レーム内のテレスコピックＭＡＰの開始は、変数ｒ（　）によって相殺される。
【００２０】
　本発明のいくつかの実施例は、特定のアプリケーションに適するように、あるいは特定
の設計要求に従って、ソフトウェア、ハードウェア、またはソフトウェアおよび／または
ハードウェアの任意の組み合わせによって実行される。本発明の実施例は、全体または一
部が互いに別個または組み合わされたユニットおよび／またはサブユニットを含み、当該
技術分野において周知であるような特定目的、多目的、または汎用プロセッサまたはコン
トローラを使用して実施される。本発明のいくつかの実施例は、一時的または長期的なデ
ータの格納のため、あるいは特定の実施例の動作を促進するためのバッファ、レジスタ、
スタック、格納ユニットおよび／またはメモリ・ユニットを含む。
【００２１】
　本発明のいくつかの実施例は、例えば、マシン読取り可能な媒体、あるいは、命令また
は命令セットを格納する物品を使用し、これらがマシンによって、例えば図２のシステム
２００によって、基地局２１０と通信する移動局２０５によって、プロセッサによって、
または他の適切なマシンによって実行されたとき、マシンに、本発明の実施例に従った方
法および／または動作を行なわせる。そのようなマシンには、例えば、任意の適切な処理
プラットフォーム、演算プラットフォーム、演算装置、処理装置、演算システム、処理シ
ステム、コンピュータ、プロセッサ等が含まれ、それらは、ハードウェアおよび／または
ソフトウェアの任意の適切な組み合わせを使用して実施される。
【００２２】
　マシン読取り可能な媒体または物品には、例えば、任意の適切なタイプのメモリ・ユニ
ット、メモリ装置、メモリ製品、メモリ媒体、格納装置、格納製品、格納媒体および／ま
たは格納ユニット、例えばメモリ、取り外し可能または取り外し不可能な媒体、消去可能
または消去不可能な媒体、書き込み可能または再書き込み可能な媒体、デジタルまたはア
ナログ媒体、ハードディスク、フレキシブル・ディスク、コンパクト・ディスク・リード
・オンリ・メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、コンパクト・ディスク・レコーダブル（ＣＤ－Ｒ）
、コンパクト・ディスク・リライタブル（ＣＤ－ＲＷ）、光ディスク、磁気媒体、様々な
タイプのデジタル・ビデオ・ディスク（ＤＶＤ）、テープ、カセット等が含まれる。命令
には、任意の適切なタイプのコード、例えばソース・コード、コンパイルされたコード、
解釈されたコード、実行可能なコード、静的コード、動的コード等が含まれ、そして、任
意の適切な高レベル、低レベル、目的指向、ビジュアル、コンパイルおよび／または解釈
されたプログラミング言語、例えばＣ、Ｃ＋＋、Ｊａｖａ（登録商標）、ＢＡＳＩＣ、パ
スカル、フォートラン、コボル、アセンブリ言語、機械コード等を使用して実行される。
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本発明の実施例において、命令を提供するマシンアクセス可能な媒体は、アクセスされた
とき、マシンに、基地局（ＢＳ）が移動局（ＭＳ）にフレームの送信を開始する前に、動
的または予めプログラムされたオフセットを生成することを含む動作を実行させる。
【００２３】
　命令を提供するマシンアクセス可能な媒体は、さらに、さらなる命令を含み、アクセス
されたとき、マシンに、異なる隣接する基地局は異なるオフセットを生成することによっ
て前記基地局からの共通制御チャネルは同時に送信されず、その結果１００％ローディン
グを回避することを前記ＢＳによって保証することを含む動作をさらに実行させる。
【００２４】
　ここに本発明のいくつかの特性が図示されかつ記述されたが、当業者であれば、多くの
修正、代用、変更および等価物を想起できるであろう。したがって、添付の請求の範囲は
、本発明の真の精神に含まれる修正および変更をすべて包含することを意図するものであ
ると理解すべきである。

【図１】

【図２】
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