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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スーパーフレームの１つ以上のデータフレームに含まれるシグナリングデータにおいて
、前記スーパーフレームのデータフレーム間に生じる１つ以上の拡張部分の１つ以上のパ
ラメータを含む拡張フレームシグナリングデータをデータ送信することを含む方法であっ
て、
　前記１つ以上のパラメータは、前記１つ以上の拡張部分が生じる時を表すと共に、
　前記１つ以上のパラメータは、前記スーパーフレームにおける前記１つ以上の拡張部分
間のデータフレームの数と前記１つ以上の拡張部分の１つ以上の期間とを表すこと
を特徴とする方法。
【請求項２】
　前記スーパーフレームの前記１つ以上のデータフレームと同じ無線周波数で、前記１つ
以上の拡張部分を送信することをさらに含むこと
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記１つ以上のパラメータのうちの第１のパラメータは、前記１つ以上の拡張部分のう
ちの第１の拡張部分が、該第１の拡張部分発生後の前記スーパーフレーム内におけるデー
タフレームのフレームインデックスの代表値を含むことによって、前記スーパーフレーム
において生じる時を表すこと
を特徴とする請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　前記１つ以上のパラメータのうちの第１のパラメータは、前記１つ以上の拡張部分がど
れほど頻繁に生じるかを表すこと
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のパラメータは、前記１つ以上の拡張部分のうちの２つの拡張部分間にあるス
ーパーフレームのデータフレームのインターバルの代表値を含むことによって、１つ以上
の拡張部分がどれほど頻繁に生じるかを表すこと
を特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記１つ以上の期間は、時間の単位で表現される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　プロセッサ及び実行可能なインストラクションを格納するメモリを備えた装置であって
、
　前記実行可能なインストラクションは、前記プロセッサを用いて、前記装置に少なくと
も、
　スーパーフレームの１つ以上のデータフレームに含まれるシグナリングデータにおいて
、前記スーパーフレームのデータフレーム間に生じる１つ以上の拡張部分の１つ以上のパ
ラメータを含む拡張フレームシグナリングデータを送信させるように構成され、
　前記１つ以上のパラメータは、前記１つ以上の拡張部分が生じる時を表すと共に、
　前記１つ以上のパラメータは、前記スーパーフレームにおける前記１つ以上の拡張部分
間のデータフレームの数と前記１つ以上の拡張部分の１つ以上の期間とを表すこと
を特徴とする装置。
【請求項８】
　前記メモリは、さらに、
　前記プロセッサを用いて、前記装置に、前記スーパーフレームの前記１つ以上のデータ
フレームと同じ無線周波数で、前記１つ以上の拡張部分を送信させるように構成された実
行可能なインストラクションを格納すること
を特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記１つ以上のパラメータのうちの第１のパラメータは、前記１つ以上の拡張部分のう
ちの第１の拡張部分が、該第１の拡張部分発生後の前記スーパーフレーム内におけるデー
タフレームのフレームインデックスの代表値を含むことによって、前記スーパーフレーム
において生じる時を表すこと
を特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項１０】
　前記１つ以上のパラメータのうちの第１のパラメータは、前記１つ以上の拡張部分がど
れほど頻繁に生じるかを表すこと
を特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項１１】
　前記第１のパラメータは、前記１つ以上の拡張部分のうちの２つの拡張部分間にあるス
ーパーフレームのデータフレームのインターバルの代表値を含むことによって、１つ以上
の拡張部分がどれほど頻繁に生じるかを表すこと
を特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記１つ以上の期間は、時間の単位で表現される、請求項７に記載の装置。
【請求項１３】
　スーパーフレームの１つ以上のデータフレームに含まれるシグナリングデータにおいて
、前記スーパーフレームのデータフレーム間に生じる１つ以上の拡張部分の１つ以上のパ
ラメータを含む拡張フレームシグナリングデータを受信すること
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を含む方法であって、
　前記１つ以上のパラメータは、前記１つ以上の拡張部分が生じる時を表すと共に、
　前記１つ以上のパラメータは、前記スーパーフレームにおける前記１つ以上の拡張部分
間のデータフレームの数と前記１つ以上の拡張部分の１つ以上の期間とを表すこと
を特徴とする方法。
【請求項１４】
　前記スーパーフレームの前記１つ以上のデータフレームと同じ無線周波数で、前記１つ
以上の拡張部分を受信することをさらに含むこと
を特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記１つ以上のパラメータのうちの第１のパラメータは、前記１つ以上の拡張部分のう
ちの第１の拡張部分が、該第１の拡張部分発生後の前記スーパーフレーム内におけるデー
タフレームのフレームインデックスの代表値を含むことによって、生じる時を表すこと
を特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記１つ以上のパラメータのうちの第１のパラメータは、前記１つ以上の拡張部分がど
れほど頻繁に生じるかを表すこと
を特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第１のパラメータは、前記１つ以上の拡張部分のうちの２つの拡張部分間にあるス
ーパーフレームのデータフレームのインターバルの代表値を含むことによって、１つ以上
の拡張部分がどれほど頻繁に生じるかを表すこと
を特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記１つ以上の期間は、時間の単位で表現される、請求項１３に記載の方法。
【請求項１９】
　プロセッサ及び実行可能なインストラクションを格納するメモリを備えた装置であって
、
　前記実行可能なインストラクションは、前記プロセッサを用いて、前記装置に少なくと
も、
　スーパーフレームの１つ以上のデータフレームに含まれるシグナリングデータにおいて
、前記スーパーフレームのデータフレーム間に生じる１つ以上の拡張部分の１つ以上のパ
ラメータを含む拡張フレームシグナリングデータを受信させるように構成され、
　前記１つ以上のパラメータは、前記１つ以上の拡張部分が生じる時を表すと共に、
　前記１つ以上のパラメータは、前記スーパーフレームにおける前記１つ以上の拡張部分
間のデータフレームの数と前記１つ以上の拡張部分の１つ以上の期間とを表すこと
を特徴とする装置。
【請求項２０】
　前記メモリは、さらに、
　前記プロセッサを用いて、前記装置に、前記スーパーフレームの前記１つ以上のデータ
フレームと同じ無線周波数で、前記１つ以上の拡張部分を受信させるように構成された実
行可能なインストラクションを格納すること
を特徴とする請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記装置は、１つ以上の拡張部分内の１つ以上の拡張フレームをデコードすることがで
きないこと
を特徴とする請求項１９に記載の装置。
【請求項２２】
　前記１つ以上のパラメータのうちの第１のパラメータは、前記１つ以上の拡張部分のう
ちの第１の拡張部分が、該第１の拡張部分発生後の前記スーパーフレーム内におけるデー
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タフレームのフレームインデックスの代表値を含むことによって、生じる時を表すこと
を特徴とする請求項１９に記載の装置。
【請求項２３】
　前記１つ以上のパラメータのうちの第１のパラメータは、前記１つ以上の拡張部分がど
れほど頻繁に生じるかを表すこと
を特徴とする請求項１９に記載の装置。
【請求項２４】
　前記第１のパラメータは、前記１つ以上の拡張部分のうちの２つの拡張部分間にあるス
ーパーフレームのデータフレームのインターバルの代表値を含むことによって、１つ以上
の拡張部分がどれほど頻繁に生じるかを表すこと
を特徴とする請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記１つ以上の期間は、時間の単位で表現される、請求項１９に記載の装置。
【請求項２６】
　実行可能なインストラクションを格納する不揮発性コンピュータ読み取り可能媒体であ
って、
　前記実行可能なインストラクションは、コンピュータによる実行の際に、装置に少なく
とも、
　スーパーフレームの１つ以上のデータフレームに含まれるシグナリングデータにおいて
、前記スーパーフレームのデータフレーム間に生じる１つ以上の拡張部分の１つ以上のパ
ラメータを含む拡張フレームシグナリングデータを送信させるように構成され、
　前記１つ以上のパラメータは、前記１つ以上の拡張部分が生じる時を表すと共に、
　前記１つ以上のパラメータは、前記スーパーフレームにおける前記１つ以上の拡張部分
間のデータフレームの数と前記１つ以上の拡張部分の１つ以上の期間とを表すこと
を特徴とする不揮発性コンピュータ読み取り可能媒体。
【請求項２７】
　コンピュータによる実行の際に、前記装置に、前記スーパーフレームの前記１つ以上の
データフレームと同じ無線周波数で、前記１つ以上の拡張部分を送信させるように構成さ
れた実行可能なインストラクションをさらに格納すること
を特徴とする請求項２６に記載の不揮発性コンピュータ読み取り可能媒体。
【請求項２８】
　前記１つ以上の拡張部分は、スーパーフレームを受信してデコードする装置によってデ
コードされる１つ以上の拡張フレームを含むように構成されたこと
を特徴とする請求項２６に記載の不揮発性コンピュータ読み取り可能媒体。
【請求項２９】
　前記１つ以上のパラメータのうちの第１のパラメータは、前記１つ以上の拡張部分のう
ちの第１の拡張部分が、該第１の拡張部分発生後の前記スーパーフレーム内におけるデー
タフレームのフレームインデックスの代表値を含むことによって、生じる時を表すこと
を特徴とする請求項２６に記載の不揮発性コンピュータ読み取り可能媒体。
【請求項３０】
　前記１つ以上のパラメータのうちの第１のパラメータは、前記１つ以上の拡張部分がど
れほど頻繁に生じるかを表すこと
を特徴とする請求項２６に記載の不揮発性コンピュータ読み取り可能媒体。
【請求項３１】
　前記第１のパラメータは、前記１つ以上の拡張部分のうちの２つの拡張部分間にあるス
ーパーフレームのデータフレームのインターバルの代表値を含むことによって、１つ以上
の拡張部分がどれほど頻繁に生じるかを表すこと
を特徴とする請求項３０に記載の不揮発性コンピュータ読み取り可能媒体。
【請求項３２】
　前記１つ以上の期間は、時間の単位で表現される、請求項２６に記載の不揮発性コンピ
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ュータ読み取り可能媒体。
【請求項３３】
　前記拡張フレームシグナリングデータは、前記１つ以上の拡張部分の内容に関する情報
を与えるパラメータを含まないこと
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３４】
　前記スーパーフレームは、該スーパーフレームを転送する送信システムによってサポー
トされる少なくとも１つのサービスのデータを含み、
　前記拡張フレームシグナリングデータの内容は、前記送信システムによってサポートさ
れていない少なくとも１つのサービスに対するデータを含むこと
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に、通信ネットワークに係る。より詳細には、本発明は、テレコミュ
ニケーションシステムにおいて拡張フレームの存在をシグナリングすることに係る。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルブロードバンド放送ネットワークは、ビデオ、オーディオ、データ、等を含む
デジタルコンテンツをエンドユーザが受信できるようにする。デジタルビデオ放送受信器
又は適当な移動ターミナルを使用して、ユーザは、ワイヤレスデジタル放送ネットワーク
を経てデジタルコンテンツを受信することができる。デジタルコンテンツは、ネットワー
ク内のセルにおいて送信することができる。セルとは、通信ネットワークの送信器により
カバーされる地理的エリアを表す。ネットワークは、複数のセルを有し、そしてセルは、
他のセルと隣接している。
【０００３】
　移動ターミナルのような受信装置は、番組又はサービスをデータ又はトランスポートス
トリームにおいて受信することができる。トランスポートストリームは、番組又はサービ
スの個々のエレメント、例えば、番組又はサービスのオーディオ、ビデオ及びデータコン
ポーネントを搬送する。典型的に、受信装置は、データストリームに埋め込まれた「番組
特有の情報（ＰＳＩ）」又は「サービス情報（ＳＩ）」を通してデータストリームにおけ
る特定の番組又はサービスの異なるコンポーネントを探索する。しかしながら、ＰＳＩ又
はＳＩシグナリングは、あるワイヤレス通信システム、例えば、「デジタルビデオ放送－
ハンドヘルド（ＤＶＢ－Ｈ）」システムでは不充分なことがある。このようなシステムに
ＰＳＩ又はＳＩシグナリングを使用すると、最適以下のエンドユーザ経験を生じることに
なる。というのは、ＰＳＩ及びＳＩ情報で搬送されるＰＳＩ及びＳＩテーブルが長い繰り
返し周期を有するからである。加えて、ＰＳＩ又はＳＩシグナリングは、比較的多量の帯
域巾を要求し、これは、コストがかかる上に、システムの効率を下げる。
【０００４】
　あるデジタルビデオ放送システム、例えば、「デジタルビデオ放送－地上第２世代（Ｄ
ＶＢ－Ｔ２）」におけるデータ送信は、「時分割マルチプレクス（ＴＤＭ）であり、又、
おそらくそれに加えて、周波数ホッピング（時間周波数スライシング）であると定義され
ている。従って、時間周波数スロットが各サービスに指定される。更に、サービスに対し
て異なるレベルの頑健性（即ち、コード化及び変調）を与えることができる。以上の及び
他のシグナリングファクタを考えると、比較的多量のシグナリング情報が含まれる。この
シグナリングは、Ｐ１記号に続くＰ２記号と称されるプリアンブル記号において送信され
る。
【０００５】
　「オープンシステム相互接続（ＯＳＩ）」レイヤＬ１（物理的レイヤ）のシグナリング
は、Ｌ１プレ(L1-pre)（シグナリング）及びＬ１シグナリングに分割され、Ｌ１プレは、
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静的サイズのものであり、一方、Ｌ１のサイズは、「物理的レイヤパイプ（ＰＬＰ）」の
量が変化するときに変化する。Ｌ１プレシグナリングは、その送信パラメータ、即ちサイ
ズ、コードレート、変調、等をシグナリングすることにより、Ｌ１シグナリングに対する
キーとして働く。受信器がサービスの受信を開始できるようにするために、（ＦＦＴサイ
ズ、ガードインターバル（ＧＩ）、フレーム形式を含む）パイロット又はプリアンブル記
号Ｐ１の受信から得られるもの以外の予備的情報なしに、Ｌ１プレを受信することができ
ねばならない。
【０００６】
　「将来の拡張フレーム（ＦＥＦ）」（ここでは、拡張フレームとも称される）は、特定
シグナリング型テレコミュニケーションシステムの一部分ではない。むしろ、拡張フレー
ムは、テレコミュニケーションシステムのデータのフレームから時間的に分離される。拡
張フレームは、受信器が拡張フレームを受信できない（即ち、そこから意義のある情報を
抽出できない）ことがあるという点で、テレコミュニケーションシステムのサービスを搬
送するフレーム間の「ブラックホール」と考えられる。しかし、受信器は、拡張フレーム
を受信できない場合に拡張フレームを無視できるように、いつ拡張フレームが生じるか知
らねばならない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、いつＦＥＦがスケジュールされたかを送信器が受信器へ通知できるようにする
シグナリングスキームがあれば、技術の進歩となるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の幾つかの態様を基本的に理解するため、簡単な概要を以下に述べる。この概要
は、本発明の広範な概略ではない。これは、本発明の重要な又は決定的な要素を識別する
ものでもないし、又、本発明の範囲を画定するものでもない。以下の概要は、以下の詳細
な説明に対する序文として、本発明の幾つかの態様を簡単な形態で表すものに過ぎない。
【０００９】
　本発明の態様は、テレコミュニケーションシステムにおいて拡張フレームをシグナリン
グすることに向けられる。拡張フレームシグナリングデータは、データフレームとデータ
フレームとの間の１つ以上の時間的ギャップに１つ以上の拡張部分が存在するかどうか、
いつ１つ以上の拡張部分が発生するか、及び１つ以上の拡張部分に対する１つ以上の期間
をシグナリングすることができる。１つ以上の拡張部分は、データフレームと同じ無線周
波数で発生する。拡張フレームシグナリングデータは、スーパーフレーム内の１つ以上の
データフレームのいずれの後に拡張部分が発生するかをシグナリングすることにより、い
つ１つ以上の拡張部分が発生するかをシグナリングすることができる。拡張部分に対する
１つ以上の期間は、時間の単位で表すことができる。
【００１０】
　同じ特徴部が同じ参照番号で示された添付図面を参照した以下の詳細な説明から本発明
及びその効果を完全に理解することができよう。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の１つ以上の実施形態を具現化できる適当なデジタルブロードバンド放送
システムを示す。
【図２】本発明の態様に基づく移動装置の一例を示す。
【図３】本発明の態様に基づき異なる送信器によって各々カバーされるセルを概略的に示
す。
【図４】ある実施形態に基づくＰ１構造を例示する。
【図５】ある実施形態に基づきデータフレームから時間的に分離された拡張フレームを例
示する概略図である。
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【図６】ある実施形態に基づく拡張フレームシグナリングデータの送信及び受信を示す概
略図である。
【図７】ある実施形態に基づきデータフレームから時間的に分離された拡張フレームを例
示する概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明を具現化できる種々の実施形態が例示された添付図面を参照して、種々の実施形
態を以下に詳細に説明する。他の実施形態も利用できると共に、本発明の精神及び範囲か
ら逸脱せずに機能の変更がなされ得ることを理解されよう。
【００１３】
　図１は、１つ以上の実施形態を具現化できる適当なデジタルブロードバンド放送システ
ム１０２を示す。ここに例示するもののようなシステムは、デジタルブロードバンド放送
技術、例えば、「デジタルビデオ放送－ハンドヘルド（ＤＶＢ－Ｈ）」又は次世代「デジ
タルビデオ放送－地上（ＤＶＢ－Ｔ２）」又は「デジタルビデオ放送－ハンドヘルド（Ｄ
ＶＢ－Ｈ２）」ネットワークを利用する。デジタルブロードバンド放送システム１０２が
利用できる他のデジタル放送規格は、例えば、「デジタルビデオ放送－地上（ＤＶＢ－Ｔ
）」、「サービス統合デジタル放送－地上（ＩＳＤＢ－Ｔ）」、「アドバンストテレビジ
ョンシステムコミッティ（ＡＴＳＣ）データ放送規格」、「デジタルマルチメディア放送
－地上（ＤＭＢ－Ｔ）」、「地上デジタルマルチメディア放送（Ｔ－ＤＭＢ）」、「衛星
デジタルマルチメディア放送（Ｓ－ＤＭＢ）」、「フォワードリンク専用（ＦＬＯ）」、
「デジタルオーディオ放送（ＤＡＢ）」及び「デジタル無線モンディール（ＤＲＭ）」を
含む。又、現在知られているか又は今後開発される他のデジタル放送規格及び技術を使用
することもできる。又、本発明の態様は、他のマルチキャリアデジタル放送システム、例
えば、Ｔ－ＤＡＢ、Ｔ／Ｓ－ＤＭＢ、ＩＳＤＢ－Ｔ及びＡＴＳＣや、専有システム、例え
ば、「Ｑｕａｌｃｏｍｍ　ＭｅｄｉａＦＬＯ／ＦＬＯや、非慣習的システム、例えば、３
ＧＰＰ　ＭＢＭＳ（マルチメディア放送／マルチキャストサービス）や、３ＧＰＰ２　Ｂ
ＣＭＣＳ（放送／マルチキャストサービス）にも適用できる。
【００１４】
　デジタルコンテンツは、デジタルコンテンツソース１０４により生成及び／又は供給さ
れ、ビデオ信号、オーディオ信号、データ、等を含む。デジタルコンテンツソース１０４
は、コンテンツを、デジタルパケット、例えば、「インターネットプロトコル（ＩＰ）」
パケットの形態でデジタル放送送信器１０３へ供給する。ある独特のＩＰアドレス又は他
のソース識別子を共有する関連ＩＰパケットのグループは、時々、ＩＰストリームとして
記述される。デジタル放送送信器１０３は、複数のデジタルコンテンツソース１０４から
複数のデジタルコンテンツデータストリームを受信し、処理し、そして送信のために転送
する。種々の実施形態では、デジタルコンテンツデータストリームは、ＩＰストリームで
ある。処理されたデジタルコンテンツは、次いで、ワイヤレス送信のためにデジタル放送
タワー１０５（又は他の物理的送信コンポーネント）へ通される。最終的に、移動ターミ
ナル又は装置１１２は、デジタルコンテンツソース１０４から発生されるデジタルコンテ
ンツを選択的に受信して消費する。
【００１５】
　図２に示すように、移動装置１１２は、ユーザインターフェイス１３０、メモリ１３４
及び／又は他の記憶装置に接続されたプロセッサ１２８と、ビデオコンテンツ、サービス
ガイド情報、等を移動装置のユーザに表示するのに使用されるディスプレイ１３６とを備
えている。又、移動装置１１２は、バッテリ１５０、スピーカ１５２及びアンテナ１５４
も備えている。ユーザインターフェイス１３０は、更に、キーパッド、タッチスクリーン
、音声インターフェイス、１つ以上の矢印キー、ジョイスティック、データグローブ、マ
ウス、ローラーボール、等も含む。
【００１６】
　移動装置１１２内のプロセッサ１２８及び他のコンポーネントにより使用されるコンピ
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ュータ実行可能なインストラクション及びデータは、コンピュータ読み取り可能なメモリ
１３４に記憶される。このメモリは、揮発性メモリ及び不揮発性メモリの両方を任意に含
めて、リードオンリメモリモジュール又はランダムアクセスメモリモジュールの組合せで
具現化することができる。ソフトウェア１４０は、移動装置１１２が種々のファンクショ
ンを遂行できるようにするためのインストラクションをプロセッサ１２８へ与えるために
メモリ１３４及び／又は記憶装置内に記憶される。或いは又、移動装置１１２のコンピュ
ータ実行可能なインストラクションの幾つか又は全部をハードウェア又はファームウェア
（図示せず）で実施することができる。
【００１７】
　移動装置１１２は、例えば、ハンドヘルドＤＶＢ－Ｈ／Ｈ２又は地上ＤＶＢ－Ｔ／Ｔ２
のようなデジタルビデオ放送（ＤＶＢ）規格に基づくデジタルブロードバンド放送送信を
、特定のＤＶＢ受信器１４１を通して受信し、デコードしそして処理するように構成され
る。又、移動装置は、デジタルブロードバンド放送送信のために他の形式の受信器が設け
られてもよい。更に、受信装置１１２は、ＦＭ／ＡＭラジオ受信器１４２、ＷＬＡＮトラ
ンシーバ１４３及びテレコミュニケーショントランシーバ１４４を通して送信を受信し、
デコードしそして処理するように構成されてもよい。上述した受信器は、個別の受信チッ
プセット又はその組合せでもよいし、或いは受信器の機能を受信装置１１２内の他の幾つ
かの機能と一体化してもよい。又、受信装置は、ソフトウェア定義された無線装置（ＳＤ
Ｒ）でもよい。本発明の１つの態様では、移動装置１１２は、無線データストリーム（Ｒ
ＤＳ）メッセージを受信することができる。
【００１８】
　ＤＶＢ規格の一例において、１つのＤＶＢ　１０Ｍビット／ｓ送信は、２００、５０ｋ
ビット／ｓのオーディオ番組チャンネル、又は５０、２００ｋビット／ｓのビデオ（ＴＶ
）番組チャンネルを有する。移動装置１１２は、デジタルビデオ放送－ハンドヘルド（Ｄ
ＶＢ－Ｈ）規格又は他のＤＶＢ規格、例えば、ＤＶＢ－ＭＨＰ、ＤＶＢ－衛星（ＤＶＢ－
Ｓ）又はＤＶＢ－地上（ＤＶＢ－Ｔ）に基づいて送信を受信し、デコードしそして処理す
るように構成される。同様に、他のデジタル送信フォーマットは、それとは別に、ＡＴＳ
Ｃ（アドバンストテレビジョンシステムコミッティ）、ＮＴＳＣ（ナショナルテレビジョ
ンシステムコミッティ）、ＩＳＤＢ－Ｔ（サービス総合デジタル放送－地上）、ＤＡＢ（
でじあるオーディオ放送）、ＤＭＢ（デジタルマルチメディア放送）、ＦＬＯ（フォワー
ドリンク専用）、又はＤＩＲＥＣＴＶのような補足的サービスの利用性の情報及びコンテ
ンツを配信するのに使用される。更に、デジタル送信は、ＤＶＢ－Ｈ技術のように、タイ
ムスライスされてもよい。タイムスライシングは、移動ターミナルの平均電力消費を減少
し、そして滑らかに且つシームレスにハンドオーバーできるようにする。又、タイムスラ
イシングは、慣習的なストリーミングメカニズムを使用してデータが送信される場合に必
要とされるビットレートに比して、より高い瞬時ビットレートを使用してデータをバース
トで送信することを含む。このケースでは、移動装置１２は、デコードされタイムスライ
スされた送信を、提示するまで記憶するための１つ以上のバッファメモリを有する。
【００１９】
　更に、番組又はサービス関連情報を与えるために電子サービスガイドを使用することが
できる。一般的に、「電子サービスガイド（ＥＳＧ）」は、どんなサービスがエンドユー
ザに利用できるか及びどのようにサービスにアクセスするかターミナルが通信できるよう
にする。ＥＳＧは、ＥＳＧフラグメントの既存の断片を独立して含む。慣習的に、ＥＳＧ
フラグメントは、ＸＭＬ及び／又はバイナリードキュメントを含むが、最近、それらは、
例えば、ＳＤＰ（セッション記述プロトコル）記述、テキストファイル又は映像のような
アイテムの大きなアレイを包含している。ＥＳＧフラグメントは、現在（又は将来）利用
できるサービス又は放送番組の１つ又は多数の観点を記述する。このような観点は、例え
ば、フリーテキスト記述、スケジュール、地理的な利用性、価格、購入方法、ジャンル、
及び補足的情報、例えば、プレビュー映像又はクリップを含む。ＥＳＧフラグメントを含
むオーディオ、ビデオ及び他の形式のデータは、多数の異なるプロトコルに基づいて種々
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の形式のネットワークを通して送信される。例えば、データは、「インターネットプロト
コル（ＩＰ）」及び「ユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）」のようなインターネッ
トプロトコル組のプロトコルを使用して、「インターネット」と一般的に称されるネット
ワークの集合を通して送信することができる。データは、単一のユーザにアドレスされた
インターネットを通してしばしば送信される。しかしながら、これは、ユーザのグループ
にアドレスすることもでき、これは、マルチキャスティングとして一般に知られている。
全てのユーザにデータがアドレスされるケースでは、放送（ブロードキャスティング）と
称される。
【００２０】
　データを放送する１つの仕方は、ＩＰデータキャスティング（ＩＰＤＣ）ネットワーク
を使用することである。ＩＰＤＣは、デジタル放送及びインターネットプロトコル（ＩＰ
）の組合せである。このようなＩＰベースの放送ネットワークを通して、１つ以上のサー
ビスプロバイダーは、オンライン新聞、ラジオ及びテレビを含む異なる形式のＩＰサービ
スを供給することができる。これらのＩＰサービスは、オーディオ、ビデオ及び／又は他
の形式のデータの形態の１つ以上のメディアストリームへと編成される。いつ、どこで、
これらのストリームが発生するか決定するために、ユーザは、電子サービスガイド（ＥＳ
Ｇ）を参照する。ＤＶＢの１つの形式は、デジタルビデオ放送－ハンドヘルド（ＤＶＢ－
Ｈ）である。このＤＶＢ－Ｈは、１０Ｍｂｐｓのデータをバッテリ電源のターミナル装置
へ配送するように設計される。
【００２１】
　ＤＶＢトランスポートストリームは、第三者配送ネットワークを経てユーザへ圧縮され
たオーディオ及びビデオ並びにデータを配送する。「ムービングピクチャーエキスパート
グループ（ＭＰＥＧ）」は、単一の番組内のエンコードされたビデオ、オーディオ、及び
データを他の番組と共にトランスポートストリーム（ＴＳ）へとマルチプレクスする技術
である。ＴＳは、ヘッダを含めて固定長さパケットをもつパケット化データストリームで
ある。番組、オーディオ及びビデオの個々のエレメントは、各々、独特のパケット識別（
ＰＩＤ）を有するパケット内で搬送される。受信装置がＴＳ内の特定番組の異なるエレメ
ントを探索できるようにするために、ＴＳに埋め込まれた番組特有情報（ＰＳＩ）が供給
される。更に、ＭＰＥＧプライベートセクションシンタックスに添付されるテーブルのセ
ットである付加的な「サービス情報（ＳＩ）」がＴＳに合体される。これは、受信装置が
ＴＳ内に収容されたデータを正しく処理できるようにする。
【００２２】
　上述したように、ＥＳＧフラグメントは、ＩＰＤＣにより、例えば、ＤＶＢ－Ｈのよう
なネットワークを経て行先装置へ搬送される。ＤＶＢ－Ｈは、例えば、個別のオーディオ
、ビデオ、及びデータストリームを含む。次いで、行先装置は、ＥＳＧフラグメントの順
序を再び決定し、それらを有用な情報へとアッセンブルする。
【００２３】
　典型的な通信システムでは、セルは、送信器によってカバーされる地理的エリアを画成
する。セルは、いかなるサイズでもよく、又、隣接セルを有する。図３は、同じ周波数で
各々送信する１つ以上の送信器によって各々カバーされるセルの一例を概略的に示す。こ
の例では、セル１は、ある周波数で送信する１つ以上の送信器によってカバーされる地理
的エリアを表す。セル２は、セル１に隣接し、異なる周波数でカバーされる第２の地理的
エリアを表す。セル２は、例えば、セル１と同じネットワーク内の異なるセルでよい。或
いは又、セル２は、セル１とは異なるネットワークにあってもよい。セル１、３、４及び
５は、この例では、セル２の隣接セルである。
【００２４】
　ある実施形態は、「デジタルビデオ放送－地上第２世代（ＤＶＢ－Ｔ２）」システムの
プリアンブル記号において「オープンシステム相互接続（ＯＳＩ）」レイヤＬ１（物理的
レイヤ）及びＬ２（データリンクレイヤ）シグナリングを送信することに向けられる。こ
のような実施形態は、Ｌ１及びＬ２シグナリングを送信できるようにし、従って、受信器
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イヤに関する情報を与え、そしてＬ２は、サービスを物理的レイヤへマッピングすること
に関する情報を与える。
【００２５】
　図４は、ある実施形態に基づくＰ１構造を例示する。図４に示すＰ１記号は、１ｋの「
直交周波数分割マルチプレクシング（ＯＦＤＭ）」記号（パートＡ）より成り、これは、
バイナリシーケンスのセットによって周波数方向に変調された「差動バイナリ位相シフト
キーイング（ＤＢＰＳＫ）」である。メイン記号パートＡに加えて、Ｐ１記号は、２つの
周波数シフトされた循環拡張を含む。パートＣは、Ａの前半（Ａ１）の周波数シフトされ
たバージョンであり、そしてＢも、同様に、Ａの後半（Ａ２）の周波数シフトされたバー
ジョンである。従って、パートＣ及びＢは、パートＡと同じ情報を一緒に含む。周波数シ
フトは、Ｃ及びＢの両方に対してＫ個のサブキャリアである。
【００２６】
　「擬似ランダムバイナリシーケンス（ＰＲＢＳ）」は、変調シグナリングシーケンス（
ＭＳＳ）と称され、シグナリング情報を搬送する。一実施形態では、Ｐ１は、ＦＦＴサイ
ズ（３ビット）、ガードインターバル（ＧＩ）（２ビット）、ＦＥＦ（将来拡張フレーム
）の現在形式（２ビット）、他のＦＥＦフレームの形式（２ビット）、複数入力単一出力
（ＭＩＳＯ）システムの使用（１ビット）、ピーク対平均電力比（ＰＡＰＲ）パイロット
の使用（１ビット）、後続のＰ２記号の形式を告げるＰ２形式（３ビット）をシグナリン
グする。これらの形式は、第２世代ＤＶＢ－Ｔ２、次世代ハンドヘルド（ＮＧＨ）、複数
入力複数出力（ＭＩＭＯ）、又は複数入力単一出力（ＭＩＳＯ）に対するＰ２記号を含む
こともできる。
【００２７】
　一実施形態では、Ｌ１シグナリングは、以下のテーブルに示された２つのセクションに
分割される。
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【表１】

【００２８】
　パラメータ及びそれらの指示値が実施例として示されている。パラメータの数及び値は
異なる実施形態において変化する。Ｌ１プレシグナリングと称される第１セクションは、
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比較的高い頑健性の所定のコードレート及び変調、例えば、１／４コードレート及び四位
相シフトキーイング（ＱＰＳＫ）を使用する。これは、第２セクションに対してコードレ
ート及び変調を含めて、Ｌ１シグナリングパラメータの最小セットを含む。Ｌ１シグナリ
ングと称される第２セクションは、ほとんどのＬ１シグナリングパラメータを含む。その
コーディングレート及び変調は、第１セクションにおいてシグナリングされて、構成可能
である。
【００２９】
　Ｌ１シグナリングを分割する効果は、より高い送信効率を達成することである。という
のは、Ｌ１シグナリングデータのほとんどが、構成可能で且つより効率的なコードレート
及び変調を使用して第２セクションにおいて送信されるからである。第１セクションにお
ける最小Ｌ１シグナリングは、最悪の場合の固定のコードレート及び変調を有し、そして
Ｐ１情報以外のシグナリングをもたずに、受信器により直ちにデコードすることができる
。従って、第１のＬ１セクション（Ｌ１プレ）は、第２セクションに対するキーとして働
く。
【００３０】
　ＰＬＰ０は、Ｌ２及び通知データの搬送専用とされるＰＬＰの特殊な種類である。Ｌ２
シグナリングデータは、ＰＬＰ０内に存在すると仮定され、一方、通知データの存在は、
フレームごとに変化する。
【００３１】
　あるフレーム内で搬送されるシグナリング情報は、典型的に、次のフレーム、又は次の
フレーム後のフレームを指す。
【００３２】
　以下のテーブルは、Ｌ２シグナリングパラメータを含む。
【表２】

【００３３】
　Ｌ１シグナリングパラメータは、第１世代のＤＶＢ－Ｔシステムにおいて指定される「
番組特有情報／サービス情報（ＰＳＩ／ＳＩ）」に対するＴ２特有修正が最小となるよう
に設計される。前記のＬ２シグナリングテーブルから明らかなように、新たなＬ２データ
は、各サービスを「タイム周波数スライシング（ＴＦＳ）」構造へどのようにマップする
かの記述である。
【００３４】
　Ｌ１プレシグナリングの主なタスクは、Ｌ１シグナリングの残りをどのように受信する
か受信器に知らせることである。種々のＬ１プレシグナリングフィールドについて以下に
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説明する。
【００３５】
　ＴＹＰＥ：この複合フィールドは、例えば次のものを記述する情報を含む。（１）送信
システム：ＤＶＢ－Ｔ２、ＤＶＢ－Ｈ２又は将来拡張；（２）多様性スキーム：その一例
は、「複数入力複数出力（ＭＩＭＯ）」、「複数入力単一出力（ＭＩＳＯ）」及びそれら
の形式；並びに（３）サービスに対して使用されるプロトコル：「トランスポートストリ
ーム（ＴＳ）」、「一般的ストリームカプセル化（ＧＳＥ）」。
【００３６】
　Ｌ１＿ＣＯＤ：主たるＬ１シグナリングデータブロックのコードレート。
　Ｌ１＿ＭＯＤ：主たるＬ１シグナリングデータブロックの変調。
　Ｌ１＿ＦＥＣ＿ＴＹＰＥ：主たるＬ１シグナリングデータブロックに使用されるＦＥＣ
ブロックサイズ。
　Ｌ１＿ＳＩＺＥ：ＯＦＤＭセルにおける主たるＬ１シグナリングデータブロックのサイ
ズ。
【００３７】
　ＮＵＭ＿ＳＹＭＢＯＬＳ：Ｌ１プレシグナリング及びＬ１シグナリングを搬送するのに
使用される記号の合計数。このパラメータは、当該部分をデコード及びデマッピングする
前に充分な数の記号をバッファするために受信器により使用される。
【００３８】
　ＢＷ＿ＥＸＴ：１６Ｋ及び３２Ｋモードに対する拡張帯域巾の使用をシグナリングする
ための帯域巾拡張フラグ。
　ＣＲＣ－３２：このフィールドは、Ｌ１プレシグナリングエラーのないものであること
を保証する。
【００３９】
　Ｌ１プレシグナリングデータブロックは、他のシグナリングの助けなしに受け取られ、
従って、次のものが予め決定されねばならない。（１）コードレート及び変調、（２）ブ
ロックサイズ、及び（３）Ｐ２プリアンブルへのセルマッピング。Ｌ１プレシグナリング
は、通常の動作中に変化しない静的パラメータしか含まないので、受信器は、一実施形態
では、多数のフレームからの情報を受信して合成し、従って、頑健性を改善する。
【００４０】
　前記Ｌ１シグナリングテーブルの右の列に示されたＬ１シグナリングは、ＰＬＰの発見
及び受信を可能にする情報を搬送する。一実施形態では、これが、更新周波数に基づいて
３つのパラメータグループ、即ち静的、構成可能、及び動的、へと更に細分化される。
【００４１】
　静的パラメータは、通常のオペレーション中に変化しない基本的なネットワークパラメ
ータである。幾つかの静的パラメータについて、以下に述べる。
　ＣＥＬＬ＿ＩＤ：これは、セルを独特に識別する１６ビットフィールドである。
【００４２】
　ＮＥＴＷＯＲＫ＿ＩＤ：これは、「ネットワーク情報テーブル（ＮＩＴ）」が通知する
ところの配信システムを他の配信システムから識別するラベルとして働く１６ビットフィ
ールドである。このフィールドの値の割り当ては、ＥＴＲ１６２［ETSI Technical Repor
t: Digital broadcasting systems for television, sound and data services; Allocat
ion of Service Information (SI) codes for Digital Video Broadcasting (DVB) syste
ms］に見られる。
【００４３】
　ＴＦＳ＿ＧＲＯＵＰ＿ＩＤ：これは、複数のＴＦＳグループが共存するときにＴＦＳグ
ループを独特に識別する。
　ＮＵＭ＿ＲＦ：ＴＦＳグループにおけるＲＦチャンネルの数。
　ＲＦ＿ＩＤＸ：０とＮＵＭ＿ＲＦ－１との間の、ＴＦＳ構造内の現在ＲＦチャンネルの
インデックスである。
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【００４４】
　ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ：ＴＦＳグループ内の各ＲＦチャンネルに対するキャリア周波数（
考えられるオフセットを含むチャンネル中心周波数）。周波数の順序は、ループ順序から
暗示される。又、受信器は、初期スキャン中にこれら周波数をそれ自体で発見することが
でき、従って、ある条件のもとでは、これらパラメータが必要でなくなる。
【００４５】
　ＰＩＬＯＴ＿ＰＡＴＴＥＲＮ：データＯＦＤＭ記号に使用されるパイロットパターン。
　ＦＲＡＭＥ＿ＬＥＮＧＴＨ：フレーム当たりのデータＯＦＤＭ記号の数。
【００４６】
　構成可能なパラメータは、稀に変化し、例えば、サービスが追加されるか又は除去され
たときに変化する。幾つかの構成可能なパラメータについて、以下に説明する。
　ＮＵＭ＿ＰＬＰ：ＴＦＳマルチプレックスにおけるＰＬＰの数。
【００４７】
　ＲＦ＿ＳＨＩＦＴ：隣接ＲＦチャンネル間でのＯＦＤＭ記号に関する増分的シフト。あ
る環境のもとでは、このパラメータは、フレームごとに変化することがあり、この場合、
動的パラメータの分類に属する。
【００４８】
　ＰＬＰ＿ＩＤ：各ＰＬＰのＩＤ。インデックスの代わりにＩＤを使用すると、ＴＦＳマ
ルチプレックス内でＰＬＰの融通性ある割り当てを行うことができる。
　ＰＬＰ＿ＧＲＯＵＰ＿ＩＤ：ＰＬＰが属するＰＬＰグループを指定する。
【００４９】
　ＰＬＰ＿ＣＯＤ：各ＰＬＰのコードレート。
　ＰＬＰ＿ＭＯＤ：各ＰＬＰの変調。
　ＰＬＰ＿ＦＥＣ＿ＴＹＰＥ：各ＰＬＰのＦＥＣブロックサイズ（０＝１６２００、１＝
６４８００）。
【００５０】
　ＰＬＰ０＿ＣＯＤ：ＰＬＰ０のコードレート（シグナリングＰＬＰ）。
　ＰＬＰ０＿ＭＯＤ：ＰＬＰ０のコードレート（シグナリングＰＬＰ）。
　ＰＬＰ０＿ＦＥＣ＿ＴＹＰＥ：ＰＬＰ０のＦＥＣブロックサイズ（０＝１６２００、１
＝６４８００）。
【００５１】
　動的パラメータは、フレームごとに変化する。幾つかの動的パラメータについて、以下
に説明する。
　ＦＲＡＭＥ＿ＩＤＸ：現在フレームのインデックス（０・・・ＳＵＰＥＲ＿ＦＲＡＭＥ
＿ＬＥＮＧＴＨ）。
【００５２】
　ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ：このフィールドは、通知データが現在フレームに存在する
かどうか指示する。
　ＰＬＰ＿ＮＵＭ＿ＢＬＯＣＫＳ：各ＰＬＰに対する現在フレーム内のＦＥＣブロックの
数。
【００５３】
　ＰＬＰ＿ＳＴＡＲＴ：各ＰＬＰのスタートアドレス。実際にシグナリングされるのは、
ＲＦ０における第１スロットのスタートアドレスである。隣接ＲＦチャンネル間の増分的
時間オフセット（シフト）が一定であると仮定したときには、他のＲＦチャンネルにおけ
るスロットのスタートアドレスを受信器により計算することができる。それ故、各ＲＦチ
ャンネルのスタートアドレスをシグナリングする必要はない。
【００５４】
　Ｌ２＿ＳＩＺＥ：現在フレームのＰＬＰ０内のＬ２データのサイズ。これは、ＰＬＰ０
の通知データからＬ２データを分離するのに使用される。
　ＮＯＴＩＦ＿ＳＩＺＥ：現在フレームのＰＬＰ０内の通知のサイズ。これは、ＰＬＰ０
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内のＬ２データから通知データを分離するのに使用される。
【００５５】
　ＴＦＳ構造におけるスロットのサイズは、明確にシグナリングされる必要はない。各Ｐ
ＬＰ内のＦＥＣブロックの数をシグナリングすれば充分であり、コンステレーションのサ
イズが分かれば、そこからＰＬＰ当たりのＯＦＤＭセルの数を計算することができる。Ｐ
ＬＰごとのフレーム当たりのＯＦＤＭセルの数が分かれば、単一のセルまで、スロットが
同じサイズを有すると仮定して、各スロットのサイズを計算することができる。
【００５６】
　Ｌ２シグナリングは、トランスポートストリーム内のサービスの、ＴＦＳマルチプレク
スへのマッピングを記述するＰＳＩ／ＳＩシグナリング情報を含む。後者は、ＴＦＳフレ
ームのＰＬＰへのサービスの端－端マッピングを可能にするためにＰＳＩ／ＳＩが修正さ
れることを意味する。ＴＦＳフレーム期間は、ＰＳＩ／ＳＩテーブルの最小受信インター
バルをセットする。Ｌ２シグナリングデータは、「通知」データ（もし得られれば）と一
緒に、ＰＬＰ０内で搬送される。
【００５７】
　共通にスケジュールされるシグナリングは、ＰＬＰ、即ちスロット割り当て特有の動的
なＬ１シグナリングデータが、その特定ＰＬＰのペイロードデータとマルチプレクスされ
ることを意味する。これは、受信器が、特定サービスに続いて、Ｐ２の各フレームを受信
する必要なく、動的なＬ１シグナリング情報を得ることができるようにする。
【００５８】
　通知チャンネルは、どのＰＬＰが受信されるかに関わらず、受信器に得られる通知及び
カルーセルデータを送信するのに使用できる。通知データは、Ｌ２シグナリングデータと
一緒に、ＰＬＰ０内で搬送される。
【００５９】
　ある実施形態は、放送システムにおいて「将来拡張フレーム（ＦＥＦ）」（ここでは、
拡張フレームとも称される）をシグナリングすることに関連している。上述したように、
拡張フレームは、システムの現在定義の一部分ではなく、例えば、放送システムの将来拡
張において定義することができる。むしろ、拡張フレームは、現在システムの放送データ
のフレームから時間的に分離される。拡張フレームは、受信器が拡張フレームを受信でき
ない（即ち、そこから意義のある情報を抽出できない）ことがあるという点で、放送シス
テムのサービスを搬送するフレーム間の「ブラックホール」と考えられる。しかし、受信
器は、拡張フレームを受信できない場合に拡張フレームを無視できるように、いつ拡張フ
レームが生じるか知らねばならない。将来拡張フレーム（ＦＥＦ）の挿入は、ＤＶＢ－Ｔ
２規格の将来拡張で定義されたフレームを通常のＤＶＢ－Ｔ２フレームとの同じマルチプ
レクスにおいて搬送できるようにする。将来拡張フレーム及びＤＶＢ－Ｔ２フレームは、
図７に示すように、時間的に分離される。
【００６０】
　ある実施形態は、第２世代「デジタルビデオ放送－地上（ＤＶＢ－Ｔ２、又、Ｔ２とも
称される）」システムに向けられる。他の実施形態は、テレコミュニケーションシステム
に適用できる。
【００６１】
　一実施形態では、ＦＥＦは、ＤＶＢ－Ｔ２フレームと同様に番号付けされず、ＤＶＢ－
Ｔ２受信器の知らないスキームを使用して送信することができる。図５は、ある実施形態
により、ＤＶＢ－Ｔ２フレームから時間的に分離された拡張フレームの一例を示す概略図
である。ＦＥＦ部分は、同じ無線周波数で生じるがＴ２フレームから時間的に分離された
１つ以上のＦＥＦを含む。従って、ＤＶＢ－Ｔ２受信器は、考えられるＦＥＦの長さ及び
位置を知らねばならない。
【００６２】
　ある実施形態によれば、受信器は、スーパーフレーム内のどのＴ２フレーム後にＦＥＦ
部分が生じるか通知される。スーパーフレームは、複数のＴ２フレームを含む。受信器は
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、どのフレームの後にＦＥＦ部分が生じるか、及びＦＥＦ部分の長さが告げられる。
【００６３】
　又、受信器は、どれほど頻繁にＦＥＦ部分が生じるかも告げられる。一実施形態によれ
ば、特定のスーパーフレーム中にＦＥＦ部分間には同じ量のＴ２フレームがある。しかし
ながら、フレームごとに変化するシグナリングの動的部分にパラメータが挿入される場合
には、そのようにならない。ＦＥＦの検出は、Ｐ２記号で搬送される静的なＬ１シグナリ
ングにより可能にされる。静的なＬ１フィールドは、スーパーフレームのサイズ及び構造
をシグナリングする。一実施形態では、ＦＥＦは、ＤＶＢ－Ｔ２受信器により検出できる
Ｐ１記号で開始される。ＦＥＦの他の部分は、将来定義される。
【００６４】
　ある実施形態のシグナリングについて以下に開示する。パラメータ及びフィールドは、
例示に過ぎず、これに限定されない。各フィールドのビット数は、方形のカッコ内の省略
形“ｂ”で示される。
【００６５】
　Ｌ１静的シグナリングは、Ｔ２受信器がＦＥＦを無視できるようにＦＥＦ部分の位置の
シグナリングを含む。例えば、次の通りである。
【表３】

【００６６】
　ＳＵＰＥＲ＿ＦＲＡＭＥ＿ＬＥＮＧＴＨ：このフィールドは、ＦＥＦ部分を除いてＴ２
フレームにおけるスーパーフレームの長さを記述する。
【００６７】
　ＦＥＦ＿ＩＮ＿ＵＳＥ：このパラメータは、ＦＥＦ部分及び後続ループの存在をシグナ
リングするのに使用される。このビットは、スーパーフレームが将来拡張フレームを含む
場合には“１”にセットされねばならない。このパラメータが“０”にセットされる場合
には、ＦＥＦは使用されず、ループは存在しない。
【００６８】
　ＦＥＦ＿ＴＹＰＥ：このフィールドは、マルチプレックスにおける将来拡張フレームの
コンテンツ、例えば、形式又はバージョンを記述する。このフィールドは、将来の使用の
ために予約される。このフィールドは、任意である。
【００６９】
　ＦＥＦ＿ＬＥＮＧＴＨ：ＦＥＦ部分の長さは、時間単位で表され、例えば、０．１ミリ
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秒で表される。１８ビットを使用する最大値は、２６．２１４４秒を表す２６２１４４で
ある。他の実施形態では、ＦＥＦ部分の長さは、記号の数又はフレームの数で表される。
記号又はフレーム長さが変化する場合には、記号及び／又はフレーム長さをシグナリング
することもできる。この部分は、Ｔ２サービスが送信されない「ブラックホール」の期間
であり、複数のＦＥＦを含まない。そのフレームにおいて希望のサービスが送信される場
合には、次のＴ２フレームのプリアンブルまでに受信器が「ウェークアップ」しなければ
ならない（即ち、Ｐ１記号のサーチを開始しなければならない）ので、その値を切り下げ
ねばならない。ＦＥＦ部分の長さは、一実施形態では、特定のスーパーフレーム中、一定
のままとなる。
【００７０】
　ＦＥＦ＿ＳＴＡＲＴ＿ＦＲＡＭＥ＿ＩＤＸ：このパラメータは、スーパーフレームの始
めから、どのフレームの後に、ＦＥＦが発生するか指示する。例えば、このパラメータを
３decにセットすることは、第３フレームの後にＦＥＦ部分が発生することを指示する。
【００７１】
　ＦＥＦ＿ＩＮＴＥＲＶＡＬ：このパラメータは、フレームにおいてＦＥＦ部分がどれほ
ど頻繁に発生するか指示する。例えば、このパラメータを３decにセットすることは、各
３つのＴ２フレームの後にＦＥＦ部分が発生することを指示する。一実施形態では、これ
は、ＦＥＦ＿ＳＴＡＲＴ＿ＦＲＡＭＥ＿ＩＤＸと同じである。この実施形態では、このパ
ラメータは、各ＦＥＦ部分間の、及び第１のＦＥＦ部分の前のスーパーフレームの開始に
おける、ＤＶＢ－Ｔ２フレームの量を記述する。
【００７２】
　ある実施形態では、希望のサービスを搬送しないシーケンスの存在及び時間的な位置が
シグナリングされる。ＤＶＢ－Ｔ２システムの具現化を以下に説明するが、ある実施形態
は、１つ以上の希望のサービスがフレームにおいて送信され、且つ受信器によりデコード
又は受信できるデータを搬送しないフレームが同じ周波数帯域内に存在するようないかな
る形式のシステムにも適している。
【００７３】
　Ｐ２記号において搬送されるＬ１シグナリングに加えて、Ｐ１記号は、ＦＥＦの存在を
指示するシグナリングを搬送する。一実施形態では、全部で７個のＰ１ビットのうちの２
つが、システムのバージョン及びＦＥＦの使用をシグナリングするのに使用される。この
ような実施形態では、シグナリングは、例えば、次のようになる。
　“００”＝Ｔ２フレームのみ（純粋なＴ２システム＝Ｔ２ｖ１）
　“０１”＝将来使用するために予約（例えば、Ｔ２ｖ２、例えば、ＭＩＭＯ）
　“１０”＝将来使用するために予約（例えば、ＮＧＨ（次世代のハンドヘルド））
　“１１”＝Ｔ２フレーム及びＦＥＦを含む混合システム
【００７４】
　「将来拡張フレーム」は、ＤＶＢ－Ｔ２仕様の第１段階に対処する受信器ではデコード
も受信もできない送信を可能とするためにＤＶＢ－Ｔ２仕様に含まれる。このような送信
は、例えば、ＭＩＭＯ（複数入力、複数出力）である。ＭＩＭＯ送信は、信号の頑健性が
より高く又は容量がより高いという効果を有するが、ＭＩＭＯの受信は、２つのアンテナ
又はチューナとＭＩＭＯシステムブロックとを必要とする。ＭＩＭＯパイロット信号は、
おそらく、Ｔ２における現在パイロット設計とは異なる。従って、第１の段階に対処する
Ｔ２受信器は、おそらく、将来のＭＩＭＯ信号を受信することができない。それ故、段階
１のＴ２受信器は、例えば、ＭＩＭＯを搬送する「将来拡張フレーム」を無視できねばな
らない。
【００７５】
　スーパーフレームシグナリングは、１つのスーパーフレームにおけるＴ２フレームの量
を指示する。ＦＥＦフレームは、非常に異なるコンテンツ及び構造を有することがあるの
で、Ｔ２受信器がフレーム又はＯＦＤＭ記号におけるＦＥＦ部分の長さを計算できないこ
とがある。更に、「将来拡張フレーム」の長さは、Ｔ２フレームの長さ及びＦＦＴサイズ
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とは異なることがあり、従って、記号の長さは、Ｔ２受信器にとって分からないことがあ
る。ＦＥＦは、ＯＦＤＭ送信を使用するものでは全くない。それ故、ＦＥＦ部分の長さは
、記号又はフレームではなく、時間で表現される。或いは又、ＦＥＦ部分の長さは、受信
器に対してサンプリング時間又は周波数が定義されたときには、受信器におけるサンプル
の量として表すこともできる。これは、ＦＥＦ＿ＬＥＮＧＴＨフィールドによって行うこ
とができる。又、スーパーフレーム内のフレーム数に「将来拡張フレーム」を含ませるこ
とは実際的でなく、むしろ、スーパーフレーム内のＴ２フレームの数を計算しそしてその
スーパーフレーム中にどこでギャップ即ちＦＥＦ部分が生じるか表現するだけでよい。
【００７６】
　一実施形態では、Ｌ１シグナリングは、以下に示す通りである。示されたパラメータ及
びフィールド長さは、その実施形態に対する例示に過ぎない。又、パラメータを、静的、
構成可能及び動的へと分類することは、種々の実施形態において異なってもよい。
【表４－１】
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【表４－２】

【００７７】
　図６は、ある実施形態による、上述した形式の拡張フレームシグナリングデータの送信
及び受信を示す概略図である。
【００７８】
　ある実施形態によれば、拡張フレームの存在をシグナリングするために、比較的少量の
オーバーヘッドが導入されるだけである。ＦＥＦがシステムに存在しない場合には、各フ
レームに単一のビットが追加される。ＦＥＦが存在する場合には、２７－３９の追加ビッ
トが導入される。
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【００７９】
　本発明の１つ以上の態様は、１つ以上のコンピュータ又は他の装置によって実行される
１つ以上のプログラムモジュールのようなコンピュータ実行可能なインストラクションに
おいて実施することができる。一般に、プログラムモジュールは、コンピュータ又は他の
装置のプロセッサにより実行されたときに特定のタスクを遂行するか又は特定のアブスト
ラクトデータ形式を具現化するルーチン、プログラム、オブジェクト、コンポーネント、
データ構造、等を含む。コンピュータ実行可能なインストラクションは、ハードディスク
、光学ディスク、取り外し可能な記憶媒体、ソリッドステートメモリ、ＲＡＭ、等のコン
ピュータ読み取り可能なメディアに記憶することができる。当業者であれば明らかなよう
に、プログラムモジュールの機能は、種々の実施形態において必要に応じて結合又は分配
することができる。更に、この機能は、集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレ
イ（ＦＰＧＡ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、等のようなファームウェア又はハ
ードウェア等効物において全体的又は部分的に実施することができる。
【００８０】
　これら実施形態は、ここに明示的に開示された新規な特徴又は特徴の組合せ或いはその
一般化されたものを包含する。これら実施形態は、本発明を実施する現在好ましいと考え
られるモードを含む特定の例について説明されたが、当業者であれば、上述したシステム
及び技術の多数の変更や置き換えが可能であることが明らかであろう。従って、本発明の
精神及び範囲は、特許請求の範囲に記載されたように、広く解釈されねばならない。
【符号の説明】
【００８１】
　１０２：デジタルブロードバンド放送システム
　１０３：デジタル放送送信器
　１０４：デジタルコンテンツソース
　１０５：デジタル放送タワー
　１１２：移動装置
　１２８：プロセッサ
　１３０：ユーザインターフェイス
　１３４：メモリ
　１３６：ディスプレイ
　１４２：ＦＭ／ＡＭラジオ受信器
　１４３：ＷＬＡＮトランシーバ
　１４４：テレコミュニケーショントランシーバ
　１５０：バッテリ
　１５２：スピーカ
　１５４：アンテナ
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