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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信システムにおける送信装置でデータを送信する方法であって、
　少なくとも一つの論理チャンネルと少なくとも一つの無線周波数（ＲＦ）チャンネルと
の間のマッピング関係を指示する複数個のタイプのうちで一つのタイプを決定するステッ
プと、
　前記決定されたタイプに基づいて前記少なくとも一つのＲＦチャンネル上の少なくとも
一つの物理フレームに前記少なくとも一つの論理チャンネル上の少なくとも一つの論理フ
レームをマッピングするステップと、
　前記マッピングされた少なくとも一つの論理フレームと少なくとも一つの物理フレーム
を使用して前記データを送信するステップとを含み、
　前記決定されたタイプが第１のタイプであると、前記第１のタイプの論理チャンネルに
含まれた１個の論理フレームが単一ＲＦチャンネル上の１個の物理フレームにマッピング
され、
　前記決定されたタイプが第２のタイプであると、前記第２のタイプの論理チャンネルに
含まれた論理フレームの各々が単一ＲＦチャンネル上の複数個の物理フレームにマッピン
グ可能である
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記少なくとも一つの物理フレームは、少なくとも一つの論理チャンネルにマッピング
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され、前記少なくとも一つの論理チャンネルの各々は、複数個の論理フレームのうちの選
択された論理フレームを含み、前記複数個の論理フレームの各々は、少なくとも一つのサ
ービスのデータストリームに基づいて生成された複数個の物理階層パイプ（ＰＬＰ）のう
ちの選択されたＰＬＰ及び前記選択されたＰＬＰと関連するシグナリング情報を含むこと
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数個のタイプは、ＲＦチャンネルの数または論理チャンネルに含まれる各論理フ
レームにマッピングされた物理フレームの数に基づいて分類されることを特徴とする請求
項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記決定されたタイプが前記第１のタイプであると、前記論理フレームの各々に含まれ
るセルは前記単一ＲＦチャンネル上の単一物理フレームで搬送される
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記決定されたタイプが前記第２のタイプであると、前記複数個の物理フレームの各々
は同一の長さを有し、
　前記決定されたタイプが第３のタイプであると、前記第３のタイプの論理チャンネルに
含まれた各論理フレームは複数個のＲＦチャンネル上の複数個の物理フレームにマッピン
グされ、
　前記決定されたタイプが第４のタイプであると、前記第４のタイプの論理チャンネルに
含まれた１個の論理フレームが、多重ＲＦチャンネルの各々に含まれた時間同期した物理
フレームにマッピングされる
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　通信システムにおけるデータを受信する方法であって、
　少なくとも一つの論理チャンネルと少なくとも一つの無線周波数（ＲＦ）チャンネル間
のマッピング関係を指示する複数のタイプのうち少なくとも一つのタイプに基づいて、前
記少なくとも一つの無線周波数（ＲＦ）チャンネル上の少なくとも一つの物理フレームに
マッピングされた少なくとも一つの論理チャンネル上の少なくとも一つの論理フレームを
通してデータを受信するステップと、
　前記データを復号化するステップと、を含み、
　決定されたタイプが第１のタイプであると、前記第１のタイプの論理チャンネルに含ま
れた１個の論理フレームが単一ＲＦチャンネル上の１個の物理フレームにマッピングされ
、
　前記決定されたタイプが第２のタイプであると、前記第２のタイプの論理チャンネルに
含まれた論理フレームの各々が単一ＲＦチャンネル上の複数個の物理フレームにマッピン
グ可能である
　ことを特徴とする方法。
【請求項７】
　前記少なくとも一つの物理フレームは、少なくとも一つの論理チャンネルにマッピング
され、前記少なくとも一つの論理チャンネルの各々は複数個の論理フレームのうちの選択
された論理フレームを含み、前記複数個の論理フレームの各々は、少なくとも一つのサー
ビスのデータストリームに基づいて生成された複数個の物理階層パイプ（ＰＬＰ）のうち
の選択されたＰＬＰ及び前記選択されたＰＬＰと関連するシグナリング情報を含むことを
特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　複数個のタイプは、ＲＦチャンネルの数または論理チャンネルに含まれる各論理フレー
ムにマッピングされた物理フレームの数に基づいて分類されることを特徴とする請求項６
に記載の方法。
【請求項９】
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　決定されたタイプが前記第１のタイプであると、前記論理フレームの各々に含まれるセ
ルは前記単一ＲＦチャンネル上の単一物理フレームで搬送される
　ことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　決定されたタイプが前記第２のタイプであると、前記複数個の物理フレームの各々は同
一の長さを有し、
　前記決定されたタイプが第３のタイプであると、前記第３のタイプの論理チャンネルに
含まれた各論理フレームは複数個のＲＦチャンネル上の複数個の物理フレームにマッピン
グされ、
　前記決定されたタイプが第４のタイプであると、前記第４のタイプの論理チャンネルに
含まれた１個の論理フレームが、多重ＲＦチャンネルの各々に含まれた時間同期した物理
フレームにマッピングされる
　ことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項１１】
　通信システムにおけるデータを送信する装置であって、
　少なくとも一つの論理チャンネルと少なくとも一つの無線周波数（ＲＦ）チャンネル間
のマッピング関係を指示する複数個のタイプのうちで一つのタイプを決定し、前記決定さ
れたタイプに基づいて前記少なくとも一つのＲＦチャンネル上の少なくとも一つの物理フ
レームに前記少なくとも一つの論理チャンネル上の少なくとも一つの論理フレームをマッ
ピングする制御器と、
　前記マッピングされた少なくとも一つの論理フレームと少なくとも一つの物理フレーム
を使用して前記データを送信する送信器とを含み、
　前記決定されたタイプが第１のタイプであると、前記第１のタイプの論理チャンネルに
含まれた１個の論理フレームが単一ＲＦチャンネル上の１個の物理フレームにマッピング
され、
　前記決定されたタイプが第２のタイプであると、前記第２のタイプの論理チャンネルに
含まれた論理フレームの各々が単一ＲＦチャンネル上の複数個の物理フレームにマッピン
グ可能である
　ことを特徴とする装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも一つの物理フレームは、少なくとも一つの論理チャンネルにマッピング
され、前記少なくとも一つの論理チャンネルの各々は複数個の論理フレームのうちの選択
された論理フレームを含み、前記複数個の論理フレームの各々は少なくとも一つのサービ
スのデータストリームに基づいて生成された複数個の物理階層パイプ（ＰＬＰ）のうちの
選択されたＰＬＰ及び前記選択されたＰＬＰと関連するシグナリング情報を含むことを特
徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記複数個のタイプは、ＲＦチャンネルの数または論理チャンネルに含まれる各論理フ
レームにマッピングされた物理フレームの数に基づいて分類されることを特徴とする請求
項１１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記決定されたタイプが前記第１のタイプであると、前記論理フレームの各々に含まれ
るセルは前記単一ＲＦチャンネル上の単一物理フレームで搬送される
　ことを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記決定されたタイプが前記第２のタイプであると、前記複数個の物理フレームの各々
は同一の長さを有し、
　前記決定されたタイプが第３のタイプであると、前記第３のタイプの論理チャンネルに
含まれた各論理フレームは複数個のＲＦチャンネル上の複数個の物理フレームにマッピン
グされ、
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　前記決定されたタイプが第４のタイプであると、前記第４のタイプの論理チャンネルに
含まれた１個の論理フレームが、多重ＲＦチャンネルの各々に含まれた時間同期した物理
フレームにマッピングされる
　ことを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１６】
　通信システムにおけるデータを受信する装置であって、
　少なくとも一つの論理チャンネルと少なくとも一つの無線周波数（ＲＦ）チャンネル間
のマッピング関係を指示する複数個のタイプのうち少なくとも一つのタイプに基づいて、
前記少なくとも一つの無線周波数（ＲＦ）チャンネル上の少なくとも一つの物理フレーム
にマッピングされた少なくとも一つの論理チャンネル上の少なくとも一つの論理フレーム
を通してデータを受信する受信器と、
　前記データを復号化する復号器と、を含み、
　決定されたタイプが第１のタイプであると、前記第１のタイプの論理チャンネルに含ま
れた１個の論理フレームが単一ＲＦチャンネル上の１個の物理フレームにマッピングされ
、
　前記決定されたタイプが第２のタイプであると、前記第２のタイプの論理チャンネルに
含まれた論理フレームの各々が単一ＲＦチャンネル上の複数個の物理フレームにマッピン
グ可能である
　ことを特徴とする装置。
【請求項１７】
　前記少なくとも一つの物理フレームは少なくとも一つの論理チャンネルにマッピングさ
れ、前記少なくとも一つの論理チャンネルの各々は複数個の論理フレームのうちの選択さ
れた論理フレームを含み、前記複数個の論理フレームの各々は少なくとも一つのサービス
のデータストリームに基づいて生成された複数個の物理階層パイプ（ＰＬＰ）のうちの選
択されたＰＬＰ及び前記選択されたＰＬＰと関連するシグナリング情報を含むことを特徴
とする請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記複数個のタイプは、ＲＦチャンネルの数または論理チャンネルに含まれる各論理フ
レームにマッピングされた物理フレームの数に基づいて分類されることを特徴とする請求
項１６に記載の装置。
【請求項１９】
　決定されたタイプが前記第１のタイプであると、前記論理フレームの各々に含まれるセ
ルは前記単一ＲＦチャンネル上の単一物理フレームで搬送される
　ことを特徴とする請求項１６に記載の装置。
【請求項２０】
　決定されたタイプが前記第２のタイプであると、前記複数個の物理フレームの各々は同
一の長さを有し、
　前記決定されたタイプが第３のタイプであると、前記第３のタイプの論理チャンネルに
含まれた各論理フレームは複数個のＲＦチャンネル上の複数個の物理フレームにマッピン
グされ、
　前記決定されたタイプが第４のタイプであると、前記第４のタイプの論理チャンネルに
含まれた１個の論理フレームが、多重ＲＦチャンネルの各々に含まれた時間同期した物理
フレームにマッピングされる
　ことを特徴とする請求項１６に記載の装置。
【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関するものである。より具体的には、本発明は、排他的で
なく、デジタルビデオブロードキャスティング(digital　video　broadcasting)システム
においてデータストリームの送受信に関連した信号プロセッサ、通信ユニット、及び通信
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システム、及びその方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルビデオ放送(ＤＶＢ)システムのような無線放送システムは、フレームのシーケ
ンス形態でデータを送信できる。デジタルビデオ放送システムは、例えば、ＤＶＢ-Ｔ２(
Terrestrial　2nd　Generation)標準、デジタルビデオブロードキャスティング次世代携
帯用(Digital　Video　Broadcasting　Next　Generation　Handheld：ＤＶＢ-ＮＧＨ)標
準により動作し、あるいは次のような標準のファミリー、すなわちＡＴＳＣ(Advanced　T
elevisions　Systems　Committee)、ＩＳＤＢ(Integrated　Services　Digital　Broadca
sting)、あるいはＤＭＢ(Digital　Multimedia　Broadcasting)により動作することがで
きる。各フレームは、一般的にプリアンブルセクションとデータセクションを含み、プリ
アンブルセクション及びデータセクションは時間-多重化される。データセクションは、
物理階層パイプ(ＰＬＰ)と称される複数のデータストリームの形態で配列されたデータを
伝達できる。ＰＬＰは、例えば、ユーザーに提供されるビデオチャンネルのようなサービ
スを伝達できる。フレームからのデータの受信及びデータストリームの受信は、シグナリ
ングが帯域外(Out-of-Band：ＯＢ)シグナリングと称される場合、及び/又はこのシグナリ
ングがデータセクションで伝達される場合、一般的に前フレームでシグナリングが帯域内
(In-Band：ＩＢ)シグナリングと称される場合、一般的にフレームのプリアンブルで伝達
されるシグナリングにより支援されることができる。シグナリングは、物理階層シグナリ
ング又は階層１(Ｌ１)シグナリングと称される。
【０００３】
　フレームのプリアンブルセクションは、Ｌ１-Ｃｏｎｆｉｇ部分及びＬ１-Ｄｙｎ部分を
含む多様な部分を含むことができる。Ｌ１-Ｃｏｎｆｉｇ部分は、一般的にスーパーフレ
ームの各フレームに対して有効な情報を伝達し、一般的にスーパーフレームの各フレーム
に対して同一である。Ｌ１-Ｄｙｎ部分は、１個のフレームから次のフレームへ情報を伝
送する。
【０００４】
　信号圧縮技術の使用増加及び特に移動環境で非常に強くなり得る低いデータレートサー
ビスの提供により、フレームのシーケンスにより伝達されるＰＬＰの個数は大きく、例え
ばＤＶＢ-Ｔ２では２５５個のＰＬＰまでサポートできる。送信された情報のうち、少な
くとも一部が異なるＰＬＰ間に変更されるため、プリアンブル部分で送信されるシグナリ
ング情報は、データ容量の側面でフレーム当たり大きいオーバーヘッドを示すことができ
る。特に、Ｌ１-Ｃｏｎｆｉｇ部分は、一般的にプリアンブルセクションのシグナリング
情報の高いレート(例えば、６０％以上)を減少させる。したがって、Ｌ１-Ｃｏｎｆｉｇ
によるオーバーヘッドは、非常に高い。
【０００５】
　ＤＶＢ-Ｔ２のようなマルチメディアコンテンツの提供をサポートするデジタルビデオ
放送システムは、一般的に次のようなリソースを有する。すなわち、各々所定の帯域幅Ｂ
を有する無線周波数(ＲＦ)の個数Ｎ(ここで、Ｎ-１)及び各々にＲＦ周波数で信号が与え
られた時区間Ｄを占める。
【０００６】
　図１は、従来技術によるデータの転送ストリームの提供のための一般的なフレーム構造
を示す。
【０００７】
　特に、図１は、データの転送ストリームの提供のための一般的なフレーム構成１００を
示す。データサービス１０２，１０４は、ターゲットＤＶＢシステムを通じる伝達のため
に、一般的に転送ストリーム、例えばデータパケットのストリーム１０６で配列される。
ＤＶＢ-ＮＧＨのようなマルチメディアデータ構造を設計する一つの目的は、デジタルビ
デオ放送システムの物理リソース内で転送ストリームの伝達を効率的に、柔軟に構造化す
ることにある。
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【０００８】
　各送信されるフレーム(及び連続して受信されるフレーム)１１８は、一般的にプリアン
ブルセクション１１２とデータセクション１１４を含み、プリアンブルセクション１１２
及びデータセクション１１４は、時間-多重化される。送信される受信フレーム１１８は
、簡単な例として、２個の無線周波数、すなわちＲＦ１　１０８，ＲＦ２　１１０で送信
される。データセクション１１４は、物理階層パイプ(ＰＬＰ)と称される複数のデータス
トリームの形態で配列されるデータを伝達できる。物理階層パイプは、例えば、ユーザー
に提供されるビデオチャンネルのようなサービスを伝達できる。受信されたフレームから
復号化されるデータの受信は、フレームのプリアンブルセクション１１２で一般的に伝達
されるシグナリングフィールド/データ/ビットの使用により支援できる。シグナリングは
、たびたび物理階層シグナリング、又はＬ１シグナリングと称される。シグナリングは、
データを復号化するために使用される変調又は符号化方式を示し、例えば、復号化される
データフィールドのセクション、又はデータセクション内のデータストリームの位置を示
す。
【０００９】
　デジタルビデオブロードキャスティングフレーム構造は、ＤＶＢ物理フレーム構造内で
物理的スロットを提供でき、物理スロットは、例えば未来拡張フレーム(Future　Extensi
on　Frame：ＦＥＦ)スロット１１６と称される、将来的な使用のために標準で予約され、
ＦＥＦスロット１１６は、所定のＤＶＢ-Ｔ２信号で時間多重化される。例えば、ＦＥＦ
スロット１１６は、一般的な固定デジタルビデオブロードキャスティング受信器による受
信を意図する信号の送信だけでなく、移動デジタルビデオブロードキャスティング受信器
による受信を意図する信号の送信のために提供することができる。
【００１０】
　ＤＶＢシステムは、特に、ＮＧＨ受信器のような携帯用デバイスによる受信を特に意図
する信号の送信のために提供することができる。上記信号は、例えば、下位帯域幅になり
、固定受信器による受信を意図する信号より強固な(robust)変調及び符号化を有すること
ができる。
【００１１】
　最近では、携帯用受信器による受信を意図するＤＶＢ-ＮＧＨ信号の送信に対して、Ｆ
ＥＦスロットのようなＤＶＢ-Ｔ２で追加物理スロットを使用する提案が提示されている
。通常、携帯用受信器による受信を意図する信号の送信のためのフレームは、フレームに
対するシグナリング情報を含む固定の受信器を意図する信号の送信に対するフレームのシ
ーケンスの追加物理スロット内で送信され、フレームは、一般的に各ＦＥＦスロット１１
６でプリアンブルとして送信される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、上記のような方式は、短い物理スロット区間と比較的高いシグナリング
オーバーヘッドにより制限される容量を受けるようになる。さらに、上記のような方式は
、使用に有用な比較的少数のＰＬＰの結果として獲得できる制限された容量により、獲得
可能な統計的多重化利得(statistical　multiplexing　gain)の側面で制限されるはずで
ある。
【００１３】
　したがって、従来技術で一つ以上の短所を処理できるＤＶＢでデータストリームの送信
及び受信に関連した信号プロセッサ、通信ユニット、無線システム及び方法に対する必要
性が存在する。
【００１４】
　上記した情報は、本発明の記載の理解を助けるために、背景知識として開示される。本
発明に関連した従来技術として適用されるか否かについては、任意の決定及び任意の主張
がなされる。
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【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記のような目的を達成するために、本発明の一態様によれば、通信システムにおける
少なくとも一つの論理チャンネルを無線周波数チャンネルにマッピングする方法が提供さ
れる。その方法は、複数の論理チャンネルタイプから論理チャンネルタイプを決定するス
テップと、決定された論理チャンネルタイプに基づき、決定された論理チャンネルタイプ
の少なくとも一つの論理フレームを少なくとも一つの無線周波数(ＲＦ)チャンネルで少な
くとも一つの物理フレームにマッピングするステップとを有する。
【００１６】
　本発明の他の態様によれば、送信器及び信号プロセッサを含む無線通信ユニットが提供
される。その信号プロセッサは、複数の論理チャンネルタイプから論理チャンネルタイプ
を決定し、決定された論理チャンネルタイプに基づいて決定された論理チャンネルタイプ
の少なくとも一つの論理フレームを少なくとも一つの無線周波数(ＲＦ)チャンネルで少な
くとも一つの物理フレームにマッピングするように配列される。
【００１７】
　また、本発明の他の態様によれば、信号プロセッサと信号プロセッサを含む集積回路が
提供される。その信号プロセッサは、複数の論理チャンネルタイプから論理チャンネルタ
イプを決定し、決定した論理チャンネルタイプに基づいて決定された論理チャンネルタイ
プの少なくとも一つの論理フレームを少なくとも一つの無線周波数(ＲＦ)チャンネルで少
なくとも一つの物理フレームにマッピングするように配列される。
【００１８】
　本発明による実施形態の上記及び他の態様、特徴、及び利点は、添付の図面と共に述べ
る以下の詳細な説明から、一層明らかになるはずである。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】従来技術により、データの転送ストリームの提供のための一般的なフレーム構造
を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態により使用されるデータフレームを示す概略図である。
【図３Ａ】本発明の一実施形態によるフレーム構造を示す概略図である。
【図３Ｂ】本発明の一実施形態によるフレームのＬ１-Ｃｏｎｆｉｇシグナリング部分で
伝達されるデータの一例を示す表である。
【図４】本発明の第１の実施形態による異なるタイプで構成データアイテムを配列するプ
ロセスを示すフローチャートである。
【図５Ａ】本発明の第１の実施形態による送信装置により遂行されるプロセスを示すフロ
ーチャートである。
【図５Ｂ】本発明の第１の実施形態による受信器装置により遂行されるプロセスを示すフ
ローチャートである。
【図６Ａ】本発明の第２の実施形態によるフレームのシーケンスでデータ構成アイテムの
第１の実施形態による配列を示す概略図である。
【図６Ｂ】本発明の第１の実施形態によるフレームのシーケンスでデータ構成アイテムの
第２の実施形態による配列を示す概略図である。
【図７】本発明の第２の実施形態による異なるタイプで構成データアイテムを配列するプ
ロセスを示すフローチャートである。
【図８Ａ】本発明の第２の実施形態による送信装置により遂行されるプロセスを示すフロ
ーチャートである。
【図８Ｂ】本発明の第２の実施形態による受信器装置により遂行されるプロセスを示すフ
ローチャートである。
【図９】本発明の実施形態によるフレームのシーケンスでデータ構成アイテムの第３の実
施形態による配列を示す概略図である。
【図１０】本発明の実施形態による復号化されるフレーム構造で伝達されるデータを示す
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概略図である。
【図１１】本発明の実施形態により使用されるシステムを示す概略図である。
【図１２】本発明の一実施形態によるフレームのＬ１-Ｃｏｎｆｉｇシグナリング部分で
伝達されるデータの第２の実施形態を示す表である。
【図１３Ａ】本発明の一実施形態によるフレームのＬ１-Ｃｏｎｆｉｇシグナリング部分
で伝達されるデータの一例を示す表である。
【図１３Ｂ】本発明の一実施形態によるフレームのＬ１-Ｃｏｎｆｉｇシグナリング部分
で伝達されるデータの一例を示す表である。
【図１４Ａ】本発明の一実施形態によるフレームのシーケンスでデータ構成アイテムの実
施形態による配列を示す概略図である。
【図１４Ｂ】本発明の一実施形態によるフレームのシーケンスでデータ構成アイテムの実
施形態による配列を示す概略図である。
【図１５】本発明の一部実施形態により適用されるＤＶＢシステムの一部エレメントの概
要を示す図である。
【図１６】本発明の一部実施形態により適用されるＤＶＢの一部エレメントの概要を示す
図である。
【図１７】本発明の一部実施形態による論理フレーム構造の一例を示す図である。
【図１８】本発明の一部実施形態による論理フレーム構造でＰＬＰをマッピングするメカ
ニズムの一例を示す図である。
【図１９】本発明の一部実施形態により、識別されるフレームタイプを有する論理フレー
ム構造でＰＬＰをマッピングするメカニズムの一例を示す図である。
【図２０】本発明の一部実施形態による論理フレーム構造で入力ストリーム同期フィール
ドを含むメカニズムの一例を示す図である。
【図２１】本発明の一部実施形態による論理スーパーフレーム構造の一例を示す図である
。
【図２２】本発明の一部実施形態による論理フレームのシーケンスを含む論理チャンネル
構造の一例を示す図でる。
【図２３】本発明の一部実施形態による論理フレームのシーケンスを含む論理チャンネル
タイプＡ構造の一例を示す図である。
【図２４】本発明の一部実施形態による論理フレームのシーケンスを含む論理チャンネル
タイプＢ構造の一例を示す図である。
【図２５】本発明の一部実施形態による論理フレームのシーケンスを含む論理チャンネル
タイプＣ構造の一例を示す図である。
【図２６】本発明の一部実施形態による論理フレームのシーケンスを含む論理チャンネル
タイプＤ構造の一例を示す図である。
【図２７Ａ】本発明の一部実施形態による論理チャンネル構造でＬ１_Ｐｒｅシグナリン
グフィールドの表の一例を示す図である。
【図２７Ｂ】本発明の一部実施形態による論理チャンネル構造でＬ１_Ｐｒｅシグナリン
グフィールドの表の一例を示す図である。
【図２８】本発明の一部実施形態による論理チャンネルタイプに対するＬ１_Ｐｒｅシグ
ナリングフィールドの表の一例を示す図である。
【図２９】本発明の一部実施形態による論理チャンネルを受信する受信器の初期スキャニ
ング動作のフローチャートの一例を示す図である。
【図３０】本発明の一部実施形態による論理チャンネルを受信する受信器のノーマル連続
受信動作のフローチャートの一例を示す図である。
【図３１】本発明の一部実施形態による伝達システムでデータサービスの伝送のためのス
テージの一般的概要を示す図である。
【図３２】本発明の実施形態による信号プロセッシング機能性を実現するために採用され
る一般的なコンピュータシステムを示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２０】
　以下、本発明の望ましい実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。
【００２１】
　添付の図面を参照した下記の説明は、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものの範
囲内で定められるような本発明の実施形態の包括的な理解を助けるために提供するもので
あり、この理解を助けるための様々な特定の詳細を含むが、唯一つの実施形態に過ぎない
。従って、本発明の範囲及び趣旨を逸脱することなく、ここに説明する実施形態の様々な
変更及び修正が可能であるということは、当該技術分野における通常の知識を有する者に
は明らかである。また、当業者に良く知られている機能や構成に関する具体的な説明は、
明瞭性と簡潔性のために省略する。
【００２２】
　次の説明及び請求項に使用する用語及び単語は、辞典的意味に限定されるものではなく
、発明者により本発明の理解を明確且つ一貫性があるようにするために使用する。従って
、特許請求の範囲とこれと均等なものに基づいて定義されるものであり、本発明の実施形
態の説明が単に実例を提供するためのものであって、本発明の目的を限定するものでない
ことは、本発明の技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。
【００２３】
　本願明細書に記載の各要素は、文脈中に特に明示しない限り、複数形を含むことは、当
業者には理解できるものである。したがって、例えば、コンポーネント表面（a　compone
nt　surface）”との記載は、１つ又は複数の表面を含む。
【００２４】
　本発明の実施形態は、例えば２世代地上波(2nd　generation　terrestrial：ＤＶＢ-Ｔ
２)システムに基づいたデジタルビデオブロードキャスティング次世代携帯用(Digital　V
ideo　Broadcasting-Next　Generation　Handheld：ＤＶＢ-ＮＧＨ)標準のコンテキスト
で説明される。
【００２５】
　しかしながら、これは、単なる例であり、他の実施形態が他の無線ブロードキャストシ
ステムに関連され、実施形態は、デジタルビデオ信号の送信の使用に限定されないことを
理解することができる。
【００２６】
　本発明の一部実施形態では、データは、直交周波数分割多重化(Orthogonal　Frequency
-Division Multiplexing：ＯＦＤＭ)を使用して送信される。下記のような実施形態では
、物理階層パイプ(ＰＬＰ)でデータの送信に関連するが、本発明は、このような配列のみ
に限定されることなく、他のタイプのデータストリームが使用され得る。
【００２７】
　図２は、本発明の実施形態によるデータの送信に使用されるフレーム２００の一例を示
す。フレーム２００は、プリアンブルセクション２０２とデータセクション２０４を含み
、プリアンブルセクション２０２は、シグナリング部分(signaling　portion)、“Ｐ１”
２０６、“Ｌ１_ｐｒｅ”２０８、“Ｌ１-Ｃｏｎｆｉｇ”２１０、“Ｌ１-Ｄｙｎ”２１
２、“Ｌ１-Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ”２１４、及びＣＲＣ(Cyclic　Redund
ancy　Check)２１６、及び“Ｌ１　Ｐａｄｄｉｎｇ”２１８を含む。データセクションは
、ＰＬＰで送信されるデータのようなペイロードデータを伝達し、図１に示されていない
が、データセクション２０４は、一般的に他のタイプのペイロードデータを送信する複数
の部分を含む。
【００２８】
　一般に、Ｐ１シグナリング部分２０６は、プリアンブルを識別するデータを含む。Ｌ１
_Ｐｒｅシグナリング部分２０８は、一般的にプリアンブルの残り部分を受信するために
必要となる変調及び符号化方式に少なくとも関連するシグナリング情報を含む。
【００２９】
　上記したように、Ｌ１-Ｃｏｎｆｉｇシグナリング部分２１０は、所定のスーパーフレ
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ームの各フレーム２００に対して有効な情報を伝達し、一般的にスーパーフレームの各フ
レームに対して同一であり、Ｌ１-Ｃｏｎｆｉｇシグナリング部分２１０により伝達され
る情報は、スーパーフレーム内で伝達される複数のＰＬＰを表すデータアイテム、あるい
は関連したＰＬＰにより使用される変調タイプのような構成データを含む。さらに、Ｌ１
-Ｃｏｎｆｉｇシグナリング部分２１０で伝達される構成データアイテムの例は、下記の
ように説明される。ここで、使用される用語“構成データアイテム”は、例えば所定のＰ
ＬＰに関連して与えられたフレームのシグナリング部分に含まれるすべての構成データを
称し、あるいは例えば、このデータの一部分を称することができる。
【００３０】
　上記したように、Ｌ１-Ｄｙｎシグナリング部分２１２は、フレームごとに変更される
情報を伝達し、フレーム２００内のＰＬＰを復号化することに関連する。例えば、Ｌ１-
Ｄｙｎシグナリング部分２１２は、スーパーフレーム内のフレーム２００のインデックス
及び/又は一例としてＰＬＰの開示アドレスを含むことができる。
【００３１】
　Ｌ１-Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎシグナリング部分２１４は、他の部分に含
まれていない追加的なシグナリング情報の包含に対して許与する。ＣＲＣ部分２１６は、
受信器で送信エラーの検出のためのＣＲＣコードを含む。Ｌ１　Ｐａｄｄｉｎｇ部分２１
８は、可変長フィールドであり、ＣＲＣフィールドの次に挿入されてＬ１-ｐｏｓｔシグ
ナリングの複数のＬＤＰＣ(Low　Density　Parity　Check)ブロック(すなわち、Ｐｒｅシ
グナリング部分２０８の次の部分)は、Ｌ１-ｐｏｓｔシグナリングが複数のブロックにセ
グメントされ、これらブロックが別途に符号化される場合に同一の情報サイズを有するこ
とを保証する。
【００３２】
　プリアンブル２０２の異なるシグナリング部分は、送信のために符号化され、あるいは
別途に符号化され得る。例えば、Ｌ１-Ｃｏｎｆｉｇシグナリング部分２１０は、Ｌ１-Ｄ
ｙｎ部分２１２と共に符号化され、あるいは別途に符号化され得る。
【００３３】
　上記したように、データセクション２０４は、ＰＬＰで配列されたデータを伝達する。
しかしながら、各ＰＬＰは、フレーム２００ごとに必ずしもマッピングされる必要はない
ことがわかる。
【００３４】
　本発明の実施形態において、異なる反復長は、異なるタイプの構成データアイテムに対
して設定され、それによって異なるタイプの構成アイテムが複数のフレームを含むフレー
ム構造内で異なる長さに従って反復される。
【００３５】
　図３Ａは、本発明の一実施形態による異なる構成データアイテムＰｎｍがフレーム構造
３００の各フレームで送信されるｎ個のフレームを含むフレーム構造３００の一例を示す
。図３Ａは、各フレームのＬ１-Ｃｏｎｆｉｇシグナリング部分２１０のデータを示す。
フレームの他の部分は、便宜上省略する。
【００３６】
　Ｌ１-Ｃｏｎｆｉｇシグナリング部分２１０に含まれているデータは、定数データ(cons
tant　data)３０２と構成データ３０４を含む。定数データ３０２は、任意の特定ＰＬＰ
に対して独立的な構成情報を含む。一般的に、定数データ３０２は、時間周波数スライス
(Time　Frequency　Slicing：ＴＦＳ)アイテム、未来拡張フレーム(Future　Extension　
Frame：ＦＥＦ)シグナリング情報アイテム、及び/又は各フレームで送信されることが要
求される補助ストリーム(auxiliary　stream)情報アイテムを含む。
【００３７】
　構成データ３０４は、各々１個以上のＰＬＰに関連した構成データアイテムを含み、そ
の構成データアイテムに関連する１個以上のＰＬＰを受信するのに使用するために存在す
る。構成データアイテムは、異なるタイプの構成データアイテムの各々のために設定され
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る異なる反復長を有する、異なるタイプ３０４ａ，…，３０４Ｎに分割される。ここで、
使用される表示において、Ｐｎｍは、反復長ｎを有する構成データアイテムを表し、それ
によって構成データアイテムはｎフレームごとに反復され、まずフレームｍで送信される
。図３Ａに示されていないが、フレームは、またダミーＰＬＰに関連するダミーデータの
ような追加データを含むことができる。このデータには、反復長が割り当てられることが
でき、それについては以下に具体的に説明する。
【００３８】
　したがって、図３Ａの実施形態において、構成データアイテムＰ11は、フレームごとに
反復され、構成データアイテムＰ21はフレーム１，３，５,…で反復され、構成データア
イテムＰ22はフレーム２，４，６，…で反復される。図示した実施形態において、最低反
復長の集合は、ｎフレームごとに反復される構成データアイテムＰNmに対するものである
。したがって、反復長ｎは、反復長ｎを有する一つのタイプの構成データアイテムが反復
される前にフレーム構造で連続して後続するフレーム(ｎ-１)を定義する。
【００３９】
　したがって、各構成データアイテムは、フレーム構造３００で少なくとも１回含まれる
。しかしながら、全構成データアイテムがフレーム構造３００の各フレームで反復されな
いため、各フレームで送信されるように要求されるデータがほとんどなく、すべての構成
データアイテムがフレームごとに送信される従来技術の方法に比べてシグナリングオーバ
ーヘッドの側面で節約することができる。
【００４０】
　さらに、異なる反復長が異なるタイプの構成データアイテムに対して設定されるため、
受信器で、例えば初期化又はチャンネル変更のイベントで発生する復号化での遅延(“ザ
ッピング(zapping)”遅延)は、例えば、所定の構成データアイテムにＰＬＰのサービス要
求事項に従って制御できる(ｎフレームごとに反復される構成データアイテムを受信する
場合の平均遅延は、各フレーム長のｎ/２倍となる)。したがって、長い遅延が望ましくな
いＰＬＰに関連した構成データアイテムは、遅延が許容されるＰＬＰに関連する構成デー
タアイテムより低い反復長が割り当てられる。
【００４１】
　一部の場合に、同一のサービスの異なる部分に関連したデータを伝達する異なるＰＬＰ
に対して異なる反復長を設定することが望ましく、それによって、例えばサービスの基本
バージョンは、実際に使用可能になるサービスの向上したバージョンを有し、最小期待遅
延が提供され得る。サービスの基本バージョンは、例えば同一のサービスの多重入力多重
出力(Multiple-Input　and　Multiple-Output：ＭＩＭＯ)構成を使用する向上したバージ
ョンを有する単一入力単一出力(Single-Input　and　Single-Output：ＳＩＳＯ)構成を使
用することができる。スケーラブルビデオ符号化(Scalable　Video　Coding：ＳＶＣ)方
式を使用する送信の場合において、上記方式の基本階層を受信するための構成データアイ
テムは、上記方式の向上した階層を受信するための構成データアイテムより高い反復長で
送信され、それによって受信器は、初期にベースストリームを復号化し、ユーザーに送信
を表示でき、向上した階層に関連する構成データアイテムを待機する必要なしに、直ちに
ベース階層に対する構成データアイテムが受信されたことを表示することができる。
【００４２】
　図３Ａに示すフレーム構造３００は、Ｎ個のフレーム(送信に対して最も長い反復長と
同一の個数)のみを含むが、本発明の実施形態により、送信されるデータによってフレー
ム構造の長さが制限されないことを理解することができる。例えば、一部の実施形態では
、フレーム構造の長さがすべてのフレーム反復長の最小公倍数と同一であることもある。
フレーム構造のフレームは、スーパーフレームで配列され得る。送信に対して設定される
最大反復長又は最大サイクル長は、スーパーフレームの長さがＮと同一であり、あるいは
Ｎの倍数と同一であるように選択することができる。
【００４３】
　図３Ｂは、本発明の一実施形態により、フレームのＬ１-Ｃｏｎｆｉｇシグナリング部
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分２１０の望ましい該当データサイズを有する定数データ３０２と構成データ３０４の一
例を示す表である。特に、定数データ３０２は、各フレームに含まれている構成データ３
０４に対するＰＬＰの個数を表すデータアイテム“Ｎｕｍ_ＰＬＰ_ｃｏｎｆｉｇ”３０２
ａを含む。構成データ３０４は、多様な構成データアイテムを含む。“構成データアイテ
ム”は、構成データ内の単一フィールドに含まれているデータ又は関連フィールドの集合
に含まれているデータに関連することに留意しなければならない。この実施形態で、ＰＬ
Ｐの識別子は、構成データアイテム“ＰＬＰ_ＩＤ”３０６で識別される。一実施形態に
よる新たなフィールドで、構成データアイテム“Ｌ１Ｃｏｎｆｉｇ_Ｒｅｐｅｔｉｔｉｏ
ｎ_Ｌｅｎｇｔｈ”３０８は、識別されたＰＬＰに関連する構成データアイテムの反復長
を表す。ここで、新たなフィールドとして示されるが、一部実施形態では、“Ｌ１Ｃｏｎ
ｆｉｇ_Ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ_Ｌｅｎｇｔｈ”３０８は、“Ｒｓｅｒｖｅｄ_１”フィー
ルドのような拡張フィールドに含まれる。
【００４４】
　本発明の一部実施形態では、構成データアイテムは、その反復長に基づいて送信に対し
て整列され、それによって低い反復長を有する構成データアイテムは、より高い反復長を
有する構成データアイテム前に送信される。同一の反復長を有する構成データアイテムは
、また構成データアイテムが関連するＰＬＰのＰＬＰ_ＩＤ３０６の順に送信されるよう
に整列でき、例えば、構成データアイテムは、昇順に整列することができる。予想可能な
方式を使用して構成データアイテムを整列することによって、受信器は、連続して関連フ
レームで送信される構成データアイテムに関連したＰＬＰを予測でき、それに関しては以
下により詳細に説明する。
【００４５】
　＜第１の実施形態による送信方法＞
【００４６】
　図４は、本発明の一実施形態による異なるタイプの構成データアイテムを配列する第１
の実施形態による方向を示すフローチャートである。ステップＳ４００で、所定の反復長
ｎに対して、所望の反復長ｎを有するＱｎ個の割り当てられないＰＬＰの集合(ここで、
Ｓｎと称する)が決定される。上記のように、所望の反復長は、、ＰＬＰの各々に関して
、ネットワークオペレータにより設定されるサービス要求事項の識別に基づいて決定する
ことができる。
【００４７】
　ステップＳ４０２で、Ｑｎがｎと同一であるか、あるいはｎの倍数と同一であるかが決
定される(すなわち、ｎが４である場合、ＱＮが４，８，１２，…であるか、あるいは４
の倍数でない数字であるかを判定する)。Ｑｎがｎ、あるいはその倍数と同一でないと判
定される場合、ｎ＋１の所望の反復長を有するＰＬＰに関する構成データは、集合Ｓｎに
追加され、それによってＱｎの値はステップＳ４０４で１だけ増加する。このステップは
、ｎ＋１の反復長を要求するＰＬＰに対するサービスが低下を体験しないという観察に基
づいて遂行され、ｎに反復長を減少させることによって改善される。ステップＳ４０４以
後に、プロセスは、ステップＳ４０２に戻り、ステップＳ４０２及びＳ４０４は、Ｑｎの
値がｎ又はｎの倍数と同一に決定されるまで反復される。
【００４８】
　ステップＳ４０２で、Ｑｎがｎ又はｎの倍数と同一であると判定される場合、反復長ｎ
で該当する構成データアイテムが送信されるＰＬＰの個数Ｐｎは、ステップＳ４０６でＱ

ｎに設定される。すなわち、Ｓｎに含まれている構成データアイテムは、Ｑｎがｎ又はｎ
の倍数と同一である条件を満たすために図２を参照して上記したデータタイプ２０４ａ，
２０４ｂ，２０４ｃ，及び２０４Ｎの各々に該当するＳ１，Ｓ２，Ｓ３，及びＳＮを有す
る反復長ｎを有するタイプであるカテゴリーとなる。
【００４９】
　その後、プロセスは、Ｓｎに含まれる構成データアイテムが図２を参照して上記したデ
ータアイテムＰｎｍに該当するｎ個のグループＰｎ１，…，Ｐｎｎにさらにカテゴリー化
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に関係なしに同一の個数のＰＬＰに関連した構成データアイテムを含むように選択される
。
【００５０】
　ステップＳ４１０では、図４のプロセスで該当する構成データアイテムが割り当てられ
ない(すなわち、いかなる反復長も設定されない)ＰＬＰが存在するか否かを判定する。ま
だ割り当てられない構成データアイテムが存在しないと決定される場合、ステップＳ４１
２で、ｎの値は増加し、プロセスはステップＳ４００に戻り、増加したｎの値を用いて反
復される。また、割り当てられる構成データアイテムが存在しない場合、このプロセスは
、以前ステップで割り当てられたフレームによるデータの送信が開始されるステップＳ４
１４に進行する。
【００５１】
　最小値と最大値との間のｎの値に対してこのプロセスを増加させて反復することによっ
て、すべてのＰＬＰに対して構成データアイテムは、サービス品質が上記したような所望
レベルに維持されることを保証する、ＰＬＰに関連したサービス要求事項に基づいて決定
される所望の反復長以下の値に設定される反復長を有する異なるタイプにカテゴリー化さ
れる。同時に、所望する長さ未満の反復長を有するＰＬＰの個数は最小に維持されるため
、各フレームですべての構成データアイテムを反復しないことによって達成されるシグナ
リングオーバーヘッドでの節約は最大化することができる。
【００５２】
　上記プロセスで、ステップＳ４０４で、ｎ＋１の所望反復長を有するＰＬＰが存在する
と仮定することに留意すべきである。上記のようなＰＬＰが存在しない場合、ｎ＋１以上
の所望する反復を有するＰＬＰに対する構成データアイテムを使用することができる。す
べてのＰＬＰに対する構成データが既に割り当てられている場合(すなわち、ｎが送信さ
れるＰＬＰに対する最大値である場合)、ダミーＰＬＰに関連したダミー構成データアイ
テムの代わりに使用する。追加的に又は代替的に、一つ以上の既に割り当てられたＰＬＰ
に関連した構成データは、反復されてＱｎがｎと同一であり、あるいはｎの倍数と同一で
あることを保証する。
【００５３】
　ステップＳ４０６で、構成データアイテムの各タイプを所定のタイプの各グループは、
同一の個数のＰＬＰに関連するようにｎ個のグループに分割することにより、フレーム構
造でフレームの各々が定数個のデータアイテムを有することが、すなわち各フレームに対
するシグナリング容量が定数を維持させることを保証できる。これは、スケジューリング
を簡略化するという利点を有する。
【００５４】
　＜表１＞は、図４を参照して示す方式と類似した方式で構成データアイテムを配列する
アルゴリズムに対する疑似コード(pseudo-code)の一例を示す。
【００５５】
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【表１】

【００５６】
　図５Ａは、第１の実施形態の送信方法によりデータを送信する場合、送信装置により遂
行されるプロセスの一例を示す。
【００５７】
　ステップＳ５００で、行(raw)Ｌ１　ｃｏｎｆｉｇシグナリングデータの形態となり得
る構成データアイテムが生成される。ステップＳ５０２で、送信装置は、分割処理(parti
tioning)が可能であるか否か、すなわち第１の実施形態の送信方法による送信方法が使用
されるか否かを判定する。送信方法が使用されないと判定される場合、プロセスは、構成
データアイテムが既存の方法別に、フレームごとに送信に対してスケジューリングされる
ステップＳ５０４に進行する。その後、構成データアイテムは、ステップＳ５０６で、送
信装置のフレーム生成器によりフレーム構造(サイクル)のフレームにより生成され、その
次に送信される。
【００５８】
　ステップＳ５０２で、第１の実施形態の送信方法による方法が遂行されると判定される
場合、このプロセスは、送信装置が送信される各ＰＬＰに対する反復長を決定するステッ
プＳ５０８に進行する。これは、図４を参照して上記したような方法によって遂行できる
。
【００５９】
　ステップＳ５１０で、送信装置は、送信される各ＰＬＰに対して、サイクル内で位置及
び反復パターンを決定する。例えば、反復長ｎ＝２のＰＬＰに対する構成データアイテム
が６個のフレームを含むサイクルの第１、第３、及び第５のフレームに含まれると判定さ
れる。
【００６０】
　ステップＳ５１２で、送信装置は、各ＰＬＰに対する構成データアイテムをスケジュー
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リングする。ステップＳ５１４で、送信装置は、例えば図２に示したように、サイクルを
介して構成データアイテムを配列する。その後、構成データアイテムは、ステップＳ５１
６で、送信装置のフレーム生成器によりサイクルのフレームに生成されてから送信される
。
【００６１】
　図５Ｂは、第１の実施形態の送信方法により、送信されたデータを受信する場合に受信
器装置により遂行されるプロセスの一例を示す。
【００６２】
　プロセスは、ステップＳ５２０で、受信器装置がデータを受信するスーパーフレームの
第１のサイクルの第１のフレームで受信されたＬ１構成可能なシグナリングを復号化する
ステップＳ５２０で開始される。ステップＳ５２２で、フレームの定数データ２０２が抽
出される。
【００６３】
　ステップＳ５２４で、受信器装置は、分割処理が可能であるか否か、すなわち第１の実
施形態の送信方法による送信方法が使用されるか否かを判定する。送信方法が使用されな
いと判定される場合、受信器装置は、各ＰＬＰに該当する構成データアイテムがサイクル
のフレームごとに送信されると判定する。したがって、受信器装置は、ステップＳ５２６
に進行し、一つ以上の所望するＰＬＰ、すなわち受信器装置がデータを受信することに関
するサービスに該当する一つ以上のＰＬＰを抽出する。その後、受信器装置は、抽出され
た構成データアイテムが一つ以上の所望するＰＬＰで送信されるデータを復号化するため
に使用されるステップＳ５２８に進行する。受信器装置は、構成データアイテムが基本方
法別に、毎フレームで送信されるようにスケジューリングされるステップＳ５２６に進行
する。構成データアイテムは、ステップＳ５０６で、送信装置のフレーム生成器によりサ
イクルのフレームに生成され、その次に送信される。
【００６４】
　ステップＳ５２４で分割処理が可能であると判定される場合、プロセスは、一つ以上の
ＰＬＰを現在処理されているフレームで使用可能であるか否かを判定するステップＳ５３
０に進行する。関連した構成データアイテムが使用可能でないと判定される場合、プロセ
スは、ステップＳ５３６に進行し、これについて、下記のように具体的に説明する。
【００６５】
　関連構成データアイテムが使用可能であると判定される場合、受信器装置は、一つ以上
の所望するＰＬＰに該当する構成データアイテムが抽出されるステップＳ５３２に進行す
る。その後、抽出された構成データアイテムは、ステップＳ５３４で一つ以上の所望する
ＰＬＰを復号化するために使用される。受信器装置は、スーパーフレームの第１のサイク
ルで、すべてのフレームが受信されるか否かを判定するステップＳ５３６に進行する。サ
イクルですべてのフレームが受信されないと判定される場合、受信器装置は、ステップＳ
５３８で、サイクルの次のフレームで受信されるＬ１構成可能なデータを復号化する。プ
ロセスは、上記したＳ５３０に戻る。ステップＳ５３０～Ｓ５３８は、サイクルですべて
のフレームに対して反復的に繰り返され、あるいはすべての要求される構成データアイテ
ムが抽出されるまで反復することができる。
【００６６】
　ステップＳ５３６で、スーパーフレームの第１のサイクルですべてのフレームが受信さ
れると判定される場合、受信器装置は、ステップＳ５４０で、反復パターンと所望するＰ
ＬＰに対して要求される構成データアイテムのサイクル内での位置を格納する。これは、
受信器装置が連続して構成データアイテムの同一のパターンが各サイクルで反復されると
いう事実と結合し、受信器のエラーレートを減少させる構成データアイテムを受信するサ
イクル内で位置を予想することを可能にする。ステップＳ５４２に示すように、受信器装
置は、所望する構成データアイテムが位置することが予想されるフレームから構成データ
アイテムを抽出することだけを必要とする。これは、受信器装置に対する処理ロード(pro
cessing　load)を減少させ、データを受信することが不要になるサイクルの部分で受信器
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装置がスリープモードのように電力モードに進入することにより、電力を節約することを
可能にする。
【００６７】
　＜第２の実施形態による送信方法＞
【００６８】
　上記した第１の実施形態による送信方法において、Ｑｎがｎ又はｎの整数倍と同一でな
い場合、一つ以上の構成データアイテムには所望する反復長より短い反復長が割り当てら
れる。しかしながら、一部実施形態において、すべての構成データアイテムにはＱｎがｎ
又はｎの整数倍と同一であるか否かに関係なく、所望する反復長と同一の反復長が割り当
てられる。これは、フレーム別にＰＬＰの全体個数を一定に維持させる間にフレームごと
に与えられる反復長に該当するようにＰＬＰの個数を変更させることで遂行できる。
【００６９】
　この実施形態において、上記フレームは、グループ又はサイクルで配列され、その各々
は、すべての所望する反復長の全体最小公倍数Ｌと同一の個数のフレームを含む。構成デ
ータアイテムは、各フレームのＬ１-Ｃｏｎｆｉｇ１１０部分のデータスロット(ここで、
構成データスロットと称する)に含まれる。反復長ｎを有する各構成データアイテムは、
各サイクルでＬ/ｎ回を含み、各サイクルは送信中に反復される。各構成データアイテム
がＬ/ｎ回割り当てられる場合、フレーム別に割り当てられるＰＬＰの個数は、サイクル
のフレームにわたって一定でなく、(ダミーＰＬＰに該当するダミデータアイテムのよう
な)一つ以上の追加データアイテムは、追加データスロット(ここで、追加データスロット
と称する)に追加され、それによって(ダミーＰＬＰを含む)ＰＬＰの全体個数と該当する
データスロットの個数(すなわち、構成データスロットと追加データスロットの和)は、フ
レームサイクルにわたって一定である(そして、一般的に定数倍のフレームサイクルにわ
たって一定である)。また、この構成データスロットの配列(すなわち、フレーム及びフレ
ームのサイクル内の位置)は、スーパーフレームの各サイクルで同一であり得る。第１の
実施形態による送信方法に関して上記したように、これらの特徴は、受信器のエラーレー
トを減少させ、受信器装置での処理ロードを減少させ、及び/又は受信器装置が電力の節
約を可能にする。
【００７０】
　図６Ａは、本発明の一実施形態によるフレームのサイクル６００で異なる反復長を有す
る構成データアイテムの実施形態に基づいた配列を示す。５個のＰＬＰが所望の反復長ｎ
＝１を有し、７個のＰＬＰが所望の反復長ｎ＝２を有し、１０個のＰＬＰが所望の反復長
ｎ＝３を有する一例を考慮する。図６Ａにおいて、データスロットは、タイプ(すなわち
、構成データスロット及び追加(ダミー)データスロット)で、データスロットに含まれて
いるデータに関連した反復長ｎによって示される。データスロットに含まれるデータが関
連するＰＬＰのＰＬＰインデックスも指示される。
【００７１】
　１、２、及び３の最小公倍数Ｌが６であるため、サイクル６００に６個のフレームが存
在する。図６Ａからわかるように、１２個のＰＬＰに該当する構成データアイテムは、各
フレームに含まれ、すなわち、各フレームには１２個のデータスロットが存在する。ｎ＝
１に該当するデータスロットの個数が各フレームにわたって一定に維持する間、ｎ＝２及
びｎ＝３の各々に対する該当個数は、各フレームでデータスロットの全体量を固有に維持
させる間にフレームごとに変更される。Ｌ/ｎ回の反復される各構成データアイテムの順
に１１個のＰＬＰに該当する構成データアイテムがサイクルの第６(最後)のフレームに含
まれる必要があり、追加的なＰＬＰはこのフレームに含まれ得る。
【００７２】
　その一方で、図６Ｂは、所望の反復長の同一の初期集合を用いて、上記した第１の実施
形態の送信方法によって配列される構成データアイテムを示す。この場合、いかなるダミ
ーＰＬＰも使用されない。その代わりに、ｎ＝３の所望する反復長を有するＰＬＰのうち
いずれか一つに対する構成データアイテムにｎ＝２の実際反復長が割り当てられる。
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【００７３】
　説明されたこの方法は、上記したような第１の実施形態の送信方法により提供される利
点と同一の多くの利点を提供する。特に、オーバーヘッド節約が同一である。これは、図
６Ａ及び図６Ｂの実施形態により示されており、各場合に、１２個のＰＬＰに該当する構
成データアイテムは、各フレーム(図６Ａの第６のフレームにダミーＰＬＰを包含)に含ま
れる。
【００７４】
　さらに、図４の方法とは異なり、任意の構成データアイテムに対する所望の反復長より
低い反復長を割り当てることが必須ではない。これは、サービスプロバイダのサービス要
求事項に従って受信長を設定するため、送信の送信器及び受信器でのプロセッシングを簡
略化させることができる。この方法を実現するネットワークオペレータは、サービスプロ
バイダの要求事項から導出する必要がない。また、一部実施形態において、反復長は、該
当するＰＬＰの固定した特徴を有することができ、それによって現在の方法は、このよう
な固定特性のいかなる望ましい変更も回避するようになる。
【００７５】
　この方法のすべての構成データアイテムが所望の反復長と同一の平均反復長で送信され
る間、サイクル内のフレーム間の実際区間は、一部構成データアイテムに対する個数から
変わることに留意しなければならない。例えば、図６Ａで、ｎ＝３に対するＰＬＰ＃４に
対応する構成データアイテムは、サイクルのフレーム２で送信され、その後に２個のフレ
ームの区間が所定のフレーム４でさらに送信される。以前の送信後に４個のフレームの区
間が与えられる連続的なサイクルのフレーム２で更に送信される。しかしながら、このパ
ターンによって反復される構成データアイテムは、所望する反復長を有する構成データア
イテムのクラスタ(cluster)に維持され、構成データアイテムに関連した特性“反復長”
を代替する必要がない。送信の受信器は、図６Ａに示す構成データアイテムのパターンを
予測するように配列される。
【００７６】
　また、いずれの構成データアイテムも所望の反復長より小さい反復長で送信されないた
め、追加的な空間は、“追加(extra)”データを送信するために使用されるダミーＰＬＰ
に対応する追加データアイテムに対する形態でフレームで有効である。そのため、特定値
は、追加データアイテムを識別するために、追加データアイテムを含むフレームで識別子
に割り当てられることができる。割り当てられた値を有する識別子の受信の際に、追加デ
ータアイテムが追加データを送信するために使われない“ダミー”データアイテムである
場合、受信器は、追加データアイテムを廃棄でき、あるいは追加データアイテムが追加デ
ータを送信するために使用される場合に追加データアイテムを処理する。その値が追加デ
ータアイテムを識別できるＰＬＰ識別子は、フレームがＬ１-Ｃｏｎｆｉｇ部分１１０で
構成データアイテムとして含まれることができる。一部配列で、受信器装置は、追加デー
タアイテムの存在を識別する特定値を要求せず、受信器装置は、サイクル内で位置の認知
のみを要求できる。
【００７７】
　図７を参照して、本発明の第２の実施形態による送信方法に基づき、構成データアイテ
ム及び追加データアイテムの配列を提供する方法を説明する。ここで、図７のプロセスス
テップが図６Ａのように入力パラメータで実現される方法について説明する。
【００７８】
　ステップＳ７００で、入力パラメータが受信され、すなわち、反復長ｎを有するＰＬＰ
の個数Ｐｎが受信される。図６Ａの実施形態で、Ｐ１＝５、Ｐ２＝７、及びＰ３＝１０で
ある。
【００７９】
　ステップＳ７０２で、サイクル長Ｌは、サイクルですべての反復長ｎの最小公倍数と同
一である。また、パラメータＮは、１より大きい反復長の個数と同一に設定される。図６
Ａの実施形態で、Ｎ＝２である。
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　ステップＳ７０４で、サイクル別追加データスロットの個数Ｄ(例えば、ダミーＰＬＰ
の個数)は、０の初期値に設定される。
【００８１】
　ステップＳ７０６で、値Ｄが反復される反復手順が開始される。ステップＳ７０８で、
パラメータＣｎ及びＤｎの値が、次のように設定される。
　Ｃｎ＝ｃｅｉｌｉｎｇ(Ｐｎ/ｎ)及び
　Ｄｎ＝(Ｃｎ×ｎ)-Ｐｎ
【００８２】
　ステップＳ７１０で、値Ｄは、次のように増加する。
　Ｄ＝Ｄ＋(Ｄｎ×Ｌ/ｎ)
【００８３】
　ステップＳ７０８～Ｓ７１０は、Ｄに対する全体値を獲得するために反復され、１より
大きい全体値を通じて加算される。図６Ａの実施形態は、次のような値が獲得される。
　Ｃ２＝４
　Ｃ３＝４
　Ｄ２＝１
　Ｄ３＝２
　Ｄ＝７
【００８４】
　これは、反復手順を終了する。プロセスは、サイクルのフレームごとに除去されるＥ個
の追加データスロット(ダミーＰＬＰ)及びサイクルに残っているＲ個の追加データスロッ
トが、次のように決定されるステップＳ７１２に進行する。
　Ｅ＝ｆｌｏｏｒ(Ｄ/Ｌ)及び
　Ｒ＝ｍｏｄ(Ｄ，Ｌ)
【００８５】
　図６Ａの実施形態で、次のような値が獲得される。
　Ｅ＝１及び
　Ｒ＝１
【００８６】
　ステップＳ７１４で、初期候補行列を表す行列Ａは、Ａl,n＝Ｃｎのエレメントを有す
るサイズＬ×Ｎを有するように定義される。Ａl,nの値は、候補サイクルの第１のフレー
ムの反復長ｎに割り当てられたデータスロットの個数を表す。
【００８７】
　ステップＳ７１６で、サイクルのフレームのうち追加データスロット(ダミーＰＬＰ)の
初期分散を表す行列Ｂは、エレメントＢl,nを有するサイズＬ×Ｎを有するように定義さ
れる。ここで、
　Ｂl,n＝Ｄn(ｌがｎ又はｎの整数倍と同一である場合)、及び
　Ｂl,n＝(そうでない場合)
　Ｂl,nの値は、候補サイクルの第１のフレームの反復長ｎに割り当てられた追加データ
スロットの個数を表す。
【００８８】
　図６Ａの実施形態において、以下のような行列が獲得される。
【００８９】
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【数１】

【００９０】
　すると、プロセスは、候補サイクルから減少する追加データスロットの個数を減少させ
るために進行する。上記したように、Ｅと同一の追加データスロットの個数は、候補デー
タスロットの個数は、候補サイクルの各フレームから除去される。これは、２ステップの
プロセスで遂行され、これについて具体的に説明する。
【００９１】
　ステップＳ７１８で、Ｅより大きく、あるいはＥと同一の個数の追加データアイテムを
有する候補行列の各フレームに対して、Ｅと同一の個数のフレームは、簡単に除去できる
。図６Ａの実施形態で、このステップは、次のような行列をもたらす。
【００９２】

【数２】

【００９３】
　この実施形態で、ｎの昇順に追加データスロット(すなわち、ｎ＝３の列に優先するｎ
＝２の列から除去される追加データスロット)が除去されても、一部の場合では降順、又
は任意の順序の除去も使用され得る。
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【００９４】
　上記実施形態による行列からわかるように、候補フレームサイクルのすべてのフレーム
から要求される個数Ｅの追加データスロットを直接除去することが常に可能ではない。上
記のような場合、プロセスは、Ｅ個と同一の個数の構成データスロットに対応する構成デ
ータアイテムは、追加データスロットを含む一つ以上のフレームに対してＥ個の追加デー
タスロットを除去することが不可能な各フレームから除去されるステップＳ７２０に進行
する。該当する個数の追加データアイテムは、構成データアイテムが除去されるフレーム
から除去される。
【００９５】
　図６Ａの実施形態において、これは、シーケンスの第３のフレームに移動されるシーケ
ンスの第１のフレームでｎ＝３に対応する構成データアイテムと、シーケンスの第６のフ
レームに移動されるシーケンスの第５のフレームでｎ＝４に対応する構成データアイテム
を招く。この実施形態で獲得される最後の行列は、次のようである。
【００９６】

【数３】

【００９７】
　これらの行列は、図６Ａに示す配列に該当することがわかる。この実施形態では、追加
的な(例えば、ダミー)データスロットがサイクルの最終フレームに含まれ、これは、常に
この場合ではないことに留意すべきである。入力パラメータに基づいて、追加データスロ
ットは、サイクル内の他の位置で含まれ得る。
【００９８】
　ステップＳ７２０の“スワッピング(swapping)”手順の完了後に、上記プロセスは、ス
テップＳ７２２で終了する。
【００９９】
　上記したプロセスに従って生成されたサイクルは、データの送信中にサイクルを反復す
ることによって、シグナリングデータの送信のために使用することができる。
【０１００】
　図７を参照して説明したプロセスは、一例であるだけで、上記した多様なステップの詳
細は変更できる。例えば、上記した実施形態で、パラメータＮの値は、１より大きい反復
長の個数と同一に設定される。１の反復長を有する構成データアイテムが各フレームで反
復されるため、同一の再配列が不要であり、上記したようなプロセスでｎ＝１の構成デー
タアイテムを含むことは不要である。しかしながら、一部実施形態で、Ｎの値はｎ＝１を
含む反復長の個数と同一に設定され、それによって一連のステップは代替される。
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【０１０１】
　図８Ａは、第１の実施形態の送信方法によりデータを送信する場合、送信装置により遂
行されるプロセスの一例を示す。
【０１０２】
　図８Ａを参照すると、ステップＳ８００～Ｓ８０６は、各々図５Ａに関して上記したス
テップＳ５００～Ｓ５０６に対応する。しかしながら、本実施形態では、ステップＳ５０
８に対応するステップは省略できる。これは上記したように、第２の実施形態による送信
方法で、すべての構成データアイテムが該当する所望の反復長が割り当てられるためであ
る。その代りに、プロセスは、送信装置がサイクル内の位置と送信される各ＰＬＰに対す
る反復パターンを決定するステップＳ８１０に進行する。このステップは、以上に説明し
たようなステップＳ５１０に対応する。
【０１０３】
　上記したように、第２の実施形態による送信方法において、一つ以上の追加データアイ
テムが送信されるため、ステップＳ８１１で、送信装置は、サイクルに含まれる追加デー
タアイテムに対する位置及び反復パターンを決定する。その後のプロセッシングステップ
Ｓ８１２～Ｓ８１６は、各々図５Ａに関して上記したようなステップＳ５１２～Ｓ５１６
に対応する。
【０１０４】
　図８Ｂは、第２の実施形態の送信方法により送信されたデータを受信する場合、受信器
装置により遂行されるプロセスの一例を示す。ステップＳ８２０～Ｓ８３４は、図５Ｂに
関連して説明したステップＳ５２０～Ｓ５３４に各々対応する。
【０１０５】
　しかしながら、図５Ｂの実施形態とは異なり、ステップＳ８３０で、現在処理されるフ
レームで一つ以上の所望するＰＬＰに対して構成データアイテムが存在しないと判定され
る場合、あるいはステップＳ８３４で一つ以上の所望するＰＬＰを復号化した後に、受信
器装置は、上記したような追加データアイテムを含む追加データシグナリングが現在処理
されるのに使用可能であるか否かを決定するように進行する。上記のようなデータシグナ
リングが使用可能である場合、ここに含まれている追加データアイテムは、ステップＳ８
４４で抽出及び使用される。その後、プロセスは、図５Ｂに関して説明したステップＳ５
３６に対応するステップＳ８３６に進行する。連続的なステップＳ８３８～Ｓ８４２は、
図５Ｂに関して説明したようなステップＳ５３８～Ｓ５４２に各々対応する。
【０１０６】
　ステップＳ８３５で、追加データシグナリングが使用可能でないと判定される場合、受
信器装置は、ステップＳ８４４を遂行せずに、ステップＳ８３６に直接進行する。
【０１０７】
＜第３の実施形態による送信方法＞
【０１０８】
　以上に説明したような第１及び第２の実施形態による送信方法において、整数個のＰＬ
Ｐに関連したすべての要求される構成データアイテムは、各フレームに含まれることがで
きる。これは、所定フレームのＬ１-ｃｏｎｆｉｇシグナリング部分１１０で伝達される
所定のＰＬＰに関連するデータがセルフ-復号化が可能なように保証し、これについて以
下に具体的に説明する。この方法で、所定の反復長の構成データアイテムに割り当てられ
たＬ１-シグナリング部分のサイズは、関連部分に含まれているデータスロットの個数に
より決定され、データスロットは、一例として実際のＰＬＰに対応する構成データアイテ
ム、あるいはダミーＰＬＰに対応するダミーデータにより占有される。
【０１０９】
　しかしながら、本発明の一部実施形態で、データ構成アイテムは、フレームのシーケン
ス各々に対して一定の長さに維持される所定の反復長を有する構成データアイテムに割り
当てられるフレームの各部分のビットサイズでシーケンスの複数のフレームにわたって分
割される。上記のような実施形態で、各反復長ｎに対して、反復長ｎを有する構成データ



(22) JP 6312150 B2 2018.4.18

10

20

30

40

50

アイテムのビットサイズの全体和Ｔが決定され、ｎ単位で分割される。ｎの各値に対して
、Ｔ/ｎと同一のデータの量は、シーケンスの各フレームに割り当てられる。ここで、Ｔ
はｎで分割できず、追加“ダミー”データ、例えば一つ以上のゼロが関連部分でシーケン
スの一つ以上のフレームに含まれ、それによって与えられたｎの値に割り当てられるフレ
ームの部分がフレームのシーケンスにわたって一定に維持される。
【０１１０】
　図９は、本発明の実施形態によるフレームシーケンスに配列される構成データアイテム
の一例を示す。図９では、シーケンスで３個のフレームのＬ１_ｐｒｅ部分２０８及びＬ
１-Ｃｏｎｆｉｇ２１０部分のみを示す。しかしながら、一般的にフレームは図２に関し
て上記した他の部分の一部又は全部をさらに含むことがわかる。
【０１１１】
　この実施形態において、Ｌ１-Ｃｏｎｆｉｇ部分２１０は、対応する反復長を有する構
成データアイテムを送信するためのｎ＝１部分２１０ａ、ｎ＝２部分２１０ｂ、及びｎ＝
３部分２１０ｃを含む。
【０１１２】
　この実施形態で、反復区間ｎ＝１で送信される全体ビットの個数は２００ビットと仮定
し、ｎ＝２でその個数は２８０ビットと仮定し、ｎ＝３でその個数は４００ビットと仮定
する。ｎの各値に対して構成データアイテムは、上記したように分割される。ｎ＝１に対
して、２００ビットの構成データは、シーケンスの各フレームのｎ＝１部分２１０ａで送
信される。ｎ＝２に対して、１４０ビットの構成データは、シーケンスの各フレームのｎ
＝２部分２１０ｂで送信される。ｎ＝３に対して、４００がが３で分割可能でないため、
１３４ビットの構成データは、シーケンスの第１及び第２のフレームのｎ＝３部分２１０
ｃに含まれ、１３２ビットは、上記シーケンスの第３のフレームのｎ＝３部分２１０ｃに
含まれる。ｎ＝３部分２１０ｃの長さがシーケンスにわたって一定であることを保証する
ため、２個のゼロ２１０ｄは、シーケンスの第３のフレームのｎ＝３部分の最後に追加さ
れる。
【０１１３】
　受信の際に、構成データアイテムが正確に分析され、ゼロを除去させるために、シーケ
ンスのフレームのＬ１-Ｃｏｎｆｉｇ部分の定数部分(定数データ３０２を包含)は、該当
する部分に含まれている(もしあれば)ゼロの個数のインジケータだけでなく、Ｌ１-Ｃｏ
ｎｆｉｇ部分２１０の上記した部分２１０ａ，２１０ｂ，２１０ｃの各ビットサイズのイ
ンジケータを含むことができる。Ｌ１_Ｐｒｅ部分２０８は、例えば、シーケンスの一つ
以上のフレームの定数部分のビットサイズのインジケータを含むことができる。
【０１１４】
　上記した実施形態において、ｎ＝３のデータに対して要求されるゼロ２１０ｄは、シー
ケンスの第３のフレームのｎ＝３部分２１０ｃの最後に含まれる。しかしながら、一部の
実施形態で、ゼロ(あるいは他のダミーデータ)は、シーケンスの他の所定の位置に含まれ
ることができる。受信器が構成データアイテムを処理する前に指示されるゼロの個数を簡
単に廃棄できるため、シーケンスで予め定義されている位置にダミーデータを含むことに
よって、送信されたデータの受信時に処理を簡略化する。
【０１１５】
　第３の実施形態による送信方法は、第１及び第２の実施形態の送信方法より送信オーバ
ーヘッドで一層多くの節約を可能にする。これは、本発明の方法で、(時々、第１の実施
形態による送信方法の場合のように)所望の反復長より長い反復長を割り当てることが不
要であり、あるいは(時々、第２の実施形態による送信方法の場合のように)ダミーＰＬＰ
に対応する追加データアイテムを追加することが不要であるためである。
【０１１６】
　上記したプロセスは、プロセスを遂行するために配列される送信装置により遂行される
ことがわかる。送信装置は、フレーム構造に符号化されるデータストリーム、例えば、異
なるデジタルビデオブロードキャストチャンネルのようなデータストリームを受信する入
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力通信インターフェースと、上記したような所望の反復長のようなデータを格納できるデ
ータ格納デバイスと一緒にステップを処理するプロセッサ又はプロセッサの集合を含むこ
とができる。また、送信装置は、一般的に無線でデータを送信する出力通信インターフェ
ースを含むことができる。
【０１１７】
　同様に、送信装置により送信されるデータは、一般的に一つ以上の受信器装置により受
信され、この受信器装置の各々は、データを無線で受信する入力通信インターフェースと
、データ格納手段と共に受信される信号を処理するプロセッサ、あるいはプロセッサの集
合と、ビデオディスプレイ、オーディオ送信器、及び/又は一つ以上の選択される、復号
化されたデータストリームを出力する出力通信インターフェースを含む。
【０１１８】
　上記したように、フレーム構造で送信されるデータを受信する場合、受信器装置は、例
えば、受信器装置でチャンネルの変化に応答して受信される異なるＰＬＰを選択し、異な
るＰＬＰはこ異なる反復長に対応する。受信器装置は、選択された各ＰＬＰに対応する構
成データアイテムを受信し、受信した該当構成データアイテムを用いて対応するＰＬＰを
受信する。
【０１１９】
　以上に説明した第２の実施形態による送信方法の場合のように、ダミーＰＬＰに対応す
る追加データがフレーム構造の一つ以上のフレームに含まれている場合に、一つ以上の受
信フレームは、上記したように、ダミーＰＬＰ識別子を含むことができる。この場合、受
信器装置は、ＰＬＰ識別子を分析し、ＰＬＰ識別子に関連した追加データを識別し、追加
データを処理する。一部の場合に、これは、追加データを簡略に廃棄することを含むこと
ができる。他の場合に、上記したように、追加データは、追加(extra)データが伝達され
ることを表す識別子値の受信時に、受信器装置が受信及び処理するように構成される追加
データを含むことができる。
【０１２０】
　上記したように、第３の実施形態による送信方法の場合に、Ｌ１-Ｃｏｎｆｉｇ部分２
１０は、異なる反復長に関連した異なる部分２１０ａ，２１０ｂ，２１０ｃに分割するこ
とができる。フレーム構造の少なくとも一つのフレームは、受信器装置が受信するように
配列されるこれら長さの一つ以上のインジケータを含むことができる。同一の受信時に、
受信器装置は、対応するインジケータから部分２１０ａ，２１０ｂ，２１０ｃのそれぞれ
の長さを識別し、それによって異なる部分でデータを処理することができる。
【０１２１】
　さらに、上記のように、フレーム構造の一つ以上のフレームは、ゼロのシーケンスのよ
うなダミー値を、例えば、一つ以上のフレームのＬ１-Ｃｏｎｆｉｇ部分２１０で含むこ
とができる。この場合、フレーム構造の一つ以上のフレームは、ゼロの個数のインジケー
タを含むことができ、それによって受信器装置によりゼロは廃棄することができる。
【０１２２】
　上記したように、第１及び第２の実施形態による送信方法では、有利に、与えられるフ
レームのＬ１-ｃｏｎｆｉｇシグナリング部分２１０で伝達される所定のＰＬＰに関連し
たデータは、セルフ復号化が可能であり、すなわち復号化の開始のためのすべての必要な
データを含み、それによって所定のＰＬＰに関する復号化は、対応する構成データアイテ
ムが受信されるとすぐに、開始可能である。また、所定の構成データアイテムの第１のイ
ンスタンスが一度受信及び復号化され、構成データアイテムが予測可能な方式で上記した
ような反復長及び/又はＰＬＰ識別子に基づいて順次に存在するため、同一の構成データ
アイテムの連続したインスタンスを復号化することは不要である。
【０１２３】
　図１０に示すように、各構成データアイテムがそのインスタンスが受信される第１の時
間を正確に復号化することが仮定される場合、すべての構成データアイテムは、Ｎ＋１個
のフレーム後に復号化される。ここで、Ｎは、送信に対して設定される最長の反復長であ
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る。
【０１２４】
　受信器装置のプロセッシングリソースでの負担(burden)と、構成データアイテムのイン
スタンスが受信されて復号化される最初の時間を減少させるため、構成データアイテムの
インスタンスは連続するフレームで該当するＰＬＰを識別して受信するために使用される
格納されたインスタンスを使用する受信器装置のデータ格納手段に格納することができる
。スーパーフレーム内の同一の構成データアイテムの連続的及び反復的なインスタンスは
、その後に受信器によりフラグされ、デコーダにより無視されて復号化されないことがあ
る。この実施形態において、格納されたインスタンスは、構成データアイテムの反復され
るインスタンスを含むフレームの次のスーパーフレーム内の連続するフレームで該当ＰＬ
Ｐを識別して受信するために使用される。
【０１２５】
　他の実施形態において、フレーム構造３００で送信される所定の構成データアイテムの
各インスタンスは、受信器動作の簡単性を維持し、及び/又は復号化エラーを減少させる
ために復号化される。
【０１２６】
　一部の実施形態において、受信器は、構成データアイテムが既に知られていることを指
示するために一つ以上の所定値に対するソフトデコーダに関連した一つ以上の値を設定す
る。例えば、受信器がソフトデコーダで復号化されるデータアイテムに対するエラー訂正
の際に信頼ファクタ(confidence　factor)として使われるログ近似比(Log　Likelihood　
Ratio：ＬＬＲ)を生成する実施形態で、構成データアイテムの追加的で、反復されるイン
スタンスに対するＬＬＲは、予め知られていることを示すためにスーパーフレームの残り
の部分で＋/-∞に設定することができる。
【０１２７】
　公知の構成データアイテムは、他のデータ、Ｌ１-Ｃｏｎｆｉｇシグナリング部分２１
０及び/又はＬ１-Ｄｙｎシグナリング部分２１２に含まれているデータのような他のデー
タの復号化を可能にするために使用でき、受信されたデータの一部ビットが(＋/-∞に設
定された該当ＬＬＲにより示されているように)予め知られていることは、エラー訂正の
側面で、受信されたデータの他のビットの復号化の堅固さを増加させる。
【０１２８】
　したがって、所定の構成データアイテムがデータ(例えば、所定のフレームのデータ）
の第１の集合で受信されて復号化される場合、復号化されたデータは、構成データアイテ
ムを含むデータの追加的な集合の復号化プロセスで、知らされている構成データアイテム
のビットがデータの追加的な集合に含まれている追加的なデータアイテムに関連したエラ
ー訂正の堅固さを改善させることを可能にするために使用できる。さらに、これらデータ
アイテムは、フレームのＬ１-Ｃｏｎｆｉｇシグナリング部分２１０、あるいは後にＬ１-
Ｃｏｎｆｉｇシグナリング部分２１０と一緒に符号化されるＬ１-Ｄｙｎシグナリング部
分２１２のような他のシグナリング部分で伝達されるデータアイテムを含むことができる
。
【０１２９】
　フレームがスーパーフレームに配列される場合、構成データは、スーパーフレーム別に
変更できる。したがって、一部の実施形態では、受信器装置は、各サブフレームで各構成
データアイテムの少なくとも第１のインスタンスを復号化する。しかしながら、構成デー
タアイテムが、異なるスーパーフレーム間には頻繁に変更されるため、一部実施形態では
、受信器装置は、各スーパーフレームで各構成データアイテムの第１のインスタンスを復
号化しない。その代りに、例えば、指示は、構成データアイテムが変更されることを示す
Ｌ１-Ｄｙｎシグナリング部分２１２に含まれ、受信器装置は、この指示の受信に応答し
て構成データの新たなインスタンスを復号化する。指示は、その該当する構成データアイ
テムが変更される一つ以上のＰＬＰを指示し、この場合、受信器装置は、指示されるＰＬ
Ｐのために構成データアイテムを新たに復号化できる。
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【０１３０】
　上述したように、ここで説明されるデータ送信の方法は、サービスプロバイダの要求事
項によってネットワークオペレータにより遂行される。図１１は、本発明の実施形態で使
用されるサービスプロバイダ１１００とネットワークオペレータ１１０２を含むシステム
のコンポーネントを示す。
【０１３１】
　図１１を参照すると、サービスプロバイダ１１００は、ネットワークオペレータ１１０
２に所望の反復長のようなサービス要求事項、あるいは遅延許容のような所望する反復長
が導出されるデータを含む制御データ１１０６とともに一つ以上のサービス１１０４を提
供する。
【０１３２】
　ネットワークオペレータ１１０２は、ネットワークゲートウェイ１１０８でサービスプ
ロバイダからデータを受信する。ネットワークゲートウェイは、追加的にサービス要求事
項のＰＬＰに対するマッピングのような機能及び反復長のようなサービス特性を遂行する
。
【０１３３】
　ネットワークゲートウェイ１１０８は、制御データ１１１２と一緒に一つ以上のＰＬＰ
１１１０の各々に関連するデータを送信器１１１４に送信する。制御データ１１１２は、
反復長のようなＰＬＰ特徴を含むことができる。
【０１３４】
　送信器１１１４は、例えばシグナリング、フレーム生成、及びデータの送信のような機
能を遂行することができる。
【０１３５】
　上記のような実施形態は、本発明の実施形態として理解しなければならない。また、本
発明の追加的な実施形態が予想され得る。
【０１３６】
　図１２は、フレームのＬ１Ｃｏｎｆｉｇシグナリング部分２１０に含まれる定数データ
３０２と構成データ３０４の他の配列を示す。図１２を参照すると、この実施形態で、Ｐ
ＬＰ構成の個数は、使用されるＰＬＰの個数より少ない個数に制限され、ＰＬＰは使用さ
れるＰＬＰ構成(“ＰＬＰモード”)によって分類される。このような方式で、所定のＰＬ
Ｐモードに対して共通である構成データアイテムは、所定のＰＬＰモードの各ＰＬＰに対
して別途に送信される必要がない。この実施形態で、異なるタイプの構成データアイテム
は、上記したようにＰＬＰ単位で割り当てられ、あるいは異なるＰＬＰモードに基づいて
割り当てられることができる。
【０１３７】
　図１３Ａ及び図１３Ｂは、フレームのＬ１-Ｃｏｎｆｉｇシグナリング部分２１０に含
まれている定数データ３０２と構成データ３０４に対するもう一つの配列を示す。
【０１３８】
　図１３Ａを参照すると、例えば、定数データは、Ｌ１-ＣＯＮＦに関連したシグナリン
グを有する所定のオプションが使用されるか否かを表す“オプションフラグ”データアイ
テム１３００を含む。所定のオプションが使用される場合、オプションに関連したシグナ
リングフィールドはＬ１-ＣＯＮＦでシグナリングされ、そうでない場合には、オプショ
ンに関連したシグナリングフィールドは含まれない。これは、所定のオプションが使用さ
れない場合、オーバーヘッド減少を可能にする。
【０１３９】
　＜表２＞は、このフィールドにより指示される一部の異なるオプションの一例を提供す
る。
【０１４０】



(26) JP 6312150 B2 2018.4.18

10

20

30

40

【表２】

【０１４１】
　特に、上記値ｘｘ１ｘｘｘｘｘは、本発明の実施形態によるデータの送信方法が遂行さ
れることを指示することに注意しなければならない。これは、図１３Ａでデータアイテム
１３０２に対応する。
【０１４２】
　“ＰＡＲＴＩＴＩＯＮ_ＣＹＣＬＥ_ＬＥＮＧＴＨ”データアイテム１３０４は、現在の
スーパー-フレームでのすべてのＰＬＰに対するＬ１-ＣＯＮＦのＰＬＰループでシグナリ
ングが完了するサイクルの長さをフレームの個数で指示する。現在のスーパーフレームで
すべてのＰＬＰのＰＬＰループのシグナリングは、一般的に正確に同一である。各ＰＬＰ
に対するＬ１-ＣＯＮＦのＰＬＰループでのシグナリングは、現在スーパーフレームのＬ
個のフレームごとに同一のフレーム位置で反復する。ここで、Ｌは、ＰＡＲＴＩＴＩＯＮ
_ＣＹＣＬＥ_ＬＥＮＧＴＨにより与えられる値である。この値は、少なくとも現在のスー
パーフレームでは一定に維持される。
【０１４３】
　“ＰＡＲＴＩＴＩＯＮ_ＮＵＭ_ＡＤＤ_ＰＬＰ”データアイテム１３０６は、部分サイ
クルでの各フレームがＰＬＰの各クラスタに対する整数個のＰＬＰのシグナリングを伝達
するように現在のフレームのＰＬＰループで追加される追加シグナリングブロックの個数
を指示し、以下のように具体的に説明される。
【０１４４】
　下記のようなフィールドは、ＯＰＴＩＯＮＳ_ＦＬＡＧフィールドが‘ｘｘ１ｘｘｘｘ
ｘ’と同一の場合のみに現れる。
【０１４５】
　ＰＬＰ_ＰＡＲＴＩＴＩＯＮ_ＣＬＵＳＴＥＲ_ＩＤデータアイテム１３０８は、ＰＬＰ_
ＩＤにより識別されるＰＬＰと関連したＰＬＰループでシグナリングの部分クラスタを指
示する。部分クラスタＩＤは、＜表３＞に定義される。
【０１４６】
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【表３】

【０１４７】
　次のようなフィールドは、ＰＡＲＴＩＴＩＯＮ_ＮＵＭ_ＡＤＤ_ＰＬＰを介してループ
で示す。
【０１４８】
　ＲＥＳＥＲＶＥＤ_２　１３１０：この３２ビットフィールドは、将来的な使用のため
に予約される。このフィールドの長さ(この場合、３２ビット)は、“０００”より大きい
ＰＬＰ_ＰＡＲＴＩＴＩＯＮ_ＣＬＵＳＴＥＲ_ＩＤの各ＰＬＰに関連したＰＬＰループで
同一の量のシグナリングを保証するために、ＰＬＰループで６個の第１のフィールド(す
なわち、ＰＬＰ_ＩＤ、ＰＬＰ_ＭＯＤＥ_ＩＤ、ＰＬＰ_ＡＮＣＨＯＲ_ＦＬＡＧ、ＰＬＰ_
ＩＮ_ＢＡＮＤ_Ａ_ＦＬＡＧ、ＰＬＰ_ＧＲＯＵＰ_ＩＤ、ＦＩＲＳＴ_ＬＦ_ＩＤＸ)の長さ
の和と同一である。
【０１４９】
　次のようなフィールドは、ＯＰＴＩＯＮＳ_ＦＬＡＧフィールドが‘ｘｘｘｘｘ１ｘｘ
’と同一の場合のみに現れる。
【０１５０】
　ＲＥＳＥＲＶＥＤ_３　１３１２：この８ビットフィールドは、将来的な使用のために
予約される。このフィールドの長さ(すなわち、８)は“０００”より大きいＰＬＰ_ＰＡ
ＲＴＩＴＩＯＮ_ＣＬＵＳＴＥＲ_ＩＤの各ＰＬＰに関連したＰＬＰループでの同一の量の
シグナリングを保証するためにＰＬＰループでフィールドＲＥＳＥＲＶＥＤ_１の長さと
同一である。
【０１５１】
　ＰＬＰ_ＰＡＲＴＩＴＩＯＮ_ＣＬＵＳＴＥＲ_ＩＤ　１３１４：２ビットフィールドは
、ＰＬＰ_ＩＤにより識別されるＰＬＰに関連したＰＬＰループでシグナリングの部分ク
ラスタを表す。部分クラスタＩＤは、＜表３＞に定義される。
【０１５２】
＜説明のための実施形態＞
【０１５３】
　下記の説明は、本発明の実際の実施形態に関連され、例として提供される。
【０１５４】
　Ｌ１-ＣＯＮＦのオーバーヘッドを減少させるために、Ｌ１-ＣＯＮＦのＰＬＰループで
シグナリングは、同一の長さの部分に分割され、それによって各フレームは、ＰＬＰルー
プで全体シグナリングの１個の部分のみを伝達する。Ｌ１-ＣＯＮＦデータは、２個の部
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分に配列され、第１の部分は、ＰＬＰ部分シグナリングを除外したＬ１-ＣＯＮＦですべ
てのシグナリングデータを含み、第２の部分は、ＰＬＰループでシグナリングを含む。第
２の部分、すなわちＰＬＰループでシグナリングのみが分割処理することができる。第１
の部分は、スーパーフレームのフレームごとに常に現れる。
【０１５５】
　‘ｘｘ１ｘｘｘｘｘ’と同一のフィールドＯＰＴＩＯＮＳ_ＦＬＡＧの値は、Ｌ１-ＣＯ
ＮＦでＰＬＰループの分割処理が使用されることを指示する。
【０１５６】
　分割処理が使用される場合、各フレームは、現在のスーパーフレームＮＵＭ_ＰＬＰ_Ｐ
ＥＲ_ＳＵＰＥＲ_ＦＲＡＭＥで全体ＰＬＰの個数以下の値ＮＵＭ_ＰＬＰ_ＰＥＲ_ＦＲＡ
ＭＥと同一の個数のＰＬＰに関連したＰＬＰループでシグナリングを伝達する。分割処理
が使用されない場合(すなわち、ＯＰＴＩＯＮＳ_ＦＬＡＧ＝‘ｘｘ０ｘｘｘｘｘ’)、２
個のフィールドＮＵＭ_ＰＬＰ_ＰＥＲ_ＦＲＡＭＥ及びＮＵＭ_ＰＬＰ_ＰＥＲ_ＳＵＰＥＲ
_ＦＲＡＭＥは、同一の値を有する。
【０１５７】
　また、フレームは、ＰＡＲＴＩＴＩＯＮ_ＮＵＭ_ＡＤＤ_ＰＬＰと同一の個数のダミー
ＰＬＰに関連した追加シグナリングを伝達できる。和ＮＵＭ_ＰＬＰ_ＰＥＲ_ＦＲＡＭＥ
＋ＰＡＲＴＩＴＩＯＮ_ＮＵＭ_ＡＤＤ_ＰＬＰは、現在のスーパーフレームのフレームと
ごに同一の量のＬ１-ＣＯＮＦシグナリングを保証するために、スーパーフレームで毎フ
レームに対して一定でなければならない。
【０１５８】
　分割処理が使用される場合、スーパーフレームで毎ＰＬＰにはフィールドＰＬＰ_ＰＡ
ＲＴＩＴＩＯＮ_ＣＬＵＳＴＥＲ_ＩＤにより指示される部分クラスタが割り当てられる。
＜表３＞に定義されているように、ＰＬＰ_ＰＡＲＴＩＴＩＯＮ_ＣＬＵＳＴＥＲ_ＩＤが
“０００”と同一である場合、所定のＰＬＰと関連したＰＬＰループでシグナリングは、
現在のスーパーフレームのフレームごとに送信され、それによってその獲得のためのいか
なる遅延も許容されない。ローカルサービス挿入と関連したＰＬＰ(ＰＬＰ_ＴＹＰＥ＝“
０１１”又は“１００”)は、他の(すなわち、ローカルサービス挿入でない)ＰＬＰに比
べてＰＬＰループで追加的なシグナリングフィールドを要求し、現在のスーパーフレーム
のフレームごとに同一の量のシグナリングを保証するために、最初の部分クラスタＰＬＰ
_ＰＡＲＴＩＴＩＯＮ_ＣＬＵＳＴＥＲ_ＩＤ＝“０００”に割り当てられる。
【０１５９】
　上記値ＰＬＰ_ＰＡＲＴＩＴＩＯＮ_ＣＬＵＳＴＥＲ_ＩＤがｎ(必ず０より大きい）と同
一である場合、所定のＰＬＰに関連したＰＬＰループでシグナリングは、ｎ個のフレーム
遅延を許可し、それによってスーパーフレームで(ｎ＋１)番目のフレームごとに送信でき
る。
【０１６０】
　Ｌ１-ＣＯＮＦの部分ごとにセルフ復号化が可能であることを保証するために(すなわち
、受信器は、現在のスーパーフレームのフレームごとに伝達されるときにその情報を復号
化及び使用するために)、各部分クラスタｎ(ｎ＞０)に対する整数個のＰＬＰは、現在の
スーパーフレームのフレームごとに保証される。ＰＬＰループでその関連シグナリングの
獲得のためのｎフレーム遅延を許容するＰＬＰの実際の個数が部分クラスタ値ｎと同一で
なく、あるいはｎの整数倍と同一でない場合、このＰＬＰの一部が低い部分クラスタ値に
割り当てられ、あるいは再度割り当てられることができ、それによってスーパーフレーム
で毎(ｎ＋１)番目のフレームの許容可能レートより大きいレート、例えばｎ番目又はｎ－
１番目のフレームごとに送信される。これとは違い、ｎフレーム遅延を許容するすべての
ＰＬＰは、同一の部分クラスタｎに割り当てられ、ＰＡＲＴＩＴＩＯＮ_ＮＵＭ_ＡＤＤ_
ＰＬＰと同一の個数のダミーＰＬＰに関連した追加的なシグナリングは、現在のスーパー
フレームの一部フレームで一部分クラスタ(ｎ＞０)に追加することができる。以後、もう
一つの実施形態で、オーバーヘッド減少を最大化するために、最小個数のダミーＰＬＰの
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みが要求される場合に考慮されなければならない。この最小個数ＰＡＲＴＩＴＩＯＮ_Ｎ
ＵＭ_ＡＤＤ_ＰＬＰは、実際ＰＬＰのすべての個数及びすべての部分クラスタ値ｎの最小
公倍数と同一の周期を通じる該当部分クラスタ値ｎから決定することができる。ダミーＰ
ＬＰの個数ＰＡＲＴＩＴＩＯＮ_ＮＵＭ_ＡＤＤ_ＰＬＰに関連した追加的なシグナリング
は、将来的な一部目的のために使用することができる。
【０１６１】
　現在のスーパーフレームのｌ番目のフレームで部分クラスタｎ(ｎ＝０～Ｎ-１)で実際
ＰＬＰの個数をＰactual(ｎ，ｌ)で表し、現在のスーパーフレームのｌ番目のフレームで
部分クラスタｎ(ｎ＝０～Ｎ-１)に対するＰＬＰループでの追加的なシグナリングに関連
したダミーＰＬＰの個数をＰdummy(ｎ，ｌ)で表す場合、毎フレームｌのＰＬＰループで
のシグナリングは、＜数式１＞でＱにより与えられる定数個のＰＬＰに関連しなければな
らない。
【０１６２】
【数４】

【０１６３】
　所定のＰＬＰに対するＬ１-ＣＯＮＦのＰＬＰループでのシグナリングは、現在のスー
パーフレームでＬフレームごとに同一のフレーム位置で反復される。ここで、Ｌは、フィ
ールドＰＡＲＴＩＴＩＯＮ_ＣＹＣＬＥ_ＬＥＮＧＴＨの値である。現在のスーパーフレー
ムで一つのサイクルから他のサイクルに、現在のスーパーフレームのすべてのＰＬＰのＰ
ＬＰループでのシグナリングは、正確に同一である。部分サイクルは、受信器が所望のＰ
ＬＰに関連したＰＬＰループでシグナリングのフレームに現れるパターンを予測すること
を助ける。また、これは、受信器が現在のスーパーフレームで全体Ｌ１-ＣＯＮＦシグナ
リングが正確に反復す場合を認識することを助ける。サイクル長Ｌは、すべての部分クラ
スタ値{ｎ}の最小公倍数と同一である。
【０１６４】
　図１４Ａ及び図１４Ｂは、本発明の実施形態によるフレームのシーケンスでデータ構成
アイテムの配列を示す概略図である。
【０１６５】
　一実施形態を提供するために、スーパーフレームの実際ＰＬＰの全体個数が５と同一で
あると仮定する。これら５個のＰＬＰ全部がＰＬＰループでその関連したシグナリングの
獲得のために１フレーム遅延を許容し、それによって理想的に５個のＰＬＰが部分クラス
タｎ＝２に割り当てられなければならない。しかしながら、ＰＬＰの個数(＝５)が部分ク
ラスタ値(ｎ＝２)の整数倍でない。フレームごとに同一の量のＬ１-ＣＯＮＦシグナリン
グを有するセルフ復号化可能な部分処理を保証するために、２つの等価代替方式が考慮さ
れる。
【０１６６】
　第１の代替方式は、１個のＰＬＰを部分クラスタｎ＝１に割り当て、残りのすべての４
個のＰＬＰを部分クラスタｎ＝２に割り当てる。したがって、１個のＰＬＰ(ＰＬＰ＃１)
がフレームごとに反復される。一方、４個のＰＬＰのシグナリングは、２個のＰＬＰの部
分に分割される。第１の２個のＰＬＰ(例えば、ＰＬＰ＃２、ＰＬＰ＃３)のシグナリング
は、奇数フレーム(例えば、１，３，５，７)で反復され、それに反して他の２個のＰＬＰ
(例えば、ＰＬＰ＃４、ＰＬＰ＃５)のシグナリングは、偶数フレーム(例えば、２，４，
６，８)で反復される。これは、図１４Ａに示す。
【０１６７】
　第２の代替方式で、５個のすべてのＰＬＰは、部分クラスタｎ＝２に割り当てられ、１
個のダミーＰＬＰに関連した追加的なシグナリングが部分クラスタｎ＝２に追加される。
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最初の３個のＰＬＰ(例えば、ＰＬＰ＃１、ＰＬＰ＃２、ＰＬＰ＃３）のシグナリングは
、奇数フレーム(例えば、１，３，５，７など)で反復され、一方で、残りの２個のＰＬＰ
(例えば、ＰＬＰ＃４及びＰＬＰ＃５)のシグナリング及びダミーＰＬＰに関連した追加的
なシグナリングは、偶数フレーム(例えば、２，４，６，８)で反復される。これは、図１
４Ｂに示す。
【０１６８】
　分割処理が使用されない場合、毎フレームは、５×Ａと同一のシグナリング量を有する
ＰＬＰループを有する。ここで、Ａは、ＰＬＰループでＰＬＰ別シグナリングの量を表す
。分割処理が使用される場合、毎フレームは、２個の代替方式で３×Ａと同一のシグナリ
ング量を有するＰＬＰループを有する。ＰＬＰループのオーバーヘッド減少は、((５-３)
×Ａ)/(５×Ａ)＝４０％と同一である。Ｌ１-ＣＯＮＦの定数部分(すなわち、フレームご
とに反復される部分)でのシグナリングの量(＝Ｃ)を説明する場合、全体オーバーヘッド
減少量は(２×Ａ)/(Ｃ＋５×Ａ)である。
【０１６９】
　本発明の実施形態では、例えば、デジタルビデオブロードキャスティングの次世代携帯
用(Digital　Video　Broadcasting　Next　Generation　Handheld：ＤＶＢ-ＮＧＨ)シス
テムのコンテキストで説明する。一実施形態で、ＤＶＢ-ＮＧＨシステムにおいて、ＤＶ
Ｂ-ＮＧＨ受信器による受信に対する追加データは、２世代地上波ＤＶＢ-Ｔ２システム内
に現在含まれている未来拡張フレーム(Future　Extension　Frame：ＦＥＦ)スロット内で
送信される。他の実施形態では、ここで説明されるコンセプトは、既存のＤＶＢ-Ｔ２シ
ステムで“ピギーバック(piggy-back)”に設計されない独立型(stand-alone)ＤＶＢ-ＮＧ
Ｈシステムに同一に適用することが予測できる。しかしながら、ここで説明される実施形
態は、単なる例であると理解し、他の実施形態が他の無線放送システムあるいはユニキャ
ストシステムに関連する。さらに、他の実施形態は、他のデータ送信システムに適用され
、それによってデジタルビデオ信号の使用のみに限定されないことを予測できる。
【０１７０】
　本発明の実施形態で、下記のような用語の制限されない説明が任意の実施形態を説明す
るために使用される。一部の実施形態で、物理フレーム/スロットは、ターゲット伝達シ
ステムに該当する信号が存在する(送信される)所定のＲＦ周波数上の時間で区間となると
考慮される。一部の実施形態では、ＦＥＦ/追加スロットは、ターゲット伝達システムの
信号が存在しない(送信されない)所定のＲＦ周波数上の時間で区間となると考慮される。
一部の実施形態で、物理スーパーフレームは、複数の物理フレーム及びＦＥＦを含むエン
ティティであると考慮される。一部の実施形態で、物理構成は、２個の物理スーパーフレ
ームの境界のみで変更できる。一部の実施形態において論理フレームは、固定した個数の
ＱＡＭ(Quadrature　Amplitude　Modulation)セルとターゲット伝達システムの物理フレ
ームへのデータ伝達のために所定の構造を有するコンセプトコンテナとなることが考慮さ
れる。一部の実施形態で、論理スーパーフレームは、複数の論理フレームを含むエンティ
ティとなることが考慮される。一部の実施形態で、論理シグナリング情報は、２個の論理
スーパーフレームの境界のみで変更できる。一部の実施形態で、論理チャンネルは、ター
ゲット伝達システムを介してデータの伝達に対して実質的に同一のサイズ及び送信確率を
有する論理フレームのフローとなり得る。一部の実施形態で、論理チャンネルグループは
、論理チャンネルのグループであり、それによってグループで１個の論理チャンネルの論
理フレームを伝達する物理フレームがグループで他の論理チャンネルの論理フレームを伝
達する物理フレームから時間で分離されるようにする(すなわち、時間でゼロオーバーラ
ップ)。一実施形態で、転送ストリームは、伝達システム(例えば、ＤＶＢ-ＮＧＨ)により
エンドユーザー(end　user)に伝達されるサービスの組立(ensemble)に対するデータのス
トリームであると考慮される。転送ストリームは、伝達システムによりサービス要求事項
により定義される複数の論理チャンネルに構造化することができる。
【０１７１】
　図１５は、本発明の一実施例による無線ブロードキャスティングシステム１２００を概
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略的に示す。
【０１７２】
　図１５を参照すると、この構造は、複数のサービス＃１～＃Ｍ１２０４と一部の実施形
態で、サービス要求情報を含む制御チャンネル１２０６を提供するサービスプロバイダ１
２０２を含む。サービスプロバイダ１２０２は、ネットワークゲートウェイ１２１２を通
じてブロードキャスティングネットワークオペレータ１２１０でサービス及び制御情報を
提供する。ネットワークゲートウェイ１２１２は、図示したように、サービスデータ及び
要求事項のＰＬＰ及びＰＬＰサービス特性へのマッピングを提供するように配列できる。
一実施形態で、サービスデータのマッピングは、サービス及び/又はサービスコンポーネ
ントをマッピングすることを含むことができる。
【０１７３】
　ネットワークゲートウェイ１２１２は、複数のＰＬＰ＃１～＃Ｎ　１２１４及び一部の
実施形態でシグナリングと、共通ＰＬＰデータ及び/又は補助ストリーム(auxiliary　str
eam)を伝達する制御ＰＬＰ　１２１６を介して複数の送信器１２２０，１２２２に駆動可
能に接続する。図示したように、各送信器１２２０，１２２２は、その中でも後述するよ
うに、シグナリング生成と、フレーム生成及び送信を遂行するように構成される信号プロ
セッサブロック１２３０，１２３２を少なくとも含む。
【０１７４】
　その後、ネットワークオペレータ１２１０の送信器１２２０，１２２２は、ＤＶＢ-Ｎ
ＧＨハンドセットのような受信器通信ユニット１２４０，１２４２にエアー無線信号、例
えばＤＶＢ-ＮＧＨ信号を送信/放送する。受信器通信ユニット１２４０，１２４２は、下
記に説明したように、受信された信号をプロセッシングと復号化する各信号プロセッサブ
ロック１２５０，１２５２を含む。
【０１７５】
　ＤＶＢシステムは、明確さのために別途に図示しないが、他の受信器及び送信器を含む
ことができる。
【０１７６】
　本発明の実施形態により、送信器１２２０，１２２２の信号プロセッサブロック１２３
０，１２３２及び受信器通信ユニット１２４０，１２４２の対応する信号プロセッサブロ
ック１２５０，１２５２は、ＤＶＢシステムでデータストリームの送信及び受信を改善さ
せるために適用される。
【０１７７】
　図１６は、本発明の望ましい実施形態による受信器無線通信ユニットのブロック構成図
である。
【０１７８】
　図１６を参照すると、受信器無線通信ユニット１６００は、この実施形態で、デュプレ
ックスフィルタ(duplex　filter)あるいは受信器１６００内で受信と送信チェーンとの間
のアイソレーションを提供するアンテナスイッチ１６０４に望ましく接続するアンテナ１
６０２を含むＤＶＢ-ＮＧＨユニットである。
【０１７９】
　本発明の技術分野でよく知られているように、受信器チェーンは、受信器フロントエン
ド回路１６０６(受信、フィルタリング、及び中間(intermediate)又は基底帯域周波数変
換を效率的に提供)を含む。フロントエンド回路１６０６は、信号プロセッシング機能部
１６５０，１６５２に直列に接続される。信号プロセッシング機能ブロック１６５０，１
６５２からの出力は、ＤＶＢ信号を表示する例に対して、スクリーン又は平面パネルディ
スプレイのように適合した出力デバイス１６１０に提供される。また、受信器チェーンは
、全体加入部制御を維持する制御器１６１４を含む。また、制御器１６１４は、受信器フ
ロントエンド回路１６０６及び信号プロセッシング機能ブロック１６５０，１６５２(一
般的に、ＤＳＰにより実現)に接続される。制御器は、復号化/符号化機能、同期パターン
、コードシーケンスのような動作体制を選択的に格納するメモリデバイス１６１６に接続
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する。
【０１８０】
　本発明の実施形態により、メモリデバイス１６１６は、受信器無線通信ユニット１６０
０により構成/プロファイル情報を格納し、信号プロセッシング機能ブロック１６５０，
１６５２により処理される。さらに、タイマ１６１８は、受信器通信ユニット１６００内
の動作(例えば、時間関連信号の受信)、特にＤＶＢ-ＮＧＨ信号の受信に関するタイミン
グを制御するように制御器１６１４に駆動可能に接続する。
【０１８１】
　また、一部の通信ユニットは、完全性のために送信器/変調回路１６２２及び電力増幅
器１６２４を介して直列にアンテナ１６０２に接続する、キーパッドのような入力デバイ
ス１６２０を含む送信器部分を含むことができる。送信器/変調回路１６２２と電力増幅
器１６２４は、制御器１６１４に実現可能に反応する。明らかに、受信器１６００内の多
様なコンポーネントは、アプリケーション特定又は設計選択される最終構造(ultimate　s
tructure)を有する分散あるいは統合されたコンポーネント形態を用いて実現できる。
【０１８２】
　本発明の実施形態により、信号プロセッシング機能１６５０，１６５２を持ち、信号プ
ロセッシング機能１６５０，１６５２の制御及びガイドによる受信器フロントエンド回路
１６０６、メモリデバイス１６１６、タイマ機能１６１８、及び制御器１６１４とともに
、受信器１６００のＤＶＢ-ＮＧＨを受信してプロセッシングするために適用される。
【０１８３】
　通常の知識を有する受信器信号プロセッシング機能１２５０，１２５２がＤＶＢ信号、
フレーム、及びスーパーフレームに対する復号化以外にこれらを符号化及び生成するため
に配列されても、図１５のネットワークオペレータ送信器１２２０，１２２２のような無
線送信器が、無線通信ユニット１６００の送信器部分として少なくとも類似した機能ブロ
ックを含むことを理解することができる。
【０１８４】
　図１７は、本発明の一部の実施形態による論理フレーム１７００の構造の一例を示す。
本発明の実施形態で、論理フレーム１７００は、ネットワークオペレータの送信器１２２
０，１２２２の信号プロセッサブロック１２３０，１２３２のように、ネットワークエン
ティティに含まれている信号プロセッサにより符号化及び構成することができる。同様に
、論理フレームは、図１６の受信通信ユニット１６００で図１５の信号プロセッシング機
能１２５０，１２５２により受信及び復号化することができる。
【０１８５】
　簡略性のために、以下の説明は、送信器信号プロセッサブロック１２３０，１２３２の
動作の側面で特徴を説明し、通常の知識を持った者は実際にその逆動作が対応する受信信
号プロセッサブロック１２５０，１２５２により遂行されることを容易に理解できる。こ
のような場合、上記動作の一側のみが説明され、その逆側面の動作は本質的に暗示される
。
【０１８６】
　論理フレーム（ＬＦ)１７００は、Ｌ１-ＰＯＳＴシグナリングフィールド１７０２と、
多重ＰＬＰと、一部選択的実施形態では、その以後に一つ以上の補助ストリーム１７１４
と、一部選択的実施形態では、その以後に一つ以上のダミーセル１７１６と、一部選択的
実施形態で、その以後に追加的に特定タイプの一部ＰＬＰ１７１７(図４に図示せず)とを
含むデータコンテナとして定義される。これと共に、信号プロセッシング論理は、論理フ
レーム１７００の余り能力を正確に満たすために、一つ以上の補助ストリーム１７１４と
一つ以上のダミーセル１７１６を配列する。一部の実施形態で、補助ストリームは、例え
ば電力レベルメッセージをサポートする目的と、同期目的あるいは例外的なケースのため
に物理フレームに移動することができる。一部の実施形態において、補助ストリーム及び
ダミーセルのために使用されるセルの全体個数は、論理フレームの全体容量の５０％を超
えないように設定することができる。他の実施形態では、信号プロセッシング論理は、補
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助ストリーム及びダミーセルのために使用されるセルの全体個数を、(一般的な動作条件
による例に対して)論理フレームの全体容量の所定の他のパーセントに設定し、あるいは
動的に設定することができる。
【０１８７】
　したがって、各論理フレーム１７００は、Ｌ１-ＰＯＳＴシグナリング１７０２で開始
する。本発明の実施形態で、Ｌ１-ＰＯＳＴシグナリング１７０２は、以後に一つ以上の
共通ＰＬＰ１７０４と、その以後に、順次にタイプ１及びタイプ４のデータＰＬＰ(図示
のように)１７０６，１７１２と、タイプ２のデータＰＬＰ１７０８と、補助ストリーム
１７１４、ダミーセル１７１６、及びタイプ３のデータＰＬＰ１７１０が存在する。一部
の実施形態において、データＰＬＰの各タイプは、論理フレームで送信/受信されず、そ
れによってデータＰＬＰ１７０６，１７０８，１７１０，１７１２の各々は、論理フレー
ム１７００ごとに含まれることができない。
【０１８８】
　一実施形態において、論理フレーム１７００は、Ｌ１-ＰＯＳＴシグナリングを使用す
るセルと共に開始され、これとは異なり、他の実施形態では、一部のセルがＬ１-ＰＯＳ
Ｔシグナリングを採用できない。したがって、論理フレーム１７００は、共通ＰＬＰ１７
０４と、異なるタイプのデータＰＬＰ(タイプ１，２，３，４)１７０６，１７０８，１７
１０，１７１２と、補助ストリーム１７１４と、ダミーセル１７１６を含むグループから
いずれか一つを含むことができ、これらのうちいずれかに適用可能である。
【０１８９】
　一部実施形態において、信号プロセッシング論理は、論理フレーム１７００内でＰＬＰ
自身の位置を論理フレームから論理フレームへ動的に変更できる。
【０１９０】
　他の実施形態で、上記したような論理フレーム１７００は、物理フレームへの論理フレ
ームのマッピングを容易にする。
【０１９１】
　図１８は、本発明の一実施形態による論理フレーム構造、例えば、図１７の論理フレー
ム構造でＰＬＰをマッピングするマッピング配列５００の一例を示す。一例のマッピング
配列１８００は、Ｌ１-ＰＯＳＴシグナリング８０２と共通ＰＬＰ部分１８０４を提供す
るコード部分を含む完全論理フレームを示す。また、マッピング配列１８００は、タイプ
１及びタイプ４のデータＰＬＰ１８０６～１８０８、タイプ２のデータＰＬＰ１８１０～
１８１２、補助データストリーム１８１４、ダミーセル１８１６、及びタイプ３のデータ
ＰＬＰ１８１７を提供するコード部分の一例を示す。一実施形態で、共通ＰＬＰ部分１８
０４、データタイプ１、タイプ３、及びタイプ４のＰＬＰは、図示のように、論理フレー
ム別に正確に１個のサブスライスを有する。サブスライスは、単一ＰＬＰからの‘セルの
グループ’として定義され、単一ＰＬＰは、インターリビング以前に、論理フレームで連
続的なアドレスを用いてセルで送信される。このような方式で、タイプ１のＰＬＰのセル
は、常に相互に隣接する。タイプ２ＰＬＰのセルは、論理フレームにわたったブロックで
拡散される。タイプ２ＰＬＰは、論理フレームで多重サブスライスを有し、サブスライス
は、ＲＦ信号にマッピングされる場合、増加されるダイバーシティのために論理フレーム
で拡散される。
【０１９２】
　一実施形態で、実際のシナリオで、データタイプ２のＰＬＰ１８１０，１８１２は、図
示のように、論理フレーム別に一つ以上のサブスライスを有する。一実施形態において、
補助ストリーム１８１４及びダミーセル１８１６だけでなく、ＰＬＰのサブスライスは、
信号プロセッサにより下記のように論理フレームのセルにマッピングできる。
【０１９３】
　論理フレーム１８００は、Ｌ１-ＰＯＳＴシグナリング１８０２で始まる。
【０１９４】
　共通ＰＬＰ１８０４は、Ｌ１-ＰＯＳＴシグナリング部分１８０２以後に直ちに論理フ
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レーム１８００の開始で送信される。
【０１９５】
　タイプ４のデータＰＬＰ１８０６，１８０８により一部ピギーバックされるタイプ１の
データＰＬＰは、共通ＰＬＰ５０４の次に送信される。
【０１９６】
　タイプ２のデータＰＬＰ１８１０，１８１２は、タイプ１及びタイプ４のデータＰＬＰ
１８０６，１８０８の次に送信される。
【０１９７】
　もし存在する場合、補助ストリーム又はストリーム１８１４は、データタイプ２　１８
１０，１８１２の次に位置し、これはダミーセル１８１６の次に位置することができる。
【０１９８】
　もし存在する場合、データタイプ３のＰＬＰ１８１７は、ダミーセル１８１６の次に送
信される。
【０１９９】
　また、Ｌ１-ＰＯＳＴシグナリングと共に、ＰＬＰと、補助ストリーム及びダミーセル
は、信号プロセッサにより論理フレーム１８００の容量を正確に満たすように構成される
。
【０２００】
　図１９を参照すると、本発明の一部実施形態により、識別されるフレームタイプを有す
る論理フレーム構造１９００でＰＬＰをマッピングするマッピング配列１９００の一例を
示す。論理フレーム構造１９００で、Ｌ１-ＰＯＳＴシグナリングのセルは、信号プロセ
ッサにより論理フレーム１９００の最初の部分にマッピングされる。共通ＰＬＰ１９０２
のセルは、信号プロセッサにより論理フレーム１９００の２番目の部分にマッピングされ
る(例えば、他のタイプのＰＬＰより低いセルアドレスを持たなければならない)。特定の
論理フレーム１９００に対するいずれかの一つの共通ＰＬＰ１９０２のセルは、アドレス
を増加させる順に、論理フレームのセルアドレスの単一隣接範囲に連続してマッピングで
きる。もし存在する場合、特定の論理フレーム１９００に対するピギーバックのタイプ４
ＰＬＰを共に有するタイプ１ＰＬＰのセル１９０４は、アドレスを増加させる順に信号プ
ロセッサにより、論理フレームのセルアドレスの単一隣接範囲に連続してマッピングされ
る。タイプ１及びタイプ４のＰＬＰ１９０４のすべてのセルは、存在する場合、共通ＰＬ
Ｐ１９０２の次に位置し、存在する場合、タイプ２ＰＬＰ１９０６、補助ストリーム、及
びダミーセル、あるいはタイプ３ＰＬＰ以前に位置することができる。一実施形態におい
て、特定の論理フレーム１９００に対するタイプ２ＰＬＰのセル１９０６は、複数のサブ
スライスに分割され、各サブスライスは、図示のようにすべてのタイプ２ＰＬＰに対する
サブスライス区間１９０８に含まれる。ＰＬＰの各サブスライス１９１６は、信号プロセ
ッサによりアドレスを増加させる順に、論理フレーム１９００のセルアドレスの隣接範囲
にマッピングすることができる。一実施形態において、最初のタイプ２ＰＬＰの最初のサ
ブスライス１９１４のセルは、信号プロセッサにより最後のタイプ１ＰＬＰ１９０４の最
後のセルの次に開始されるように構成することができる。これらは、同一の順に処理され
るＰＬＰを有する、各ＰＬＰに対する第２のサブスライスのセル１９１８の次に順次に位
置する、他のタイプ２ＰＬＰの最初のサブスライスのセルの次に位置しなければならない
。信号プロセッサにより構成される配列は、最後のＰＬＰの最後のサブスライスがマッピ
ングされるまで連続する。
【０２０１】
　図２０は、本発明の一部実施形態による論理フレーム構造で入力ストリーム同期(Input
　Stream　Synchronisation：ＩＳＳＹ)フィールド２０２０を含む論理フレーム構造２０
００の一例を示す。論理フレーム構造２０００は、Ｌ１-ＰＯＳＴシグナリングフィール
ドと、その次の共通ＰＬＰ２００２と、その次のタイプ１及びタイプ４のＰＬＰ２００４
と、タイプ２ＰＬＰ２００６と、補助ストリームと、ダミーセル及びタイプ３ＰＬＰを含
む。論理フレーム構造２０００で最初のタイプ１ＰＬＰは、複数の基底帯域(ＢＢ)フレー
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ム２００８を含む。基底帯域フレーム２００８は、ＢＢヘッダーフィールド２０１０と、
その次の１個のＰＬＰに対するデータ２０１２と、帯域内シグナリング２０１４及び追加
パディング２０１６を含む。この実施形態では、少なくとも一つの(例えば、最初の)基底
帯域フレームの帯域内シグナリング２０１４は、シグナリング部分２０１８とＩＳＳＹフ
ィールド２０２０を含む。したがって、連続する基底帯域フレーム２００８は、ＢＢヘッ
ダーフィールド２０１０と、その次の１個のＰＬＰに対するデータ２０１２と、帯域内シ
グナリング２０１４(ＩＳＳＹフィールド２０２０を含まない)及び追加パディング７１６
を含む。
【０２０２】
　一実施形態において、図示されている３バイトのＩＳＳＹフィールド２０２０は、変調
器クロックレート１/Ｔでクロック化されるカウンタの値を伝達でき、受信器により再生
成された出力ストリームの正確なタイミングを再生成するために使用することができる。
一実施形態で、ＩＳＳＹフィールド２０２０は、１個の論理フレーム２０００で所定のＰ
ＬＰの少なくとも一つの(例えば、最初の)基底帯域フレームの帯域内シグナリングタイプ
Ｂで送信される。１個の論理フレーム２０００で多重関連ＰＬＰのイベントで、ＩＳＳＹ
フィールド２０２０は、少なくとも一つのＰＬＰ、すなわちアンカー(anchor)ＰＬＰの少
なくとも一つ(最初)の基底帯域フレームの帯域内シグナリングタイプＢで送信できる。こ
の方式で、入力ストリーム同期(ＩＳＳＹ)フィールド２０２０を含む論理フレーム構造２
０００は、基本的に１個の論理フレームで多重関連ＰＬＰに対するすべてのデータパケッ
トが遅延及び/又はジッター(jitter)と類似した経験をする事実によってシグナリングオ
ーバーヘッドを減少させることができる。
【０２０３】
　図２１は、本発明の一部実施形態による論理スーパーフレーム構造２１００の一例を示
す。論理スーパーフレーム２１００で論理フレーム＃ｍ２１１０，２１２０(明瞭性のた
めに簡略化した例で２個のみを有する)の個数は、信号プロセッサにより構成された、構
成可能シグナリングＬ１-ＣＯＮＦでシグナリングされる構成可能パラメータであり得る
。この実施形態で、所定の論理スーパーフレーム２１００で論理フレーム２１１０，２１
２０の最大個数は‘２５５’と同一である。
【０２０４】
　一般的に、Ｌ１_Ｐｒｅは、送信され、フレームフォーマットに関する情報の最小量を
伝達し、それによって小さいオーバーヘッドを招く。Ｌ１_Ｐｒｅを使用して、ＮＧＨ受
信器は、次のＮＧＨ論理フレームがスケジューリングされるだけでなく、ＮＧＨ物理スロ
ットの開始/終了及びその区間を知っている。
【０２０５】
　一実施形態において、(Ｌ１-ダイナミックの他のコンポーネントと比較して)Ｌ１-ＰＯ
ＳＴシグナリングフォーマット２０１２，２１１２とＬ１-ＰＯＳＴの構成可能部分(Ｌ１
-ＣＯＮＦ)をシグナリングするＬ１_ＰＲＥに定義されるすべてのパラメータは、信号プ
ロセッサにより２個の論理スーパーフレーム２１００の境界のみで変更できる。Ｌ１_Ｐ
ｒｅ、Ｌ１-ｃｏｎｆｉｇｕｒａｂｌｅ、及びＬ１-ｄｙｎａｍｉｃのコンセプトが物理フ
レームのコンテキストのみで予め知られていることを明らかにする必要がある。
【０２０６】
　したがって、一実施形態で、受信器は、帯域内タイプＡのみを受信する場合、(図１６
のタイマ１６１８内に含まれているカウンタのような)カウンタは、Ｌ１構成可能パラメ
ータでの変更を有する次の論理スーパーフレーム８００を表すように構成することができ
る。この方式で、受信器は、変更が適用される場合、認知された論理スーパーフレーム２
１００の最初の論理フレームでＬ１-ＰＯＳＴ２１０２，２１１２から新たなＬ１-ＣＯＮ
Ｆパラメータを確認できる。
【０２０７】
　一実施形態において、データＰＬＰ２１０４，２１１４は、毎論理フレームにマッピン
グされる必要はない。上記のような状況で、データＰＬＰ２１０４，２１１４は、信号プ
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ロセッサにより論理スーパーフレーム２１００で多重論理フレーム２１１０，２１２０を
通じてジャンプするように構成することができる。このフレーム区間ＩJUMPはＰＬＰ_Ｌ
Ｆ_ＩＮＴＥＲＶＡＬパラメータにより決定することができ、データＰＬＰが現れる最初
の論理フレームは、ＰＬＰ_ＦＩＲＳＴ_ＬＦ_ＩＤＸパラメータにより決定される。パラ
メータＰＬＰ_ＬＦ_ＩＮＴＥＲＶＡＬとＰＬＰ_ＦＩＲＳＴ_ＬＦ_ＩＤＸは、構成可能シ
グナリングＬ１-ＣＯＮＦを用いてシグナリングできる。論理スーパーフレーム２１００
間のデータＰＬＰ２１０４，２１１４の固有マッピングを有するために、論理スーパーフ
レーム２１００別論理フレーム２１１０，２１２０の個数は、信号プロセッサにより毎デ
ータＰＬＰ２１０４，２１１４に対する‘ＰＬＰ_ＬＦ_ＩＮＴＥＲＶＡＬ’の係数(facto
r）で分割するように構成できる。一例で、データＰＬＰ２１０４，２１１４は、信号プ
ロセッサにより(ＬＦ_ＩＤＸ－ＰＬＰ_ＦＩＲＳＴ_ＬＦ_ＩＤＸ)ｍｏｄ　ＰＬＰ_ＬＦ_Ｉ
ＮＴＥＲＶＡＬ＝０である論理フレーム２１１０，２１２０にマッピングすることができ
る。
【０２０８】
　一実施形態において、論理スーパーフレームに含まれている論理フレームの個数は、毎
データＰＬＰに対して論理スーパーフレーム別に整数個の順方向誤り訂正(Forward　Erro
r　Correction：ＦＥＣ)ブロックが存在するように信号プロセッサにより選択することが
できる。
【０２０９】
　Ｌ１-ＣＯＮＦの一例は、次のようである。
【０２１０】
　ＰＬＰ_ＡＮＣＨＯＲ_ＦＬＡＧ：一例で、ＰＬＰ_ＡＮＣＨＯＲ_ＦＬＡＧは、ＰＬＰ_
ＩＤにより識別されるＰＬＰがすべての関連ＰＬＰに対するアンカーＰＬＰであるか否か
をを表す１ビットフィールドであり得る。例えば、値‘１’は、アンカーＰＬＰを表すこ
とができる。
【０２１１】
　ＰＬＰ_ＩＮ　ＢＡＮＤ_Ａ_ＦＬＡＧ：一例で、ＰＬＰ_ＩＮ　ＢＡＮＤ_Ａ_ＦＬＡＧは
、現在のＰＬＰが帯域内タイプＡシグナリング情報を伝達するか否かを表す１ビットフィ
ールドであり得る。例えば、このフィールドが値‘１’に設定される場合、関連ＰＬＰは
、帯域内タイプＡシグナリング情報を伝達する。一例で、ＰＬＰ_ＩＮ-ＢＡＮＤ_Ａ_ＦＬ
ＡＧフィールドが値‘０’に設定される場合、帯域内タイプＡシグナリング情報は伝達す
ることができない。ＰＬＰ_ＡＮＣＨＯＲ_ＦＬＡＧの値が‘０’に設定される場合(すな
わち、アンカーＰＬＰでない場合)、ＰＬＰ_ＩＮ-ＢＡＮＤ_Ａ_ＦＬＡＧの値は‘０’に
設定することができる。
【０２１２】
　ＰＬＰ_ＴＹＰＥ：一例で、ＰＬＰ_ＴＹＰＥは、関連ＰＬＰ_ＭＯＤＥのタイプを表す
３ビットフィールドであり得る。ＰＬＰ_ＴＹＰＥは、以下の＜表４＞によってシグナリ
ングできる。
【０２１３】
【表４】
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【０２１４】
　ＰＬＰ_ＩＳＳＹ_ＭＯＤＥ：一例で、ＰＬＰ_ＩＳＳＹ_ＭＯＤＥは、ＩＳＳＹ-ＢＦ、
ＩＳＳＹ-ＬＦ、あるいはＩＳＳＹ-ＵＰモードが所定のＰＬＰのために使われるか否かを
表す２ビットフィールドであり得る。モードは、下記の＜表５＞によってシグナリングで
きる。
【０２１５】
【表５】

【０２１６】
　＜帯域内タイプＡ＞
【０２１７】
　Ｌ１_ＰＯＳＴ_ＤＥＬＴＡ：一実施形態において、Ｌ１_ＰＯＳＴ_ＤＥＬＴＡは、ＱＡ
ＭセルでＬ１_ＰＲＥシグナリングを伝達する最後のセルと現在のＮＧＨフレームで開始
される最初の論理フレームの最初のセルとの間のギャップを表す２４ビットフィールドで
ある。この値(ＨＥＸ)ＦＦＦＦＦＦは、現在ＮＧＨフレームで新たな論理フレームが開始
されないことを意味する。
【０２１８】
　ＬＣ_ＮＥＸＴ_ＦＲＡＭＥ_ＤＥＬＴＡ：一実施形態で、ＬＣ_ＮＥＸＴ_ＦＲＡＭＥ_Ｄ
ＥＬＴＡは、現在のＮＧＨフレームと現在の論理チャンネルを伝達する次のＮＧＨフレー
ムとの間のＴ周期で相対的タイミングを表す２４ビットフィールドである。
【０２１９】
　ＰＬＰ_ＲＦ_ＩＤＸ_ＮＥＸＴ：一実施形態で、ＬＣタイプＤ　ＰＬＰに対して、ＰＬ
Ｐ_ＲＦ_ＩＤＸ_ＮＥＸＴは、ＰＬＰが発生する次の論理フレーム(ｎ＋２)の次の論理フ
レームで現在のＰＬＰのＲＦ周波数を表す３ビットフィールドである。この値は、Ｌ１_
ＰＲＥのＬＣ_ＣＵＲＲＥＮＴ_ＦＲＡＭＥ_ＲＦ_ＩＤＸにより解析できる。ＬＣタイプＡ
，Ｂ，Ｃに対して、このフィールドは、将来的な使用のために予約できる。
【０２２０】
　図２２は、本発明の一部実施形態による論理フレーム２２１０，２２１２のシーケンス
を含む論理チャンネル構造２２００の一例を示す。
【０２２１】
　しかしながら、この実施形態において、論理チャンネル(ＬＣ)２２００は、各々がＬ１
-ＰＯＳＴシグナリング２２０２で開始される、論理フレーム２２１０，２２１２のシー
ケンスとして定義される。この実施形態例で、ＬＣ２２００は、ネットワークで使用可能
な‘１’～‘Ｎ’個のＲＦ周波数のパターンを介して送信可能な(明瞭性のために簡略化
された例で３個のＲＦ周波数、ＲＦ１　２２１４、ＲＦ２　２２１６、ＲＦ３　２２１８
を有する)。ネットワークにおいて１個の転送ストリームでＭ個の論理チャンネルが存在
できる。
【０２２２】
　論理チャンネルの４個のタイプ、すなわち物理フレームに対するマッピングを表すタイ
プＡ、タイプＢ、タイプＣ、及びタイプＤが定義される。
【０２２３】
　したがって、論理チャンネルは、グループで配列され、グループで単一受信チューナ(t
uner)を使用するグループのすべての論理チャンネルメンバーを受信することが(時々及び
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常に)可能であり、それによって受信器１６００が２個の論理チャンネルを復号化するこ
とが可能になる。
【０２２４】
　論理チャンネルの各グループは、固有識別子ＬＣ_ＧＲＯＵＰ_ＩＤにより識別される。
【０２２５】
　図示されている例で、第１の論理チャンネルＬＣ１　２２２４，２２２６，２２２８及
び第２の論理チャンネルＬＣ２　２２３０，２２３２は、同一のグループに属し、ＬＣ１
　２２２４，２２２６，２２２８はタイプＣで構成され、ＬＣ２はタイプＡで構成される
。(送信器側で)信号プロセッサは、時間ドメインでゼロオーバーラップ(zero　overlap)
を有する論理チャンネルを構成することに留意しなければならない。
【０２２６】
　図２３は、本発明の一部実施形態による論理フレームのシーケンスを含む論理チャンネ
ルタイプＡ構造２３００の一例を示す。
【０２２７】
　図２３を参照すると、一実施形態において、論理チャンネル(ＬＣ)タイプＡは、信号プ
ロセッサにより論理チャンネル２３０８の各論理フレーム(ＬＦ)２３０４，２３０６が単
一ＲＦチャンネル２３０２上で一つの物理ＤＶＢ-ＮＧＨフレーム２３１０にマッピング
される場合に対応するように構成される。したがって、この方式で、各物理ＤＶＢ-ＮＧ
Ｈフレーム２３１０は、信号プロセッサにより論理チャンネル２３０８の一つの論理フレ
ーム２３０４，２３０６のみからセルを含むように構成することができる。所定の論理チ
ャンネル２３０８の論理フレーム２３０４，２３０６を伝達するすべての物理フレームは
、信号プロセッサにより、例えば、フレームインデックス番号(ＦＲＡＭＥ_ＩＤＸ)を除
き、同一の長さ及び同一のＬ１-ＰＲＥシグナリングを有するように構成することができ
る。この方式で、論理フレームと物理ＤＶＢ-ＮＧＨフレームとの間の１：１マッピング
が達成できる。論理チャンネルタイプＡ構造２３００で未来拡張フィールド(ＦＥＦ)２３
１２は、ＤＶＢ-ＮＧＨのＦＥＦであり、ＤＶＢ-Ｔ２システムのＦＥＦでないことに留意
しなければならない。
【０２２８】
　したがって、図２３に示した例において、タイプＡのＬＣ２３０８は、１個のＬＦ２３
０４のすべてのセルにマッピングされ、１個のＬＦ２３０４のすべてのセルは、第２のＬ
Ｆ２３０６(タイプＡの同一のＬＣ２３０８から)のすべてのセルを伝達するために連続し
て使われる同一の物理フレーム２３１０を有する１個の物理フレーム２３１０で伝達され
る。
【０２２９】
　論理チャンネルタイプＡに対して、各論理フレームは第１の論理フレームセルが第１の
物理フレームデータセル(物理フレームで最小データセルアドレス)にマッピングされ、最
後の論理フレームセルが最後の論理フレームデータセル(物理フレームで最大データセル
アドレス)にマッピングされる方式を使用して１個の物理フレームに同期化される。すべ
ての論理フレームは、単一ＲＦ周波数上で伝送される。したがって、論理フレームのシー
ケンスは、物理フレームのシーケンス上で、所定の論理チャンネルを伝達する物理フレー
ム別に正確に１個の論理フレームを用いて伝送される。
【０２３０】
　図２４は、本発明の一部実施形態による論理フレームのシーケンスを含む論理チャンネ
ルタイプＢ構造１１００の一例を示す。
【０２３１】
　図２４を参照すると、論理チャンネルタイプＢは、一実施形態で、信号プロセッサによ
り論理チャンネル(ＬＣ)１１０８の各論理フレーム２４０４，２４０６が単一ＲＦチャン
ネル２４１０上で多重(Ｎ)ＤＶＢ-ＮＧＨ物理フレーム２４０２，２４０３にマッピング
される場合に対応するように構成される。この実施形態において、信号プロセッサは、物
理フレームが同一の長さを有するように配列される。この実施形態で、信号プロセッサは
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、各論理フレームが分割されて同一のＲＦチャンネル２４１０で多重ＤＶＢ-ＮＧＨ物理
フレーム２４０２，２４０３にマッピングされるように配列され、これによって各ＤＶＢ
-ＮＧＨ物理フレーム２４０２，２４０３は、同一の論理チャンネル２４０８の多重論理
フレーム２４０４，２４０６からのセルを含むことができる。信号プロセッサは、すべて
のＤＶＢ-ＮＧＨ物理フレームを構成し、フィールドＬ１_ＰＯＳＴ_ＤＥＬＴＡ及びＦＲ
ＡＭＥ_ＩＤＸを含まない一例で、同一のＬ１_ＰＲＥシグナリング２４１２を有する。し
たがって、この例で、１個の論理フレームは、２個以上のＤＶＢ-ＮＧＨ物理フレームに
時間-多重化できる。
【０２３２】
　論理チャンネルタイプＢに対して、論理フレームセルのストリームは、論理フレームの
第１のセルが物理フレームに含まれているデータセルのうちいずれか一つにマッピングさ
れる方式を使用して、物理フレームデータセルのストリームにマッピングされる。上記し
た最初のセルより以後のＰ個のセルである論理フレームストリームのセルは、上記した第
１の論理フレームがマッピングされる物理フレームセルより以後のＰ個のセルである物理
フレームストリームセルにマッピングされなければならない。論理フレームが現在物理フ
レームで完了しない場合、論理フレームは、物理フレームの第１のデータセルから同一の
論理チャンネルの次の物理フレームで続く。論理フレームが現在物理フレームで完了する
場合、同一の論理チャンネルのその次の論理フレームは、いずれのギャップなしに直ちに
開始される。すべての論理フレームは、単一ＲＦ周波数で伝えられる。論理チャンネルタ
イプＢは、論理チャンネルタイプＡの拡大集合(superset)であり、論理チャンネルタイプ
Ａの拡大集合は特定ケースを含む。
【０２３３】
　図２５は、本発明の一部実施形態による論理フレームのシーケンスを含む論理チャンネ
ルタイプＣ構造２５００の一例を示す。
【０２３４】
　図２５を参照すると、論理チャンネルタイプＣ構造２５００は、信号プロセッサにより
第１の論理チャンネル２５１２，２５１４，２５１６の各論理フレーム及び第２の論理チ
ャンネル２５１８，２５２０，２５２２の各論理フレームが多重(Ｍ)ＲＦチャンネル、Ｒ
Ｆ１　２５０２，ＲＦ２　２５０４，ＲＦ３　２５０６上で多重(Ｎ)物理ＤＶＢ-ＮＧＨ
フレームにマッピングされる場合に対応するように構成される。一実施形態において、異
なるＲＦチャンネル２５０２，２５０４，２５０６からの物理ＤＶＢ-ＮＧＨフレームは
、信号プロセッサにより１個の単一チューナ(図示せず)を有する受信に対して許容される
時間で分離できる。図示されている一実施形態において、異なるＲＦチャンネル２５０２
，２５０４，２５０６からの物理ＤＶＢ-ＮＧＨフレームは、信号プロセッサにより相互
に異なる長さとなるように構成することができる。
【０２３５】
　一実施形態において、各論理フレームは、多重(Ｍ)ＲＦチャンネル２５０２，２５０４
，２５０６上で分割されて多重ＤＶＢ-ＮＧＨ物理フレームをマッピングし、それによっ
て各物理ＤＶＢ-ＮＧＨフレームは、同一の論理チャンネルの多重論理フレームからのセ
ルを含むことができる。
【０２３６】
　一実施形態において、すべての物理ＤＶＢ-ＮＧＨフレームは、信号プロセッサにより
同一のＬ１_ＰＲＥシグナリング２５１０を有するように構成することができ、例えば同
一のＬ１_ＰＲＥシグナリング２５１０は、フィールドＬ１_ＰＯＳＴ_ＤＥＬＴＡ、ＬＣ_
ＣＵＲＲＥＮＴ_ＦＲＡＭＥ_ＰＯＳＩＴＩＯＮ、ＬＣ_ＣＵＲＲＥＮＴ_ＦＲＡＭＥ_ＲＦ_
ＩＤＸ、ＬＣ_ＮＥＸＴ_ＦＲＡＭＥ_ＲＦ_ＩＤＸ、及びＦＲＡＭＥ_ＩＤＸを含めない。
【０２３７】
　したがって、図示の実施形態では、第１の論理チャンネルＬＣ１及び第２の論理チャン
ネルＬＣ２は、全部タイプＣであり、同一のＬＣグループのメンバーであり得る。上記実
施形態で、ＬＣ１は、まず、第１のＲＦチャンネルＲＦ１　２５０２で送信され、その後
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に第２のＲＦチャンネルＲＦ２　２５０４、その次に第２のＲＦチャンネルＲＦ１　２５
０２が送信される。このプロセスは、反復される。
【０２３８】
　図示のような実施形態では、ＬＣ２が第３のＲＦチャンネルＲＦ３　２５０６で送信さ
れ、その後に第２のＲＦチャンネルＲＦ２　２５０４、その次に第３のＲＦチャンネルＲ
Ｆ３　２５０６で送信される。また、このプロセスは反復される。この方式で、各論理チ
ャンネルは、使用される各論理チャンネルの固有サイクル及び固有周波数の集合を有する
。図２５で、(送信)信号プロセッサは、信号の時間及び周波数多重化を用いて異なるＲＦ
チャンネル間をスイッチする受信器に対する時間ギャップを設定する。
【０２３９】
　論理チャンネルタイプＣに対して、論理チャンネルを伝達するために使用される物理フ
レームは、異なるＲＦ周波数で送信され、異なるＲＦ周波数を使用する連続した物理フレ
ームは、時間分離される必要があることを除き、論理フレームは、論理チャンネルタイプ
Ｂに対する方式と同一の方式を使用してマッピングされる。論理チャンネルタイプＣは、
論理チャンネルタイプＢの拡張集合で、この拡張集合は特定ケースを含む。
【０２４０】
　図２６は、本発明の一部実施形態による論理フレーム２６０８，２６１０のシーケンス
を含む論理チャンネルタイプＤ構造２６００の一例を示す。
【０２４１】
　図２６を参照すると、一実施形態では、論理チャンネルタイプＤは、信号プロセッサに
より論理チャンネルの各論理フレームが多重(Ｎ)ＲＦ周波数(明瞭性のために簡略化した
例で図示されている３個のＲＦ周波数２６０２，２６０４，２６０６)上で多重(Ｎ)物理
ＤＶＢ-ＮＧＨフレーム(明瞭性のために簡略化した例で図示されている時間２６０８，２
６１０で３個の物理ＤＶＢ-ＮＧＨフレーム)に１対１でマッピングされる場合に対応する
ように構成される。物理ＤＶＢ-ＮＧＨフレーム２６０８，２６１０は、信号プロセッサ
により同一の長さで時間-同期化されるように構成することができる。この方式で、時間
同期は、物理ＤＶＢ-ＮＧＨフレーム２６０８，２６１０それぞれのプリアンブル(preamb
le)Ｐ１が同一のフレームインデックスを用いて論理チャンネルを伝達して同一の時間で
開始することを可能にする。一実施形態では、物理ＤＶＢ-ＮＧＨフレーム２６０８，２
６１０は、信号プロセッサにより１個の論理フレームのみからのセルを含むように構成さ
れることができ、それによって、一実施形態で、各論理フレームは、すべての同時物理フ
レームで使用可能なように構成することができる。したがって、一実施形態で、１個の論
理フレームは、各々が１個のＲＦチャンネルにマッピングされる時間同期化される物理Ｄ
ＶＢ-ＮＧＨフレームの集合にマッピングされる。
【０２４２】
　論理チャンネルタイプＤの論理フレームは、ＬＣ_ＮＵＭ_ＲＦ列(column)とＬＣ_ＬＦ_
ＳＩＺＥ/ＬＣ_ＮＵＭ_ＲＦ行(row)を有する単一論理フレーム行列で配列される。パラメ
ータＬＣ_ＮＵＭ_ＲＦ及びＬＣ_ＬＦ_ＳＩＺＥは、Ｌ１_ＰＲＥシグナリングを使用して
提供され、各々所定の論理チャンネルに対する１個の論理フレームのＲＦ周波数の個数及
びそのセルサイズを表すことができる。論理チャンネルタイプＤの各論理フレームは、論
理フレームの各列を第１の物理フレームデータセル(物理フレームに含まれている最小デ
ータセルアドレス)にマッピングされる論理フレームの最初のセルと最後の物理フレーム
データセル(物理フレームに含まれている最大データセルアドレス)にマッピングされる最
後の論理フレームセルを有する各列の該当ＲＦ周波数のセルにマッピングされる方式で、
ＲＦ周波数当たり１個の論理フレームを有する、１個の並列物理フレームの集合に同期化
する。したがって、論理フレームのシーケンスは、物理フレームの各集合当たり正確に１
個の論理フレームを有し、ＲＦ周波数当たり１個の物理フレームを有する物理フレームの
集合のシーケンスを用いて伝えられる。所定の論理タイプＤを伝達するために使用される
ＲＦ周波数の集合が構成可能である。
【０２４３】
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　図２７Ａ及び図２７Ｂは、本発明の一部実施形態による論理チャンネル構造２７００で
Ｌ１_Ｐｒｅシグナリングフィールドの表の一例を示す。
【０２４４】
　図２７Ａ及びＢを参照すれば、一実施形態で、すべての同期化される物理フレームは上
記したフィールドを除き、同一のＬ１_ＰＲＥシグナリングを有するように構成すること
ができる。論理チャンネル構造２７００に含まれているＬ１_ＰＲＥシグナリングフィー
ルドの表の一列に含まれている新しいフィールドの個数は、信号プロセッサにより導入さ
れる。
【０２４５】
　Ｌ１_ＰＯＳＴ_ＤＥＬＴＡ：一例で、Ｌ１_ＰＯＳＴ_ＤＥＬＴＡは、ＱＡＭセルでＬ１
-ＰＲＥシグナリングを伝達する最後のセルと現在のＮＧＨフレームで開始する最初の論
理フレームの最初のセルとの間のギャップを表す２４ビットフィールドであり得る。この
値(ＨＥＸ)ＦＦＦＦＦＦは、いかなる新たな論理フレームも現在のＮＧＨフレームで開始
されないことを意味するように構成できる。
【０２４６】
　ＬＣ_ＧＲＯＵＰ_ＩＤ：一例で、ＬＣ_ＧＲＯＵＰ_ＩＤは、(現在のＮＧＨフレームで
伝達される)現在の論理チャンネルが属している論理チャンネルのグループの識別子(ＩＤ
)を提供する２ビットフィールドであり得る。一部実施形態において、、単一チューナを
用いて論理チャンネルグループのすべての論理チャンネルメンバーを受信することができ
る。
【０２４７】
　ＬＣ_ＮＵＭ：一例で、ＬＣ_ＮＵＭは、現在のＮＧＨフレームで伝達可能な(すなわち
、そのＩＤがＬＣ_ＧＲＯＵＰ_ＩＤにより与えられた)現在のＬＣグループの論理チャン
ネルメンバーの全体個数を表す３ビットフィールドであり得る。一実施形態で、ＬＣ_Ｎ
ＵＭの最小値は、‘１’に設定することができる。
【０２４８】
　ＬＣ_ＩＤ：一例で、ＬＣ_ＩＤは、現在のＤＶＢ-ＮＧＨフレームで伝達される現在の
論理チャンネルの識別子(ＩＤ)を表す３ビットフィールドであり得る。一例で、ＬＣ_Ｉ
Ｄの値は、‘０’から‘ＬＣ_ＮＵＭ-１’までの範囲で構成することができる。
【０２４９】
　ＬＣ_ＴＹＰＥ：一例で、ＬＣ_ＴＹＰＥは、現在のＮＧＨフレームで伝達される現在の
論理チャンネルのタイプを表す３ビットフィールドであり得る。
【０２５０】
　ＬＣ_ＮＵＭ_ＲＦ：一例で、ＬＣ_ＮＵＭ_ＲＦは、現在の論理チャンネルにより使用さ
れるＲＦチャンネルの個数ＮＲＦを表す３ビットフィールドであり得る。周波数は、Ｌ１
-ＰＯＳＴシグナリングの構成可能パラメータ内でリストできる。
【０２５１】
　ＬＣ_ＣＵＲＲＥＮＴ_ＦＲＡＭＥ_ＲＦ_ＰＯＳ：一例で、ＬＣ_ＣＵＲＲＥＮＴ_ＦＲＡ
ＭＥ_ＲＦ_ＰＯＳは、現在の論理チャンネルにより使用されるＲＦチャンネのサイクルで
現在のＤＶＢ-ＮＧＨフレームのＲＦチャンネルの位置を表す３ビットフィールドであり
得る。
【０２５２】
　ＬＣ_ＣＵＲＲＥＮＴ_ＦＲＡＭＥ_ＲＦ_ＩＤＸ：一例で、ＬＣ_ＣＵＲＲＥＮＴ_ＦＲＡ
ＭＥ_ＲＦ_ＩＤＸは、現在の論理チャンネルを伝達するために使用される現在のＤＶＢ-
ＮＨＧフレームのＲＦチャンネルのインデックスを表す３ビットフィールドであり得る。
【０２５３】
　ＬＣ_ＮＥＸＴ_ＦＲＡＭＥ_ＲＦ_ＩＤＸ：一例で、ＬＣ_ＮＥＸＴ_ＦＲＡＭＥ_ＲＦ_Ｉ
ＤＸは、現在の論理チャンネルを伝達するために使用される次のＤＶＢ-ＮＧＨフレーム
のＲＦチャンネルのインデックスを表す３ビットフィールドであり得る。
【０２５４】



(42) JP 6312150 B2 2018.4.18

10

20

30

40

50

　ＬＣ_ＮＥＸＴ_ＦＲＡＭＥ_ＤＥＬＴＡ：一例で、ＬＣ_ＮＥＸＴ_ＦＲＡＭＥ_ＤＥＬＴ
Ａは、現在のＮＧＨフレームと現在の論理チャンネルを伝達する次のＮＧＨフレームとの
間のＴ周期での相対的タイミングを表す２４ビットフィールドであり得る。
【０２５５】
　図２８は、本発明の上記した実施形態により、一部の信号プロセッサにより導入される
論理チャンネルタイプ(ＬＣタイプ)２８００の表の一例を示す。
【０２５６】
　図２８を参照すると、次のようである。
【０２５７】
　ＬＣ_ＴＹＰＥ-Ａ２８０２：この例で、ＬＣ_ＴＹＰＥ-Ａ２８０２は、単一ＲＦチャン
ネルで伝送される論理チャンネルを表す３ビットフィールドであり得る。論理チャンネル
の各論理フレームは、１個のＮＧＨフレームで伝送される。これは、バンドリング(bundl
ing）が時間ドメイン又は周波数ドメインで使用されない場合である。
【０２５８】
　ＬＣ_ＴＹＰＥ-Ｂ２８０４：この例で、ＬＣ_ＴＹＰＥ-Ｂ２８０４は、単一ＲＦチャン
ネルで伝送される論理チャンネルを表す３ビットフィールドであり得る。論理チャンネル
の各論理フレームは、１個以上のＮＧＨフレームで伝送することができる。これは、(例
えば、単一ＲＦチャンネル上でＮＧＨフレームにわたって)バンドリングが時間ドメイン
で使用される場合である。
【０２５９】
　ＬＣ_ＴＹＰＥ-Ｃ２８０６：この例で、ＬＣ_ＴＹＰＥ-Ｃ２８０６は、１個以上のＲＦ
チャンネルを伝達する論理チャンネルを表す３ビットフィールドであり得る。論理チャン
ネルの各論理フレームは、１個以上のＲＦチャンネル上で１個以上のＮＧＨフレームで伝
送することができる。これは、(すなわち、多重ＲＦチャンネル上の時間ドメインでＮＧ
Ｈフレームにわたって)バンドリングが時間ドメイン及び周波数ドメインで使用される場
合である。
【０２６０】
　ＬＣ_ＴＹＰＥ-Ｄ２８０８：この例で、ＬＣ_ＴＹＰＥ-Ｄ２８０８は、論理チャンネル
が一つ以上のＲＦチャンネルで伝送されることを表す３ビットフィールドであり得る。論
理チャンネルの各論理フレームは、ＲＦ周波数別に１個のＮＧＨフレームを有する並列及
び時間-同期化したＮＧＨフレームの集合で伝送することができる。これは、時間周波数
スライシング(Time　Frequency　Slicing：ＴＦＳ)が使用される(すなわち、各々が異な
るＲＦ周波数上の、時間-同期化したＮＧＨフレームの集合にわたる)場合である。
【０２６１】
　図示のように、他の使用可能なビットパターンは、将来的に使用される２８１０のため
に予約され得る。
【０２６２】
　図２９は、本発明の一部実施形態による論理チャンネルを受信する受信器の初期スキャ
ニング動作２９００の一例を示すフローチャートである。
【０２６３】
　図２９を参照すると、信号プロセッサ、すなわち図１６の信号プロセッサ１２５０，１
２５２は、ステップ２９０４で、全体ＲＦ周波数がスキャンしたか否かを判定する。ステ
ップ２９０４で、すべてのＲＦ周波数がスキャンされない場合、信号プロセッサ１２５０
，１２５２は、ステップ２９０６でＲＦ周波数を選択する。信号プロセッサ１２５０，１
２５２は、その後にステップ２９０８でＰ１を検出し、ステップ２９０６から選択された
ＲＦ周波数がステップ２９１０でサポートされる信号であるか否かを判定する。判定の結
果、信号がサポートされる場合、ステップ２９１２で信号プロセッサ１２５０，１２５２
は、Ｌ１_ＰＲＥを復号化する。そうでないと、信号がサポートされない場合、信号プロ
セッサは、ステップ２９０８に戻ってＰ１を検出する。Ｌ１_ＰＲＥがステップ２９１２
で復号化された場合、信号プロセッサ１２５０，１２５２は、ＬＣ　ＩＤがステップ２９
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１４で既にスキャンされたか否かを判定する。ＬＣ　ＩＤがステップ２９１４で既にスキ
ャンされた場合、信号プロセッサ１２５０，１２５２は、ステップ２９１６で現在のＬＣ
に対して指示される次のＲＦ以外の異なるＲＦに移動した後、ステップ２９１２に戻って
Ｌ１_ＰＲＥを復号化する。ＬＣ　ＩＤがステップ２９１４で既にスキャンされていない
場合、信号プロセッサ１２５０，１２５２は、Ｌ１-ＰＯＳＴがステップ２９１８で使用
可能であるか否かを判定する。
【０２６４】
　Ｌ１-ＰＯＳＴがステップ２９１８で使用可能でない場合、信号プロセッサ１２５０，
１２５２は、ステップ２９２０で現在のＬＣの次のＲＦに移動し、ステップ２９１２に戻
ってＬ１_ＰＲＥを復号化する。Ｌ１-ＰＯＳＴが使用可能である場合、信号プロセッサ１
２５０，１２５２は、ステップ２９２２でＬ１-ＰＯＳＴを復号化し、ステップ２９０４
に戻り、すべてのＲＦ周波数がスキャンされたか否かを判定する前にステップ２９２４で
Ｌ１-ＣＯＮＦを抽出する。すべてのＲＦ周波数がスキャンされた場合、信号プロセッサ
１２５０，１２５２は、ステップ２９０２で初期スキャニング動作を終了する。
【０２６５】
　したがって、このような方式で、初期スキャニングステップの間、受信器は、各ＬＣに
より使用される(ステップ２９２４で、ＲＦチャンネル及び反復パターン及びサイクル、
順序、インデックス、及び中心周波数を介して各ＬＣにより使用される)周波数ホッピン
グパターンを獲得することが可能である。
【０２６６】
　図３０は、本発明の一部実施形態による論理チャンネルを受信する受信器のノーマル受
信動作３０００のフローチャートの一例を示す。
【０２６７】
　図３０を参照すると、信号プロセッサ、すなわち図１６の信号プロセッサ１２５０，１
２５２は、ステップ３００２で所望のＬＣ及びＰＬＰを決定する。すると、信号プロセッ
サ１２５０，１２５２は、ステップ３００６でＰ１を検出する前に、ステップ３００４で
最初のＲＦ周波数を選択する。その後、信号プロセッサ１２５０，１２５２は、ステップ
３００８で、信号がサポートされるか否かを判定する。信号がステップ３００８でサポー
トされない場合、信号プロセッサ１２５０，１２５２は、ステップ３００６に戻ってＰ１
を更に検出する。信号がステップ３００８でサポートされる場合、信号プロセッサ１２５
０，１２５２は、ステップ３０１０で、Ｌ１_ＰＲＥフィールドを復号化する。ステップ
３０１２で、信号プロセッサ１２５０，１２５２は、現在のＬＣが所望するＬＣであるか
否かを判定する。現在のＬＣがステップ３０１２で所望するＬＣでない場合、信号プロセ
ッサ１２５０，１２５２は、その後にステップ３０１６で現在の所望しないＬＣのすべて
の次のＲＦ周波数を導出及び記録し、ステップ３０１０に戻ってＬ１_ＰＲＥを復号化す
る前に、ステップ３０１４で、現在の所望しないＬＣ又は以前の所望しないＬＣが次のＲ
Ｆ周波数と異なるＲＦ周波数に移動する。
【０２６８】
　現在のＬＣがステップ３０１２で所望するＬＣである場合、信号プロセッサ１２５０，
１２５２は、ステップ３０１８でＬ１-ＰＯＳＴが使用可能であるか否かを判定する。そ
の判定結果、Ｌ１-ＰＯＳＴが使用可能でない場合、信号プロセッサ１２５０，１２５２
は、ステップ３０１０に戻ってＬ１-ＰＲＥを復号化する前にステップ３０２０で現在の
ＬＣの次のＲＦチャンネルに移動する。
【０２６９】
　その結果、ステップ３０１８でＬ１-ＰＯＳＴが使用可能である場合、信号プロセッサ
１２５０，１２５２は、ステップ３０２２でＬ１-ＰＯＳＴを復号化し、所望するＰＬＰ
をステップ３０２４に復号化する。その後、信号プロセッサ１２５０，１２５２は、帯域
内シグナリングを抽出し、ステップ３０２８に進行する前に、ステップ３０２６で時間及
び周波数で所望するＰＬＰを追跡する。
【０２７０】
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　したがって、このような連続する受信段階で、所望するＬＣのＬＦを位置させることを
可能にするために、受信器は、ＮＧＨフレームごとにＬ１_ＰＲＥを復号化し、分析する
必要がない。ＬＣに関連したＬ１-ＰＲＥシグナリング及びそのＬＦをＮＧＨフレームに
マッピングすることは、初期スキャニング段階及び初期受信段階でより速い獲得を有利に
する。
【０２７１】
　構成可能Ｌ１-ＰＯＳＴシグナリング(Ｌ１-ＣＯＮＦ)の信号フィールドの一例は、＜表
６＞のように示される。
【０２７２】
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【０２７３】
　論理チャンネル構造２７００で、Ｌ１-ＣＯＮＦシグナリングフィールドの表の例内に
含まれている複数の新規フィールドは、信号プロセッサにより導入される。
【０２７４】
　ＬＣ_ＮＵＭ_ＬＦ：この８ビットフィールドは、現在論理チャンネルの現在論理スーパ
ーフレームに含まれている論理フレームの個数を表す。このフィールドの最小値は、‘１
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’である。
【０２７５】
　ＬＣ_ＬＦ_ＳＩＺＥ：この２２ビットフィールドは、ＱＡＭセルで、現在論理チャンネ
ルの現在論理スーパーフレームに含まれている毎論理フレームのサイズを表す。
【０２７６】
　下記のようなフィールドは、周波数ループで現れる。
【０２７７】
　ＬＣ_ＲＦ_ＩＤＸ：この３ビットフィールドは、このループ内にリストされている各周
波数のインデックスを表す。ＬＣ_ＲＦ_ＩＤＸ値は、０とＬＮＣ_ＮＵＭ_ＲＦ１との間の
固有値で割り当てられる。多重ＲＦチャンネルにわたった周波数生成又はスライシングの
場合(すなわち、ＬＣ_ＴＹＰＥ＝‘０１ｘ’及びＬＣ_ＮＵＭ_ＲＦ＞１)、このフィール
ドは、現在の論理チャンネルの構造内で各周波数のインデックスを表す。
【０２７８】
　ＬＣ_ＲＦ_ＰＯＳ：この８ビットフィールドは、現在論理チャンネルの論理フレームを
伝達するために使用されるＲＦチャンネルの１サイクルで、このループ内でリストされて
いる各周波数の位置を表す。現在の論理チャンネルが１個の単一ＲＦチャンネルを使用す
る場合(すなわち、ＬＣ_ＮＵＭ_ＲＦ＝１)、このフィールドの値は、‘１１１１１１１１
’と同一でなければならない。このフィールドを表す８ビットのシーケンスでｉ番目のビ
ット位置での‘１’と同一の値は、ＬＣ_ＲＦ_ＩＤＸにより与えられたインデックスを有
するＲＦチャンネルが現在の論理チャンネルの論理フレームを伝達するＲＦチャンネルの
サイクルでのｉ番目の位置で使用されることを表す。所定の論理の論理フレームを伝達す
るＲＦチャンネルの１サイクルの最大長さは、８である。
【０２７９】
　ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ：この３２ビットフィールドは、そのインデックスがＬＣ_ＲＦ_Ｉ
ＤＸであるＲＦチャンネルの中心周波数をＨｚを用いて表す。論理チャンネル構造内の周
波数の順序は、ＬＣ_ＲＦ_ＩＤＸにより指示される。ＦＲＥＱＵＥＮＣＹの値は、周波数
が信号を構成する時間で知られないことを表す‘０’に設定することができる。このフィ
ールドが０に設定される場合、受信器により周波数として解析されてはならない。
【０２８０】
　このＦＲＥＱＵＥＮＣＹフィールドは、多重ＲＦチャンネルが使用される場合(すなわ
ち、ＬＣ_ＴＹＰＥ＝‘０１ｘ’及びＬＣ_ＮＵＭ_ＲＦ＞１)、論理チャンネル構造の一部
を形成する信号を検索することを補助するために受信器によって使用され得る。値が一般
的にメイン送信器で設定され、送信器(transposer)で変更されないため、このフィールド
の正確性は信頼されてはならない。
【０２８１】
　ＰＬＰ_ＦＩＲＳＴ_ＬＦ_ＩＤＸ：この８ビットフィールドは、現在のＰＬＰを伝達す
る論理スーパーフレームの第１の論理フレームのインデックスを表す。ＰＬＰ_ＦＩＲＳ
Ｔ_ＬＦ_ＩＤＸの値は、ＰＬＰ_ＬＦ_ＩＮＴＥＲＶＡＬの値より小さくなければならない
。
【０２８２】
　ＰＬＰ_ＬＦ_ＩＮＴＥＲＶＡＬ：この８ビットフィールドは、論理スーパーフレーム内
の該当するＰＬＰからのセルを伝達する任意の２個の論理フレーム間の複数の論理フレー
ムで区間(ＩJUMP)を表す。論理スーパーフレームの論理フレームごとに現れないＰＬＰに
対して、このフィールドの値は、連続的な論理フレーム間の区間と同一でなければならな
い。例えば、ＰＬＰが論理フレーム１，４，７で現れる場合、このフィールドは、‘３’
に設定される。論理フレームごとに現れるＰＬＰに対して、このフィールドは、‘１’に
設定されなければならない。
【０２８３】
　動的Ｌ１-ＰＯＳＴシグナリング(Ｌ１-ＤＹＮ）のシグナリングフィールドの一例は、
下記の＜表７＞のように表現される。
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【表７】

【０２８５】
　論理チャンネル構造２７００で、Ｌ１-ＤＹＮシグナリングフィールドの表の例に含ま
れている複数の新たなフィールドは、信号プロセッサにより導入される。
【０２８６】
　ＬＦ_ＩＤＸ：この８ビットフィールドは、現在の論理スーパーフレーム内の現在の論
理フレームのインデックスである。論理スーパーフレームの最初の論理フレームのインデ
ックスは、‘０’に設定されなければならない。
【０２８７】
　一部の実施形態において、フローチャートに示されている一部又はすべてのステップは
、ハードウェアで実現でき、フローチャートに示されている一部又はすべてのステップは
、ソフトウェアで実現できる。帯域内シグナリングタイプＡのシグナリングフィールドの
一例は、次の＜表８＞のように示される。
【０２８８】
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【０２８９】
　Ｌ１_ＰＯＳＴ_ＤＥＬＴＡ：この２４ビットフィールドは、ＱＡＭセルで、Ｌ１_ＰＲ
Ｅシグナリングを伝達する最後のセルと現在のＮＧＨフレームで開始される最初の論理フ
レームの最初のセルとの間のギャップを表す。値(ＨＥＸ)ＦＦＦＦＦＦは、現在のＮＧＨ
フレームでいかなる新たな論理フレームも開始しないことを表す。
【０２９０】
　ＬＣ_ＮＥＸＴ_ＦＲＡＭＥ_ＤＥＬＴＡ：この２４ビットフィールドは、現在のＮＧＨ
フレームと現在の論理チャンネルを伝達する次のＮＧＨフレームとの間のＴ周期での相対
的タイミングを表す。
【０２９１】
　ＰＬＰ_ＲＦ_ＩＤＸ_ＮＥＸＴ：ＬＣ　ｔｙｐｅ　Ｄ　ＰＬＰに対して、この３ビット
フィールドは、ＰＬＰが発生する次の論理フレーム以後の論理フレームで現在のＰＬＰの
ＲＦ周波数を表す。この値は、Ｌ１_ＰＲＥのパラメータＬＣ_ＣＵＲＲＥＮＴ_ＦＲＡＭ
Ｅ_ＲＦ_ＩＤＸによって解析されなければならない。ＬＣタイプＡ，Ｂ，及びＣに対して
、このフィールドは、将来的な使用のために予約される。
【０２９２】
　図３１は、本発明の一部実施形態による伝達システムにおけるデータサービスの伝送に
対するステージでの全体的な概要(overview)３１００を示す。
【０２９３】
　図３１を参照すると、第１のステージは、転送階層３１２０にわたって、送信階層３１
３０でサービス階層３１１０からデータＰＬＰ３１３２にデータサービス３１１２をマッ
ピングさせることを含む。多様なデータサービス３１１２は、転送階層３１２０でコンポ
ーネント部分３１２２に分割され、ＰＬＰ３１３２にマッピングされる。転送階層３１２
０での制御データ３１２４は、送信階層３１３０で一つ以上の共通ＰＬＰ３１３４にマッ
ピングされる。
【０２９４】
　第２のステージは、本発明の一部の実施形態により、ＰＬＰ３１３２，３１３４を論理
チャンネル、例えば第１のＬＣ(ＬＣ１)３１３６及び第２のＬＣ(ＬＣ２)３１３８にマッ
ピングする。
【０２９５】
　第３のステージは、本発明の一部の実施形態により、スケジューラ/マルチプレクサ３
１４０を介して伝達システムにより使用される異なるＲＦチャンネル３１４２で物理フレ
ームで論理チャンネル３１３６，３１３８のマッピングを提供する。
【０２９６】
　本発明の一部側面がＤＶＢ-ＮＧＨシステムに対するその適用可能性を参照して説明し
たが、本発明は、このような特定無線ブロードキャスティングシステムに限定されないこ
とがわかる。上記したコンセプトは、他の無線ブロードキャスティング及び通信システム
に適用されることが予想される。また、本発明の一部の実施形態は、既存のＤＶＢ-Ｔ２
システムに“ピギーバック”されるＤＶＢ-ＮＧＨシステムに対するその適用可能性を参
照し、例えば以前に割り当てられた未来拡張フィールド(ＦＥＦ)を使用して説明したが、
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本発明は、新たな独立型(stand-alone)ＤＶＢ-ＮＧＨ(又は類似した)システムに適用され
ることが理解できる。
【０２９７】
　従来のＤＶＢ-Ｔ２システムを考慮して、上記したようなコンセプトは、(受信側及び送
信側の各々で各プロセッサの構成及び制御、プロセッシング符号化あるいは復号化により
)少なくとも一つ以上の下記のような新規な特徴を説明する。
【０２９８】
　ＱＡＭセルで固定した能力を有する論理フレーム及びＬ１-ＰＯＳＴ(論理シグナリング
)、共通ＰＬＰ、データＰＬＰ(異なるタイプの順序で)、補助ストリーム、及びダミーセ
ルを有する論理フレーム構造のコンセプト、
【０２９９】
　構成可能シグナリングが１個の論理スーパーフレーム内で定数に維持される論理スーパ
ーフレーム及び他の特性のコンセプト、
【０３００】
　同期目的のためにＬＣの論理フレームごとに伝達されるＩＳＳＹフィールド(帯域内タ
イプＢ)、
【０３０１】
　時間及び周波数ドメインを通じるバンドリング及びスライスを有する論理フレームと、
この論理フレーム及び論理スーパーフレームを物理フレームにマッピングするための異な
る論理チャンネルタイプのコンセプト、
【０３０２】
　論理チャンネルグループのコンセプト、ここでグループのすべてのＬＣメンバーが一つ
の単一チューナを用いて受信するように時間で十分に分離されるそのスロットを有する(
例えば、受信器が１個の単一チューナで同一のＬＣグループの多重ＬＣを受信することが
できる)、
【０３０３】
　＜上記のすべての特徴を反映する最適化した階層１のシグナリング＞
【０３０４】
　したがって、本発明の上記したような実施形態は、以上に説明したような新たなコンセ
プト及び/又は新たなデータフォーマットの各々を可能にするために送信及び受信側で両
方とも信号プロセッサを説明する。各信号プロセッサは、プロセッサの動作に関連した方
法と共に、送信又は受信通信ユニットについて説明される。これら動作方法は、任意のコ
ンピュータ基盤の製品により遂行される実行可能なコードで格納され得る。
【０３０５】
　図３２は、本発明の実施形態により、信号プロセッシング機能を実現するように採用さ
れる代表的なコンピュータシステム３２００を示す。このようなタイプのコンピュータシ
ステムは、アクセスポイント及び無線通信ユニットで使用できる。また、関連技術分野の
当業者は、他のコンピュータシステム又は構造を用いて本発明の実施形態を実現する方法
を認識する。
【０３０６】
　図３２を参照すると、コンピュータシステム３２００は、例えばデスクトップ、ラップ
トップあるいはノートブックコンピュータ、携帯用コンピュータデバイス(ＰＤＡ、携帯
電話、パームトップ(palmtop)など)、メインフレーム、サーバ、クライアント、あるいは
他の任意のタイプの所定のアプリケーション又は環境に対して、実施形態又は適合できる
特別なあるいは一般的な目的のコンピュータデバイスを表すことができる。コンピュータ
システム３２００は、プロセッサ３２０４のような一つ以上のプロセッサを含むことがで
きる。プロセッサ３２０４は、例えばマイクロプロセッサ、マイクロ制御器、あるいは他
の制御モジュールのような一般的なあるいは特定目的のプロセッシングエンジンを用いて
実現することができる。この実施形態で、プロセッサ３２０４は、バス３２０２又は他の
通信媒体に接続する。
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【０３０７】
　また、コンピュータシステム３２００は、情報とプロセッサ３２０４により実行される
命令を格納するランダムアクセスメモリ(ＲＡＭ)又は他の動的メモリのようなメインメモ
リ３２０８を含むことができる。また、メインメモリ３２０８は、プロセッサ３２０４に
より実行される命令の実行中に臨時変数又は他の中間情報を格納するために使用すること
ができる。コンピュータシステム３２００は、プロセッサ３２０４に対する固定情報及び
命令を格納する読み取り専用メモリ(Read　Only　Memory：ＲＯＭ)あるいはバス３２０２
に接続される他の静的(static)格納デバイスを含むことができる。
【０３０８】
　さらに、コンピュータシステム３２００は、例えばメディアドライブ３２１２と除去可
能な格納インターフェース３２２０を含む情報格納システム３２１０を含むことができる
。メディアドライブ３２１２は、ハードディスクドライブ、フロッピー（登録商標）ディ
スクドライブ、磁気テープドライブ(magnetic　tape　drive)、光ディスクドライブ、コ
ンパクトディスク(ＣＤ)あるいはデジタルビデオドライブ(ＤＶＤ)読み取り又は書き込み
ドライブ(Ｒ又はＲＷ)、あるいは他の除去可能あるいは固定したメディアドライブのよう
な固定したあるいは除去可能な格納媒体をサポートするドライブあるいは他のメカニズム
を含むことができる。格納メディア３２１８は、例えばハードディスク、フロッピー（登
録商標）ディスク、磁気テープ、光ディスク、ＣＤ又はＤＶＤ、あるいは他のメディアド
ライブ３２１２により、固定あるいは読み取り及び書き込み除去可能なメディアを含むこ
とができる。図示されている実施形態のように、格納メディア３２１８は、特定コンピュ
ータソフトウェアあるいはそれに格納されたデータを有するコンピュータ-読み取り可能
格納媒体を含むことができる。
【０３０９】
　他の実施形態において、情報格納システム３２１０は、コンピュータプログラムあるい
は他の命令語あるいはデータがコンピュータシステム３２００にローディングされること
を許容する他の類似したコンポーネントを含むことができる。上記のようなコンポーネン
トは、例えば、除去可能格納ユニット３２２２、プログラムカートリッジ、カートリッジ
インターフェースのようなインターフェース３２２０、除去可能なメモリ(例えば、フラ
ッシュメモリ又は他の除去可能メモリモジュールとメモリスロット、他の除去可能格納ユ
ニット３２２２、及びソフトウェア及びデータを除去可能格納ユニット３２１８からコン
ピュータシステム３２００に伝送されることを許容するインターフェース３２２０を含む
ことができる。
【０３１０】
　また、コンピュータシステム３２００は、通信インターフェース３２３４を含むことが
できる。通信インターフェース３２３４は、コンピュータシステム３２００と外部デバイ
スとの間でソフトウェア及びデータを伝送させるように許容するために使用することがで
きる。通信インターフェース３２３４の実施形態は、モデム、(イーサネット(Ethernet：
登録商標)あるいは他のＮＩＣカードのような)ネットワークインターフェース、(例えば
、ユニバーサルシリアルバス（Universal　Serial　Bus：ＵＳＢ)ポートのような)通信ポ
ート、ＰＣＭＣＩＡスロット及びカードなどを含むことができる。通信インターフェース
３２３４を通じて伝送されるソフトウェア及びデータは、電気的、電磁気的、及び光学的
になる信号、あるいは通信インターフェース３２３４により受信される他の信号の形態で
ある。これら信号は、チャンネル３２２８を介して通信インターフェース３２３４に提供
される。このチャンネル３２２８は、信号を伝達し、無線媒体、有線又はケーブル、光フ
ァイバ、あるいは他の通信媒体を用いて実現することができる。チャンネルの一部例は、
電話ライン、移動電話リンク、ＲＦリンク、ネットワークインターフェース、ローカルあ
るいは広域ネットワーク、及び他の通信チャンネルを含む。
【０３１１】
　本願で、用語“コンピュータプログラム製品”、“コンピュータ読み取り可能媒体”は
、一般的に一例として、メモリ３２０８、格納デバイス３２１０、又は格納ユニット３２
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２２のようなメディアを参照して使用することができる。これら及びコンピュータ読み取
り可能メディアの他の形態は、プロセッサが特定動作を遂行することを招く、プロセッサ
３２０４により使用される一つ以上の命令語を格納することができる。一般的に(コンピ
ュータプログラムあるいは他のグルーピングの形態でグルーピングされる)‘コンピュー
タプログラムコード’と称される命令語は、実行される場合、コンピュータシステム３２
００が本発明の実施形態の機能を遂行することを可能にする。コードは、直接にプロセッ
サがこのためにコンパイルされる、及び/あるいはこのために他のソフトウェア、ハード
ウェア、及び/又はファームウェアエレメント(例えば、標準機能を実行するライブラリ(l
ibrary)）と組み合わせる特定動作を実行することを招くことに留意しなければならない
。
【０３１２】
　エレメントがソフトウェアを用いて実現される一実施形態で、ソフトウェアは、コンピ
ュータ読み取り可能媒体に格納でき、例えば除去可能格納ドライブ３２２２、ドライブ３
２１２又は通信インターフェース３２３４を用いてコンピュータシステム３２００にロー
ディングできる。制御モジュール(この実施形態では、ソフトウェア命令語あるいはコン
ピュータプログラムコード）は、プロセッサ３２０４により実行される場合、プロセッサ
３２０４は、ここで説明されることと共に本発明の機能を遂行するようになる。
【０３１３】
　特に、上記したような本発明のコンセプトは、上記したような動作のうちいずれか一つ
を遂行するために構成される信号プロセッサを含む集積回路に対する半導体製造社により
適用可能であることが予想される。さらに、本発明のコンセプトは、無線分散に対する信
号を構成し、処理し、符号化及び/又は復号化する回路に適用することができる。また、
例えば、半導体製造社は、デジタル信号プロセッサのような独立型デバイス、あるいは注
文型半導体(Application-Specific　Integrated　Circuit：ＡＳＩＣ)及び/又は他のサブ
システムエレメントの設計の際に、本発明のコンセプトを採用することができる。
【０３１４】
　明瞭性の目的のために、上記説明は、異なる機能ユニット及びプロセッサを参照して本
発明の実施形態を説明したことがわかる。しかしながら、異なる機能ユニットあるいはプ
ロセッサ間の機能性の適合した分散は、例えば、信号プロセッサ１２５０，１２５２に関
して、本発明から外れずに使用できることは明らかである。例えば、分離されたプロセッ
サ又は制御器により実行される図示の機能性は、同一のプロセッサあるいは制御器により
実行され得る。それによって、特定の機能ユニットに対する参照番号は、厳格な論理ある
いは物理構造又は組織の指示よりは、上記したような機能性を提供する適合した手段に対
する参照番号として理解する。
【０３１５】
　本発明の側面は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアあるいはそれらの組み
合わせを含む適合した形態で実現することができる。本発明は、選択的に、少なくとも部
分的には、一つ以上のデータプロセッサで実行されるコンピュータソフトウェア及び/又
はデジタル信号プロセッサあるいはＦＰＧＡデバイスのような構成可能モジュールコンポ
ーネントとして実現することができる。したがって、エレメント及び本発明の一実施形態
のコンポーネントは、適合した方式を使用して物理的に、機能的に、論理的に実現するこ
とができる。実質的に、機能性は、単一ユニット、あるいは複数のユニットを用いて、あ
るいは他の機能ユニットの一部として実現することができる。
【０３１６】
　本発明が一部の実施形態に関連して説明しても、ここでは特定形態に限定されるように
意図されない。その上、本発明の権利範囲は、以下の請求項により制限される。その上、
特徴が特定実施形態と関連して説明されても、本発明の技術分野の当業者は、上記したよ
うな実施形態の多様な特徴が本発明により結合されることを認識できる。請求項で、‘含
む(comprising)’との用語は、他のエレメントあるいはステップの存在を排除しない。
【０３１７】
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　さらに、別途にリストされてあっても、複数の手段と、エレメントあるいは方法のステ
ップは、例えば単一ユニットあるいはプロセッサにより実現することができる。追加的に
、個別的な特徴が異なる請求項に含まれても、これらは可能なかぎり有利に組み合わせら
れ、相互に異なる請求項での包含事項は、特徴の結合が実現できず、及び/あるいは有利
でないことを暗示しない。また、１個のカテゴリーの請求項で特徴の包含事項は、該当カ
テゴリーに対する限定を暗示しないが、その特徴は、適合した場合、他の請求項のカテゴ
リーにも同一に適用可能であることを表す。
【０３１８】
　したがって、デジタルビデオ放送システムにおけるデータストリームの送信及び受信に
関連した信号プロセッサ、通信ユニット、通信システム、及びその方法が説明され、従来
技術の上記したような短所が格段に緩和される。
【０３１９】
　以上、本発明の詳細な説明において具体的な実施形態に関して説明したが、特許請求の
範囲を外れない限り、様々な変更が可能であることは、当該技術分野における通常の知識
を持つ者には明らかである。したがって、本発明の範囲は、前述の実施形態に限定される
ものではなく、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものに基づいて定められるべきで
ある。
【符号の説明】
【０３２０】
　　１００　フレーム構成
　　１０２　データサービス
　　１０４　データサービス
　　１０６　ストリーム
　　１１２　プリアンブルセクション
　　１１４　データセクション
　　１１６　ＦＥＦスロット
　　１１８　送信されるフレーム
　　２００　フレーム
　　２０２　プリアンブルセクション
　　２０４　データセクション
　　２０６　Ｐ１
　　２０８　Ｌ１_ｐｒｅ
　　２１０　Ｌ１-Ｃｏｎｆｉｇ
　　２１２　Ｌ１-Ｄｙｎ
　　２１４　Ｌ１-Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ
　　２１６　ＣＲＣ
　　２１８　Ｌ１　Ｐａｄｄｉｎｇ
　　３０２　定数データ
　　３０４　構成データ
　　１１００　サービスプロバイダ
　　１１０２　ネットワークオペレータ
　　１１０４　サービス
　　１１０６　制御データ
　　１１０８　ネットワークゲートウェイ
　　１１１０　ＰＬＰ
　　１１１２　制御データ
　　１１１４　送信器
　　１２００　無線ブロードキャスティングシステム
　　１２０２　サービスプロバイダ
　　１２０４　サービス
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　　１２０６　制御チャンネル
　　１２１０　ネットワークオペレータ
　　１２１２　ネットワークゲートウェイ
　　１２１４　ＰＬＰ
　　１２１６　制御ＰＬＰ
　　１２２０　送信器
　　１２２２　送信器
　　１２３０　信号プロセッサブロック
　　１２３２　信号プロセッサブロック
　　１２４０　受信器通信ユニット
　　１２４２　受信器通信ユニット
　　１２５０　信号プロセッサブロック
　　１２５２　信号プロセッサブロック
　　１６００　受信器無線通信ユニット
　　１６０２　アンテナ
　　１６０４　アンテナスイッチ
　　１６０６　受信器フロントエンド回路
　　１６１０　出力デバイス
　　１６１４　制御器
　　１６１６　メモリデバイス
　　１６１８　タイマ
　　１６２０　入力デバイス
　　１６２２　送信器/変調回路
　　１６２４　電力増幅器
　　１６５０　信号プロセッシング機能ブロック
　　１６５２　信号プロセッシング機能ブロック
　　１７００　論理フレーム
　　１７０２　Ｌ１-ＰＯＳＴシグナリングフィールド
　　１７０４　共通ＰＬＰ
　　１７０６　データＰＬＰ
　　１７０８　データＰＬＰ
　　１７１０　データＰＬＰ
　　１７１２　データＰＬＰ
　　１７１４　補助ストリーム
　　１７１６　ダミーセル
　　１８００　マッピング配列
　　１８０２　Ｌ１-ＰＯＳＴシグナリング
　　１８０４　共通ＰＬＰ部分
　　１８０６　データＰＬＰ
　　１８０８　データＰＬＰ
　　１８１０　データＰＬＰ
　　１８１２　データＰＬＰ
　　１８１６　ダミーセル
　　１８１７　データＰＬＰ
　　１９００　論理フレーム構造
　　１９０２　共通ＰＬＰ
　　１９０４　タイプ１及びタイプ４のＰＬＰ
　　１９０６　タイプ２ＰＬＰ
　　１９０８　サブスライス区間
　　１９１０　セルアドレス
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　　１９１４　サブスライス
　　１９１８　セル
　　２０００　論理フレーム構造
　　２００２　共通ＰＬＰ
　　２００４　タイプ１及びタイプ４のＰＬＰ
　　２００６　タイプ２ＰＬＰ
　　２００８　基底帯域フレーム
　　２０１０　ＢＢヘッダーフィールド
　　２０１２　１個のＰＬＰに対するデータ
　　２０１４　帯域内シグナリング
　　２０１６　追加パディング
　　２０１８　シグナリング部分
　　２０２０　ＩＳＳＹフィールド
　　２１００　論理スーパーフレーム構造
　　２１０２　Ｌ１-ＰＯＳＴ
　　２１０４　データＰＬＰ
　　２１１２　Ｌ１-ＰＯＳＴ
　　２１１４　データＰＬＰ
　　２１１０　論理フレーム＃ｍ
　　２１２０　論理フレーム＃ｍ
　　２２００　論理チャンネル構造
　　２２０２　Ｌ１-ＰＯＳＴシグナリング
　　２２１０　論理フレーム
　　２２１２　論理フレーム
　　２２１４　ＲＦ１
　　２２１６　ＲＦ２
　　２２１８　ＲＦ３
　　２２２４　第１の論理チャンネルＬＣ１
　　２２２６　第１の論理チャンネルＬＣ１
　　２２２８　第１の論理チャンネルＬＣ１
　　２２３０　第２の論理チャンネルＬＣ２
　　２２３２　第２の論理チャンネルＬＣ２
　　２３００　論理チャンネルタイプＡ構造
　　２３０２　単一ＲＦチャンネル
　　２３０４　論理フレーム
　　２３０６　論理フレーム
　　２３０８　論理チャンネル
　　２３１０　物理ＤＶＢ-ＮＧＨフレーム
　　２３１２　未来拡張フィールド(ＦＥＦ)
　　２４０２　多重ＤＶＢ-ＮＧＨ物理フレーム
　　２４０３　多重ＤＶＢ-ＮＧＨ物理フレーム
　　２４０４　多重論理フレーム
　　２４０６　多重論理フレーム
　　２４０８　論理チャンネル
　　２４１０　単一ＲＦチャンネル
　　２４１２　Ｌ１_ＰＲＥシグナリング
　　２５００　論理チャンネルタイプＣ構造
　　２５０２　第１のＲＦチャンネルＲＦ１
　　２５０４　第２のＲＦチャンネルＲＦ２
　　２５０６　第３のＲＦチャンネルＲＦ３



(58) JP 6312150 B2 2018.4.18

10

20

30

　　２５１０　Ｌ１_ＰＲＥシグナリング
　　２５１２　第１の論理チャンネル
　　２５１４　第１の論理チャンネル
　　２５１６　第１の論理チャンネル
　　２５１８　第２の論理チャンネル
　　２５２０　第２の論理チャンネル
　　２５２２　第２の論理チャンネル
　　２６００　論理チャンネルタイプＤ構造
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