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(57)【要約】
ワイヤレス通信システムにおいてデータを効率的に送信
するための技法が、説明される。符号分割多重化（ＣＤ
Ｍ）または直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）が、各ト
ラフィックセグメントについて選択されることができ、
このトラフィックセグメントは、特定の時間周波数リソ
ースに対応することができる。トラフィックセグメント
とオーバーヘッドセグメントから構成される出力波形が
、生成されることができる。各トラフィックセグメント
は、ＣＤＭが選択される場合にチップレートでＣＤＭデ
ータを搬送することができ、あるいはＯＦＤＭが選択さ
れる場合にはＯＦＤＭデータを搬送することができる。
ＯＦＤＭシンボルは、チップレートの整数の比とするこ
とができるサンプルレートで生成されることができ、ト
ラフィックセグメント存続時間に基づいて決定されるこ
とができる存続時間を有することができる。出力波形は
、スペクトル割付けにおいて少なくとも１つのキャリア
に対応するサブキャリア上でＣＤＭデータおよび／また
はＯＦＤＭデータを搬送することができ、さらにスペク
トル割付けにおいて残りの使用可能なサブキャリア上で
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも１つのトラフィックセグメントのおのおのについて符号分割多重化（ＣＤＭ）
または直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）を選択し、そして前記少なくとも１つのトラフ
ィックセグメントから構成される出力波形を生成する、少なくとも１つのプロセッサと、
なお、各トラフィックセグメントは、前記トラフィックセグメントについてＣＤＭが選択
される場合はＣＤＭデータを、または前記トラフィックセグメントについてＯＦＤＭが選
択される場合はＯＦＤＭデータを搬送する；
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと；
　を備える装置。
【請求項２】
前記少なくとも１つのプロセッサは、オーバーヘッドデータを有する少なくとも１つのオ
ーバーヘッドセグメントを生成し、前記少なくとも１つのトラフィックセグメントと前記
少なくとも１つのオーバーヘッドセグメントから構成される前記出力波形を生成する、請
求項１に記載の装置。
【請求項３】
前記少なくとも１つのプロセッサは、第１および第２のトラフィックセグメントのおのお
のについてＣＤＭまたはＯＦＤＭを選択し、前記の第１および第２のトラフィックセグメ
ントおよびオーバーヘッドセグメントから構成される前記出力波形を生成し、前記の第１
および第２のトラフィックセグメントのおのおのは、ＣＤＭデータまたはＯＦＤＭデータ
を搬送し、前記オーバーヘッドセグメントは、オーバーヘッドデータを搬送する、請求項
１に記載の装置。
【請求項４】
前記少なくとも１つのプロセッサは、複数のキャリアについての複数のトラフィックセグ
メントのおのおのについてＣＤＭまたはＯＦＤＭを選択し、前記複数のキャリアについて
の前記複数のトラフィックセグメントから構成される前記出力波形を生成し、各トラフィ
ックセグメントは、ＣＤＭデータまたはＯＦＤＭデータを搬送する、請求項１に記載の装
置。
【請求項５】
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記複数のキャリアについてのオーバーヘッドデー
タを有する複数のオーバーヘッドセグメントを生成し、前記複数のキャリアについての前
記複数のトラフィックセグメントと前記複数のオーバーヘッドセグメントから構成される
前記出力波形を生成する、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
前記少なくとも１つのプロセッサは、ＣＤＭデータを搬送するトラフィックセグメントか
ら構成される第１の波形を生成し、ＯＦＤＭデータを搬送するトラフィックセグメントか
ら構成される第２の波形を生成し、前記の第１および第２の波形に基づいて前記出力波形
を生成する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
前記少なくとも１つのプロセッサは、ＣＤＭデータを搬送するトラフィックセグメントの
ために使用されるサブキャリアに対してＣＤＭデータをマッピングし、ＯＦＤＭデータを
搬送するトラフィックセグメントのために使用されるサブキャリアに対してＯＦＤＭデー
タをマッピングし、前記のマッピングされたＣＤＭデータおよびＯＦＤＭデータに基づい
て前記出力波形を生成する、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
各トラフィックセグメントは、少なくとも１つの端末へと送信されるユニキャストデータ
についてＣＤＭデータまたはＯＦＤＭデータを搬送する、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
少なくとも１つのトラフィックセグメントのおのおのについて、符号分割多重化（ＣＤＭ
）または直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）を選択することと、
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　各トラフィックセグメントが、前記トラフィックセグメントについてＣＤＭが選択され
る場合はＣＤＭデータを搬送し、または前記トラフィックセグメントについてＯＦＤＭが
選択される場合はＯＦＤＭデータを搬送する、前記少なくとも１つのトラフィックセグメ
ントから構成される出力波形を生成することと、
　を備える方法。
【請求項１０】
前記のＣＤＭまたはＯＦＤＭを選択することは、第１および第２のトラフィックセグメン
トのおのおのについてＣＤＭまたはＯＦＤＭを選択することを備え、前記の前記出力波形
を生成することは、前記の第１および第２のトラフィックセグメントとオーバーヘッドセ
グメントから構成される前記出力波形を生成することを備え、前記の第１および第２のト
ラフィックセグメントのおのおのは、ＣＤＭデータまたはＯＦＤＭデータを搬送し、前記
オーバーヘッドセグメントは、オーバーヘッドデータを搬送する、請求項９に記載の方法
。
【請求項１１】
少なくとも１つのトラフィックセグメントのおのおのについて、符号分割多重化（ＣＤＭ
）または直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）を選択するための手段と、
　各トラフィックセグメントが、前記トラフィックセグメントについてＣＤＭが選択され
る場合はＣＤＭデータを搬送し、または前記トラフィックセグメントについてＯＦＤＭが
選択される場合はＯＦＤＭデータを搬送する、前記少なくとも１つのトラフィックセグメ
ントから構成される出力波形を生成するための手段と、
　を備える装置。
【請求項１２】
ＣＤＭまたはＯＦＤＭを選択するための前記手段は、第１および第２のトラフィックセグ
メントのおのおのについてＣＤＭまたはＯＦＤＭを選択するための手段を備え、前記出力
波形を生成するための前記手段は、前記の第１および第２のトラフィックセグメントとオ
ーバーヘッドセグメントから構成される前記出力波形を生成するための手段を備え、前記
の第１および第２のトラフィックセグメントのおのおのは、ＣＤＭデータまたはＯＦＤＭ
データを搬送し、前記オーバーヘッドセグメントは、オーバーヘッドデータを搬送する、
請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
トラフィック期間について符号分割多重化（ＣＤＭ）または直交周波数分割多重化（ＯＦ
ＤＭ）を選択し、ＣＤＭが選択される場合は、チップレートでＣＤＭデータを生成し、前
記トラフィック期間において前記ＣＤＭデータを送信し、ＯＦＤＭが選択される場合は、
整数の比によって前記チップレートに関係づけられているサンプルレートで、各ＯＦＤＭ
シンボルが前記トラフィック期間の存続時間に基づいて決定される存続時間を有する少な
くとも１つのＯＦＤＭシンボルを生成し、前記トラフィック期間において前記少なくとも
１つのＯＦＤＭシンボルを送信する、少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと、
　を備える装置。
【請求項１４】
前記少なくとも１つのプロセッサは、ＣＤＭが選択される場合は１．２２８８メガチップ
／秒（Ｍｃｐｓ）のチップレートで前記ＣＤＭデータを生成し、ＯＦＤＭが選択される場
合は１．２２８８×ｎメガサンプル／秒（Ｍｓｐｓ）のサンプルレートで前記少なくとも
１つのＯＦＤＭシンボルを生成し、ここでｎは、整数の比である、請求項１３に記載の装
置。
【請求項１５】
前記少なくとも１つのプロセッサは、ＯＦＤＭが選択される場合は前記トラフィック期間
にわたって複数のＯＦＤＭシンボルを生成し、各ＯＦＤＭシンボルは、前記トラフィック
期間の前記存続時間の整数の除数である存続時間を有する、請求項１３に記載の装置。
【請求項１６】
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前記トラフィック期間は、４００チップに及び、各ＯＦＤＭシンボルは、４００／ｍチッ
プの存続時間を有し、ここでｍは、整数の除数である、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
各ＯＦＤＭシンボルは、Ｋ個のサブキャリアをカバーし、ここでＫは、２の累乗ではない
整数である、請求項１３に記載の装置。
【請求項１８】
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記チップレートでＣＤＭに従ってオーバーヘッド
データを生成し、オーバーヘッド期間における前記オーバーヘッドデータと、前記トラフ
ィック期間における前記ＣＤＭデータまたは前記少なくとも１つのＯＦＤＭシンボルとを
時分割多重化する、請求項１３に記載の装置。
【請求項１９】
前記少なくとも１つのプロセッサは、スペクトル割付けにおいて少なくとも１つのキャリ
アについて前記チップレートでＣＤＭデータを生成し、前記スペクトル割付けにおいて残
りの使用可能なサブキャリアについて前記サンプルレートで前記少なくとも１つのＯＦＤ
Ｍシンボルを生成する、請求項１３に記載の装置。
【請求項２０】
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記チップレートでＣＤＭに従ってオーバーヘッド
データを生成し、前記サンプルレートで少なくとも１つの長いＯＦＤＭシンボルを生成し
、長い各ＯＦＤＭシンボルは、オーバーヘッド期間の存続時間に基づいて決定される存続
時間を有し、前記オーバーヘッド期間において前記オーバーヘッドデータと前記少なくと
も１つの長いＯＦＤＭシンボルを送信する、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記少なくとも１つのキャリアについて前記ＣＤＭ
データを備える第１の波形を生成し、前記残りの使用可能なサブキャリアについての前記
少なくとも１つのＯＦＤＭシンボルを備える第２の波形を生成し、前記の第１および第２
の波形に基づいて出力波形を生成する、請求項１９に記載の装置。
【請求項２２】
トラフィック期間について符号分割多重化（ＣＤＭ）または直交周波数分割多重化（ＯＦ
ＤＭ）を選択することと、
　ＣＤＭが選択される場合は、チップレートでＣＤＭデータを生成すること、および前記
トラフィック期間において前記ＣＤＭデータを送信することと、
　ＯＦＤＭが選択される場合は、整数の比によって前記チップレートに関係づけられてい
るサンプルレートで、各ＯＦＤＭシンボルが前記トラフィック期間の存続時間に基づいて
決定される存続時間を有する少なくとも１つのＯＦＤＭシンボルを生成すること、および
前記トラフィック期間において前記少なくとも１つのＯＦＤＭシンボルを送信することと
、
　を備える方法。
【請求項２３】
前記チップレートでＣＤＭに従ってオーバーヘッドデータを生成することと、
　前記サンプルレートで、おのおのの長いＯＦＤＭシンボルがオーバーヘッド期間の存続
時間に基づいて決定される存続時間を有する少なくとも１つの長いＯＦＤＭシンボルを生
成することと、
　前記オーバーヘッド期間において前記オーバーヘッドデータと前記少なくとも１つの長
いＯＦＤＭシンボルを送信することと、
　をさらに備える、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
トラフィック期間について符号分割多重化（ＣＤＭ）または直交周波数分割多重化（ＯＦ
ＤＭ）を選択するための手段と、
　ＣＤＭが選択される場合に、チップレートでＣＤＭデータを生成し、前記トラフィック
期間において前記ＣＤＭデータを送信するための手段と、
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　ＯＦＤＭが選択される場合は、整数の比によって前記チップレートに関係づけられてい
るサンプルレートで、各ＯＦＤＭシンボルが前記トラフィック期間の存続時間に基づいて
決定される存続時間を有する少なくとも１つのＯＦＤＭシンボルを生成し、前記トラフィ
ック期間において前記少なくとも１つのＯＦＤＭシンボルを送信するための手段と、
　を備える装置。
【請求項２５】
前記チップレートでＣＤＭに従ってオーバーヘッドデータを生成するための手段と、
　前記サンプルレートで、おのおのの長いＯＦＤＭシンボルがオーバーヘッド期間の存続
時間に基づいて決定される存続時間を有する少なくとも１つの長いＯＦＤＭシンボルを生
成するための手段と、
　前記オーバーヘッド期間において前記オーバーヘッドデータと前記少なくとも１つの長
いＯＦＤＭシンボルを送信するための手段と、
　をさらに備える、請求項２４に記載の装置。
【請求項２６】
スペクトル割付けにおいて少なくとも１つのキャリアに対応する第１の組のサブキャリア
を決定し、前記スペクトル割付けにおいて残りの使用可能なサブキャリアに対応する第２
の組のサブキャリアを決定し、前記第１の組のサブキャリア上の符号分割多重化（ＣＤＭ
）データまたは直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）データ、あるいはＣＤＭデータとＯＦ
ＤＭデータの両方を備え、前記第２の組のサブキャリア上のＯＦＤＭデータをさらに備え
る出力波形を生成する少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと、
　を備える装置。
【請求項２７】
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記少なくとも１つのキャリアのおのおのに対応す
るサブキャリア上のＣＤＭデータまたはＯＦＤＭデータを備え、前記第２の組のサブキャ
リア上のＯＦＤＭデータをさらに備える前記出力波形を生成する、請求項２６に記載の装
置。
【請求項２８】
前記少なくとも１つのプロセッサは、オーバーヘッド期間において前記少なくとも１つの
キャリアについてのオーバーヘッドデータをさらに備える前記出力波形を生成する、請求
項２７に記載の装置。
【請求項２９】
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記オーバーヘッド期間において残りの使用可能な
サブキャリアに対応する第３の組のサブキャリアを決定し、前記オーバーヘッド期間にお
いて前記第３の組のサブキャリア上のＯＦＤＭデータをさらに備える前記出力波形を生成
する、請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
前記少なくとも１つのキャリアは、複数のキャリアを備え、前記少なくとも１つのプロセ
ッサは、前記複数のキャリアのおのおのに対応するサブキャリア上のＣＤＭデータまたは
ＯＦＤＭデータを備え、前記第２の組のサブキャリア上のＯＦＤＭデータをさらに備える
前記出力波形を生成する、請求項２６に記載の装置。
【請求項３１】
前記少なくとも１つのプロセッサは、ＣＤＭデータを有するキャリアと、ＯＦＤＭデータ
を有する隣接するキャリアとの間の少なくとも１つのヌルサブキャリアを決定し、前記第
１の組のサブキャリアは、前記複数のキャリアの間のヌルサブキャリアを除外する、請求
項３０に記載の装置。
【請求項３２】
スペクトル割付けにおいて少なくとも１つのキャリアに対応する第１の組のサブキャリア
を決定することと、
　前記スペクトル割付けにおいて残りの使用可能なサブキャリアに対応する第２の組のサ
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ブキャリアを決定することと、
　前記第１の組のサブキャリア上の符号分割多重化（ＣＤＭ）データまたは直交周波数分
割多重化（ＯＦＤＭ）データ、あるいはＣＤＭデータとＯＦＤＭデータの両方を備え、前
記第２の組のサブキャリア上のＯＦＤＭデータをさらに備える、出力波形を生成すること
と、
　を備える方法。
【請求項３３】
前記の前記出力波形を生成することは、オーバーヘッド期間において、少なくとも１つの
キャリアについてのオーバーヘッドデータと、第３の組のサブキャリア上のＯＦＤＭデー
タと、をさらに備える前記出力波形を生成すること、を備える、請求項３２に記載の方法
。
【請求項３４】
スペクトル割付けにおいて少なくとも１つのキャリアに対応する第１の組のサブキャリア
を決定するための手段と、
　前記スペクトル割付けにおいて残りの使用可能なサブキャリアに対応する第２の組のサ
ブキャリアを決定するための手段と、
　前記第１の組のサブキャリア上の符号分割多重化（ＣＤＭ）データまたは直交周波数分
割多重化（ＯＦＤＭ）データ、あるいはＣＤＭデータとＯＦＤＭデータの両方を備え、前
記第２の組のサブキャリア上のＯＦＤＭデータをさらに備える出力波形、を生成するため
の手段と、
　を備える装置。
【請求項３５】
前記出力波形を生成するための前記手段は、オーバーヘッド期間において、少なくとも１
つのキャリアについてのオーバーヘッドデータと、第３の組のサブキャリア上のＯＦＤＭ
データをさらに備える前記出力波形、を生成するための手段を備える、請求項３４に記載
の装置。
【請求項３６】
第１の端末について第１のＯＦＤＭシンボルヌメロロジーに従って第１の組の少なくとも
１つの直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）シンボルを生成し、第２の端末について第２の
ＯＦＤＭシンボルヌメロロジーに従って第２の組の少なくとも１つのＯＦＤＭシンボルを
生成する少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと、
　を備える装置。
【請求項３７】
前記少なくとも１つのプロセッサは、符号分割多重化（ＣＤＭ）に従ってオーバーヘッド
データを生成し、第１の時間間隔における前記第１の組の少なくとも１つのＯＦＤＭシン
ボルと、第２の時間間隔における前記第２の組の少なくとも１つのＯＦＤＭシンボルと、
第３の間隔における前記オーバーヘッドデータとを時分割多重化する、請求項３６に記載
の装置。
【請求項３８】
前記の第１および第２のＯＦＤＭシンボルヌメロロジーは、異なるＯＦＤＭシンボル存続
時間に関連づけられる、請求項３６に記載の装置。
【請求項３９】
前記の第１および第２のＯＦＤＭシンボルヌメロロジーは、サブキャリアの異なる数に関
連づけられる、請求項３６に記載の装置。
【請求項４０】
前記の第１および第２のＯＦＤＭシンボルヌメロロジーは、異なる巡回プレフィックス長
に関連づけられる、請求項３６に記載の装置。
【請求項４１】
第１の端末について第１のＯＦＤＭシンボルヌメロロジーに従って第１の組の少なくとも
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１つの直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）シンボルを生成することと、
　第２の端末について第２のＯＦＤＭシンボルヌメロロジーに従って第２の組の少なくと
も１つのＯＦＤＭシンボルを生成することと、
　を備える方法。
【請求項４２】
符号分割多重化（ＣＤＭ）に従ってオーバーヘッドデータを生成することと、
　第１の時間間隔における前記第１の組の少なくとも１つのＯＦＤＭシンボルと、第２の
時間間隔における前記第２の組の少なくとも１つのＯＦＤＭシンボルと、第３の間隔にお
ける前記オーバーヘッドデータを時分割多重化することと、
　をさらに備える請求項４１に記載の方法。
【請求項４３】
第１の端末について第１のＯＦＤＭシンボルヌメロロジーに従って第１の組の少なくとも
１つの直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）シンボルを生成するための手段と、
　第２の端末について第２のＯＦＤＭシンボルヌメロロジーに従って第２の組の少なくと
も１つのＯＦＤＭシンボルを生成するための手段と、
　を備える装置。
【請求項４４】
符号分割多重化（ＣＤＭ）に従ってオーバーヘッドデータを生成するための手段と、
　第１の時間間隔における前記第１の組の少なくとも１つのＯＦＤＭシンボルと、第２の
時間間隔における前記第２の組の少なくとも１つのＯＦＤＭシンボルと、第３の間隔にお
ける前記オーバーヘッドデータを時分割多重化するための手段と、
　をさらに備える請求項４３に記載の装置。
【請求項４５】
トラフィックセグメントについて符号分割多重化（ＣＤＭ）が使用されるか、または直交
周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）が使用されるかを決定し、ＣＤＭが使用される場合は前記
トラフィックセグメントの中で送信されるＣＤＭデータを回復するように受信サンプルを
処理し、ＯＦＤＭが使用される場合は前記トラフィックセグメントの中で送信されるＯＦ
ＤＭデータを回復するように前記受信サンプルを処理する少なくとも１つのプロセッサと
、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと、
　を備える装置。
【請求項４６】
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記トラフィックセグメントと時分割多重化される
オーバーヘッドセグメントの中のオーバーヘッドデータを回復するように前記受信サンプ
ルを処理する、請求項４５に記載の装置。
【請求項４７】
前記ＯＦＤＭデータを回復するために、前記少なくとも１つのプロセッサは、前記トラフ
ィックセグメントのために使用されるサブキャリアについて受信シンボルを取得するよう
に前記受信サンプルを処理し、前記トラフィックセグメントの中で送信される前記ＯＦＤ
Ｍデータを回復するように前記受信シンボルを処理する、請求項４５に記載の装置。
【請求項４８】
前記ＣＤＭデータを回復するために、前記少なくとも１つのプロセッサは、前記トラフィ
ックセグメントのために使用されるサブキャリアについてフィルタがかけられたサンプル
を取得するように前記受信サンプルにフィルタをかけ、前記トラフィックセグメントにつ
いて入力サンプルを取得するように前記のフィルタがかけられたサンプルを処理し、受信
シンボルを取得するように複数の直交コードを用いて前記入力サンプルをデカバーし、前
記トラフィックセグメントの中で送信される前記ＣＤＭデータを回復するように前記受信
シンボルを処理する、請求項４５に記載の装置。
【請求項４９】
前記ＣＤＭデータを回復するために、前記少なくとも１つのプロセッサは、複数のサブキ
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ャリアについて周波数ドメインシンボルを取得するように前記受信サンプルを処理し、時
間ドメインサンプルを取得するように前記トラフィックセグメントのために使用されるサ
ブキャリアについて周波数ドメインシンボルを処理し、受信シンボルを取得するように複
数の直交コードを用いて前記時間ドメインサンプルをデカバーし、前記トラフィックセグ
メントの中で送信される前記ＣＤＭデータを回復するように前記受信シンボルを処理する
、請求項４５に記載の装置。
【請求項５０】
トラフィックセグメントについて符号分割多重化（ＣＤＭ）が使用されるか、または直交
周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）が使用されるかを決定することと、
　ＣＤＭが使用される場合に前記トラフィックセグメントの中で送信されるＣＤＭデータ
を回復するように受信サンプルを処理することと、
　ＯＦＤＭが使用される場合に前記トラフィックセグメントの中で送信されるＯＦＤＭデ
ータを回復するように前記受信サンプルを処理することと、
　を備える方法。
【請求項５１】
前記トラフィックセグメントと時分割多重化されるオーバーヘッドセグメントの中のオー
バーヘッドデータを回復するように前記受信サンプルを処理すること、
　をさらに備える請求項５０に記載の方法。
【請求項５２】
トラフィックセグメントについて符号分割多重化（ＣＤＭ）が使用されるか、または直交
周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）が使用されるかを決定するための手段と、
　ＣＤＭが使用される場合は前記トラフィックセグメントの中で送信されるＣＤＭデータ
を回復するように受信サンプルを処理するための手段と、
　ＯＦＤＭが使用される場合は前記トラフィックセグメントの中で送信されるＯＦＤＭデ
ータを回復するように前記受信サンプルを処理するための手段と、
　を備える装置。
【請求項５３】
前記トラフィックセグメントと時分割多重化されるオーバーヘッドセグメントの中のオー
バーヘッドデータを回復するように前記受信サンプルを処理するための手段、
　をさらに備える請求項５２に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【優先権の主張】
【０００１】
　［Ｉ．３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１９の下における優先権の主張］　
　この特許出願は、この譲受人に譲渡され、参照によりここにおいて明示的に組み込まれ
ている、両方が２００６年２月２１日に出願された、「ワイヤレス通信のシステムおよび
方法(Wireless Communication System and Method)」と題された仮出願第６０／７７５，
４４３号と、「ＤＯ通信のシステムおよび方法(DO Communication System and Method)」
と題された仮出願第６０／７７５，６９３号との優先権を主張する。
【背景】
【０００２】
　［Ｉ．分野］　
　本開示は、一般に通信に関し、より詳細にはワイヤレス通信システムについての送信技
法に関する。
【０００３】
　［ＩＩ．背景］
　ワイヤレス通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロー
ドキャストなど、様々な通信サービスを提供するために広く展開される。これらのシステ
ムは、使用可能なシステムリソースを共用することにより、複数の(multiple)ユーザをサ
ポートすることができる多元接続システムとすることができる。多元接続システムの例は
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、符号分割多元接続(Code Division Multiple Access)（ＣＤＭＡ）システムと、時分割
多元接続(Time Division Multiple Access)（ＴＤＭＡ）システムと、周波数分割多元接
続(Frequency Division Multiple Access)（ＦＤＭＡ）システムと、直交ＦＤＭＡ(Ortho
gonal FDMA)（ＯＦＤＭＡ）システムと、単一キャリアＦＤＭＡ(Single-Carrier FDMA)（
ＳＣ－ＦＤＭＡ）システムを含む。
【０００４】
　多元接続システムは、符号分割多重化(code division multiplexing)（ＣＤＭ）、時分
割多重化(time division multiplexing)（ＴＤＭ）など、１つまたは複数の多重化スキー
ムを利用することができる。そのシステムは、展開されることができ、そして既存の端末
にサービスする(serve)ことができる。既存の端末についての後方互換性を保持しながら
、システムの性能を改善することが望ましい可能性がある。例えば、複数の(multiple)ア
ンテナの使用により提供される追加の空間次元を活用することにより、スループットおよ
び／または信頼性を改善するために、多入力多出力(multiple-input multiple-output)（
ＭＩＭＯ）や空間分割多元接続(spatial division multiple access)（ＳＤＭＡ）などの
空間技法(spatial technique)を使用することが望ましい可能性がある。
【０００５】
　したがって、既存の端末についての後方互換性を保持しながら、高度な通信技法（例え
ば、空間技法）をサポートし、帯域幅の利用を改善することができる送信技法についての
、当技術分野における必要性が存在する。
【発明の開示】
【概要】
【０００６】
　ワイヤレス通信システムにおいて効率的にデータを送信し、そして受信するための技法
が、ここにおいて説明される。本技法は、既存の設計と後方互換性のあるスロット構造を
利用している。本技法はまた、空間技法および／または他の高度な通信技法を効率的にサ
ポートするために直交周波数分割多重化(orthogonal frequency division multiplexing)
（ＯＦＤＭ）を選択的に使用している。
【０００７】
　一態様によれば、少なくとも１つのトラフィックセグメントのおのおのについてＣＤＭ
またはＯＦＤＭを選択する装置が説明される。各トラフィックセグメントは、特定の時間
周波数リソースに対応することができる。本装置は、各トラフィックセグメントが、ＣＤ
Ｍがトラフィックセグメントについて選択される場合にＣＤＭデータを、あるいはＯＦＤ
Ｍがトラフィックセグメントについて選択される場合にはＯＦＤＭデータを搬送する、少
なくとも１つのトラフィックセグメントから構成される出力波形を生成する。ＣＤＭデー
タは、例えば、異なる直交符号でチャネル化されるＣＤＭに基づいて処理されるデータで
ある。ＯＦＤＭデータは、例えば、周波数ドメインにおいて複数の(multiple)サブキャリ
ア上で送信されるＯＦＤＭに基づいて処理されるデータである。
【０００８】
　別の態様によれば、トラフィック期間にわたってＣＤＭまたはＯＦＤＭを選択し、ＣＤ
Ｍが選択される場合、チップレートでＣＤＭデータを生成し、トラフィック期間において
ＣＤＭデータを送信し、そしてＯＦＤＭが選択される場合には、サンプルレートで少なく
とも１つのＯＦＤＭシンボルを生成し、トラフィック期間において少なくとも１つのＯＦ
ＤＭシンボルを送信する装置が説明される。サンプルレートは、整数の比によってチップ
レートに関係づけられる。各ＯＦＤＭシンボルは、トラフィック期間の存続時間に基づい
て決定される存続時間を有する。
【０００９】
　さらに別の態様によれば、スペクトル割付けにおいて少なくとも１つのキャリアに対応
する第１の組のサブキャリアを決定し、スペクトル割付けにおいて残りの使用可能なサブ
キャリアに対応する第２の組のサブキャリアも決定する装置が、説明される。本装置は、
第１の組のサブキャリア上のＣＤＭデータ、ＯＦＤＭデータ、またはＣＤＭデータとＯＦ
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ＤＭデータの両方を備え、第２の組のサブキャリア上のＯＦＤＭデータをさらに備える出
力波形を生成する。
【００１０】
　さらに別の態様によれば、第１の端末についての第１のＯＦＤＭシンボルヌメロロジー
(OFDM symbol numerology)に従って第１の組の少なくとも１つのＯＦＤＭシンボルを生成
し、第２の端末についての第２のＯＦＤＭシンボルヌメロロジーに従って第２の組の少な
くとも１つのＯＦＤＭシンボルを生成する装置が、説明される。第１および第２のＯＦＤ
Ｍシンボルヌメロロジーは、異なるＯＦＤＭシンボル存続時間、サブキャリアの異なる数
、異なる巡回プレフィックス長などに関連づけられることができる。
【００１１】
　さらに別の態様によれば、トラフィックセグメントにわたってＣＤＭが使用されるか、
あるいはＯＦＤＭが使用されるかを決定し、ＣＤＭが使用される場合、トラフィックセグ
メントの中で送信されるＣＤＭデータを回復するように受信サンプルを処理し、そしてＯ
ＦＤＭが使用される場合には、トラフィックセグメントの中で送信されるＯＦＤＭデータ
を回復するように受信サンプルを処理する装置が、説明される。
【００１２】
　本開示の様々な態様および特徴が、以下でさらに詳細に説明される。
【詳細な説明】
【００１３】
　ここにおいて説明される送信技法は、ＣＤＭＡシステム、ＴＤＭＡシステム、ＦＤＭＡ
システム、ＯＦＤＭＡシステム、ＳＣ－ＦＤＭＡシステムなど、様々なワイヤレス通信シ
ステムのために使用されることができる。用語「システム」および「ネットワーク」は、
多くの場合に交換可能に使用される。ＣＤＭＡシステムは、ｃｄｍａ２０００、ユニバー
サル地上無線アクセス(Universal Terrestrial Radio Access)（ＵＴＲＡ）、進化型ＵＴ
ＲＡ(Evolved UTRA)（Ｅ－ＵＴＲＡ）などの無線技術をインプリメントすることができる
。ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－２０００規格、ＩＳ－９５規格およびＩＳ－８５６規格を
カバーする。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ(Wideband-CDMA)（Ｗ－ＣＤＭＡ）と、低チッ
プレート(Low Chip Rate)（ＬＣＲ）とを含む。ＴＤＭＡシステムは、移動体通信用グロ
ーバルシステム(Global System for Mobile Communications)（ＧＳＭ）などの無線技術
をインプリメントすることができる。ＯＦＤＭＡシステムは、ロングタームエボリューシ
ョン(Long Term Evolution)（ＬＴＥ）（これは、Ｅ－ＵＴＲＡの一部分である）、ＩＥ
ＥＥ８０２．２０、フラッシュ－ＯＦＤＭ（登録商標）(Flash-OFDM)などの無線技術をイ
ンプリメントすることができる。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＧＳＭおよびＬＴＥは、「第
３世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project)」（３ＧＰ
Ｐ）と名付けられた組織からのドキュメントの中で説明される。ｃｄｍａ２０００は、「
第３世代パートナーシッププロジェクト２」（３ＧＰＰ２）と名付けられた組織からのド
キュメントの中で説明される。これらの様々な無線の技術および規格は、当技術分野にお
いて知られている。
【００１４】
　本技法は、ＭＩＭＯ技法、ＳＤＭＡ技法、および他の高度な通信技法をサポートするた
めに使用されることができる。ＭＩＭＯおよびＳＤＭＡでは、マルチパスに起因したシン
ボル間干渉と、複数のデータストリームの同時送信に起因した空間（またはレイヤ間）干
渉の両方が、信号対雑音および干渉比(signal-to-noise-and-interference ratio)（ＳＩ
ＮＲ）とリンクスループットを最大にするために対処されるべきである。ＯＦＤＭがシン
ボル間干渉を抑制しようとする簡単なメカニズムを提供するので、ＯＦＤＭは、ＭＩＭＯ
やＳＤＭＡなどの空間技法では、ＣＤＭよりもよく適している。ＯＦＤＭを使用すること
により、ＭＩＭＯ／ＳＤＭＡ設計は、まさしく空間干渉に対処することができる。それ故
に、ＭＩＭＯやＳＤＭＡなどの空間技法が使用されるときはいつでも、ＣＤＭＡ波形成分
をＯＦＤＭ波形成分で置き換えることが望ましい。使用可能なスペクトル（保護帯域(gua
rd band)を除いて）が、単一キャリアＣＤＭＡ波形の帯域幅の整数倍数でないときはいつ
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でも、使用可能なスペクトルは、マルチキャリアＣＤＭＡと比べると、ＯＦＤＭを用いて
よりよく利用されることもできる。
【００１５】
　明確にするために、本技法の様々な態様は、ＩＳ－８５６をインプリメントする高速パ
ケットデータ(High Rate Packet Data)（ＨＲＰＤ）システムについて以下で説明される
。ＨＲＰＤは、エボリューションデータオプティマイズド(Evolution-Data Optimized)（
ＥＶ－ＤＯ）、データオプティマイズド(Data Optimized)（ＤＯ）、高速データレート(H
igh Data Rate)（ＨＤＲ）などとも称される。ＨＲＰＤとＥＶ－ＤＯという用語は、多く
の場合に交換可能に使用される。現在、ＨＲＰＤリビジョン（Ｒｅｖ．）０、Ａ、および
Ｂは、規格化されており、ＨＲＰＤ　Ｒｅｖ．０およびＡは、展開され、そしてＨＲＰＤ
　Ｒｅｖ．Ｃは、開発中である。ＨＲＰＤ　Ｒｅｖ．０およびＡは、単一キャリアＨＲＰ
Ｄ（１×ＨＲＰＤ）をカバーする。ＨＲＰＤ　Ｒｅｖ．Ｂは、マルチキャリアＨＲＰＤを
カバーし、ＨＲＰＤ　Ｒｅｖ．０およびＡと後方互換性がある。ここにおいて説明される
本技法は、任意のＨＲＰＤリビジョンに組み込まれることができる。明確にするために、
ＨＲＰＤの専門用語が、以下の説明の多くにおいて使用される。
【００１６】
　図１は、複数のアクセスポイント１１０と、複数の端末１２０とを有するＨＲＰＤ通信
システム１００を示している。アクセスポイントは、一般に端末と通信する固定局であり
、基地局、ノードＢなどとも称されることができる。各アクセスポイント１１０は、特定
の地理的区域についての通信カバレージを提供し、カバレージ区域内に配置される端末に
ついての通信をサポートする。アクセスポイント１１０は、これらのアクセスポイントに
ついての協調および制御を提供するシステムコントローラ１３０に結合することができる
。システムコントローラ１３０は、基地局コントローラ(Base Station Controller)（Ｂ
ＳＣ）、パケット制御ファンクション(Packet Control Function)（ＰＣＦ）、パケット
データサービングノード(Packet Data Serving Node)（ＰＤＳＮ）などのネットワークエ
ンティティを含むことができる。
【００１７】
　端末１２０は、システム全体を通して分散させられることができ、各端末は、静止して
いることもでき、あるいは移動可能とすることもできる。端末は、アクセス端末、移動局
、ユーザ装置、加入者ユニット、局などと称されることもできる。端末は、セルラ電話、
携帯型個人情報端末(personal digital assistant)（ＰＤＡ）、ワイヤレスデバイス、ハ
ンドヘルドデバイス、ワイヤレスモデム、ラップトップコンピュータなどとすることがで
きる。端末は、任意のＨＲＰＤリビジョンをサポートすることができる。ＨＲＰＤにおい
ては、端末は、与えられた任意の瞬間に１つのアクセスポイントから順方向リンク上の伝
送を受信することができ、１つまたは複数のアクセスポイントに対して逆方向リンク上の
伝送を送信することができる。順方向リンク（またはダウンリンク）は、アクセスポイン
トから端末への通信リンクを意味し、逆方向リンク（またはアップリンク）は、端末から
アクセスポイントへの通信リンクを意味する。
【００１８】
　図２は、ＨＲＰＤにおいて順方向リンク上のＣＤＭをサポートする単一キャリアスロッ
ト構成２００を示している。送信時系列は、スロットへと区分される。各スロットは、１
．６６７ミリ秒（ｍｓ）の存続時間を有し、２０４８チップに及ぶ。各チップは、１．２
２８８メガチップ／秒（Ｍｃｐｓ）のチップレートについて８１３．８ナノ秒（ｎｓ）の
存続時間を有する。各スロットは、２つの同一のハーフスロットに分割される。各ハーフ
スロットは、（ｉ）ハーフスロットの中心におけるパイロットセグメントと、パイロット
セグメントの両側にある２つのメディアアクセス制御(Media Access Control)（ＭＡＣ）
セグメントから構成されるオーバーヘッドセグメントと、（ｉｉ）オーバーヘッドセグメ
ントの両側にある２つのトラフィックセグメントとを含む。トラフィックセグメントは、
トラフィックチャネルセグメント、データセグメント、データフィールドなどと称される
こともできる。パイロットセグメントは、パイロットを搬送し、９６チップの存続時間を
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有する。各ＭＡＣセグメントは、シグナリング（例えば、逆方向パワー制御(reverse pow
er control)（ＲＰＣ）情報）を搬送し、６４チップの存続時間を有する。各トラフィッ
クセグメントは、トラフィックデータ（例えば、特定の端末についてのユニキャストデー
タ、ブロードキャストデータなど）を搬送し、４００チップの存続時間を有する。
【００１９】
　ＨＲＰＤ　Ｒｅｖ．０、ＡおよびＢは、トラフィックセグメントの中で送信されるデー
タについてＣＤＭを使用する。トラフィックセグメントは、アクセスポイントによってサ
ーブされている１つまたは複数の端末についてＣＤＭデータを搬送することができる。各
端末についてのトラフィックデータは、データシンボルを生成する端末から受信されるチ
ャネルフィードバックによって決定される符号化パラメータおよび変調パラメータに基づ
いて処理されることができる。１つまたは複数の端末についてのデータシンボルは、トラ
フィックセグメントについてのＣＤＭデータを生成するために、逆多重化され、１６チッ
プのウォルシュ関数(Walsh function)またはウォルシュコード(Walsh code)を用いてカバ
ーされることができる。それ故に、ＣＤＭデータは、ウォルシュ関数を使用して時間ドメ
インにおいて生成される。ＣＤＭトラフィックセグメントは、ＣＤＭデータを搬送するト
ラフィックセグメントである。
【００２０】
　トラフィックセグメントの中で送信されるデータについて、ＯＦＤＭおよび／または単
一キャリア周波数分割多重化(single-carrier frequency division multiplexing)（ＳＣ
－ＦＤＭ）を使用することが望ましい可能性がある。ＯＦＤＭとＳＣ－ＦＤＭは、使用可
能な帯域幅を複数の直交サブキャリアへと区分し、これらの直交サブキャリアは、トーン
、ビン(bin)などとも称される。各サブキャリアは、データを用いて変調されることがで
きる。一般に、変調シンボルは、ＯＦＤＭを有する周波数ドメインの中で、そしてＳＣ－
ＦＤＭを有する時間ドメインの中で送信される。ＯＦＤＭとＳＣ－ＦＤＭは、周波数選択
フェーディングによって引き起こされるシンボル間干渉(intersymbol interference)（Ｉ
ＳＩ）を簡単に抑制しようとする能力など、ある種の望ましい特性を有する。ＯＦＤＭは
、ＭＩＭＯおよびＳＤＭＡを効率的にサポートすることもでき、このＭＩＭＯおよびＳＤ
ＭＡは、各サブキャリアに対して独立に適用されることができ、それ故に周波数選択チャ
ネルにおいて良好な性能を実現することができる。明確にするために、データを送信する
ＯＦＤＭの使用が、以下で説明される。
【００２１】
　ＨＲＰＤ　Ｒｅｖ．０、ＡおよびＢとの後方互換性を保持しながらＯＦＤＭをサポート
することが、望ましい可能性がある。ＨＲＰＤにおいて、パイロットセグメントとＭＡＣ
セグメントは、すべての時刻において、すべてのアクティブな端末によって復調されるこ
とができるのに対して、トラフィックセグメントは、サーブされている端末だけによって
復調されることができる。それ故に、後方互換性は、パイロットセグメントとＭＡＣセグ
メントを保持することと、トラフィックセグメントを修正することとにより、達成される
ことができる。ＯＦＤＭデータは、与えられた４００チップのトラフィックセグメントに
おけるＣＤＭデータを４００チップ以下の総存続時間を有する１つまたは複数のＯＦＤＭ
シンボルで置き換えることによりＨＲＰＤ波形で送信されることができる。
【００２２】
　図３Ａは、ＨＲＰＤにおいてＯＦＤＭをサポートする単一キャリアスロット構成３００
を示している。簡単にするために、たった１つのハーフスロットだけが、図３Ａに示され
る。ハーフスロットは、（ｉ）ハーフスロットの中心における９６チップのパイロットセ
グメントと、パイロットセグメントの両側にある２つの６４チップのＭＡＣセグメントか
ら構成されるオーバーヘッドセグメントと、（ｉｉ）オーバーヘッドセグメントの両側に
ある２つのトラフィックセグメントとを含む。一般に、各トラフィックセグメントは、１
つまたは複数のＯＦＤＭシンボルを搬送することができる。図３Ａに示される例において
は、各トラフィックセグメントは、２つのＯＦＤＭシンボルを搬送し、各ＯＦＤＭシンボ
ルは、２００チップの存続時間を有し、２００チップの１つのＯＦＤＭシンボル期間に送
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【００２３】
　図３Ｂは、ＨＲＰＤにおいてＣＤＭとＯＦＤＭをサポートする単一キャリアスロット構
成３０２を示している。ハーフスロットは、（ｉ）９６チップのパイロットセグメントと
、２つの６４チップのＭＡＣセグメントから構成されるオーバーヘッドセグメントと、（
ｉｉ）オーバーヘッドセグメントの両側にある２つのトラフィックセグメントとを含む。
一設計においては、ＣＤＭまたはＯＦＤＭは、各トラフィックセグメントについて選択さ
れることができる。この設計においては、各トラフィックセグメントは、ＣＤＭが選択さ
れる場合、ＣＤＭデータを搬送することができ、あるいはＯＦＤＭが選択される場合には
、１つまたは複数のＯＦＤＭシンボルを搬送することができる。他の設計においては、ト
ラフィックセグメントは、ＣＤＭデータとＯＦＤＭデータの両方を搬送することができる
。例えば、トラフィックセグメントは、トラフィックセグメントの半分においてはＣＤＭ
データを、そしてトラフィックセグメントの他の半分においては１つまたは複数のＯＦＤ
Ｍシンボルを搬送することができる。
【００２４】
　一般に、ＯＦＤＭシンボルは、様々なＯＦＤＭシンボルヌメロロジーまたは設計に基づ
いて生成されることができる。各ＯＦＤＭシンボルヌメロロジーは、ＯＦＤＭシンボル存
続時間、サブキャリアの数、巡回プレフィックス長(cyclic prefix length)などの関連パ
ラメータについての特定の値に関連づけられる。ＯＦＤＭシンボル存続時間は、トラフィ
ックセグメントを十分に利用するために４００チップのトラフィックセグメントの整数の
除数であるべきである。さらに、ＯＦＤＭシンボルについてのサンプルレートは、アクセ
スポイントと端末における処理を簡単にするためにＣＤＭデータについてのチップレート
の整数倍数であるべきである。
【００２５】
　表１は、ＨＲＰＤについての３つの例のＯＦＤＭシンボルヌメロロジーをリストアップ
している。これらのヌメロロジーは、ＨＲＰＤスロット構成およびチップレートと互換で
あるように選択され、その結果、（ｉ）整数の数のＯＦＤＭシンボルが、トラフィックセ
グメントの中で送信され、（ｉｉ）ＯＦＤＭシンボルについてのサンプルレートは、ＣＤ
Ｍデータについてのチップレートの整数倍数となる。ヌメロロジーはさらに、離散フーリ
エ変換(discrete Fourier transform)（ＤＦＴ）サイズを決定するサブキャリアの総数が
、ＯＦＤＭシンボルの効率的な生成を可能にするように、選択される。これらのヌメロロ
ジーでは、サブキャリアの総数は、２の累乗ではなくて、小さな素因数(prime factor)を
有する。例えば、９０個のサブキャリアは、２、３、３、および５の素因数を用いて取得
されることができる。小さな素因数により、効率的な混合基底(mixed-radix)高速フーリ
エ変換(fast Fourier transform)（ＦＦＴ）インプリメンテーションが、ＯＦＤＭシンボ
ルを生成することができるようになる。表１に示されるヌメロロジーにより、ＨＲＰＤ波
形へのＯＦＤＭデータの効率的な埋込みが可能になる。
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【表１】

【００２６】
　表１におけるＯＦＤＭシンボルヌメロロジーのうちの任意のものが、トラフィックセグ
メントにおけるＯＦＤＭデータでＣＤＭデータを置き換えるために使用されることができ
る。これらのＯＦＤＭシンボルヌメロロジーは、ドップラー拡散とマルチパス遅延の許容
範囲に関して異なるトレードオフを提供する。ヌメロロジー１は、ヌメロロジー２および
３と比べて最大のサブキャリア間隔と最も短い巡回プレフィックスを有する。それ故に、
ヌメロロジー１は、（より大きなサブキャリア間隔に起因した）よりよいドップラー許容
範囲を提供することができ、（より短い巡回プレフィックスに起因した）より低い遅延許
容範囲を犠牲にして高速媒体チャネル(high-speed vehicular channel)における高スペク
トル効率を可能にすることができる。ヌメロロジー３は、ヌメロロジー１および２と比べ
て、最も小さいサブキャリア間隔と、最も長い巡回プレフィックスとを有する。それ故に
、ヌメロロジー３は、（より小さなサブキャリア間隔に起因した）より低いドップラー許
容範囲で、但し（より長い巡回プレフィックスに起因した）より高い遅延許容範囲を提供
することができ、これは、リピータ(repeater)によって引き起こされる遅延など、大きな
マルチパス遅延の存在するところにおいて高いスペクトル効率を可能にすることもある。
【００２７】
　他のＯＦＤＭシンボルヌメロロジーが、トラフィックセグメントについて使用されるこ
ともできる。一般に、ＯＦＤＭシンボルヌメロロジーは、（ｉ）ＯＦＤＭシンボル存続時
間とサンプルレートが、それぞれＨＲＰＤスロットフォーマットとチップレートと互換で
あるように、そして（ｉｉ）ＤＦＴサイズが、効率的なＯＦＤＭシンボル生成を可能にす
るように選択されることができる。次いで、これは、効率的で後方互換になるようにＨＲ
ＰＤ順方向リンク波形におけるＣＤＭデータのＯＦＤＭデータとの置換を可能にすること
ができる。ＣＤＭデータは、各トラフィックセグメントの中で選択的にＯＦＤＭデータと
置き換えられることができる。オーバーヘッドセグメントは、後方互換性のために保持さ
れることができる。
【００２８】
　一設計においては、固定されたＯＦＤＭシンボルヌメロロジーが、ＯＦＤＭデータを搬
送するすべてのトラフィックセグメントについて使用される。端末は、先験的にこのＯＦ
ＤＭシンボルヌメロロジーを知ることができ、ヌメロロジー上でどのようなシグナリング
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を伝えることもなく、ＯＦＤＭデータを復調することができる可能性がある。
【００２９】
　別の設計においては、構成可能なＯＦＤＭシンボルヌメロロジーが、ＯＦＤＭデータを
搬送する与えられたトラフィックセグメントについて使用されることができる。１組のヌ
メロロジー（例えば、表１にリストアップされるヌメロロジー）が、サポートされること
ができる。異なるヌメロロジーが、異なる端末について使用されることができる。適切な
ヌメロロジーが、その端末のチャネル状態に基づいて各端末について選択されることがで
きる。例えば、ヌメロロジー１は、高速で移動する端末について使用されることができ、
ヌメロロジー３は、大きなマルチパス遅延拡散を有する端末について使用されることがで
き、そしてヌメロロジー２は、適度な速度および／または適度なマルチパス遅延拡散を有
する端末について使用されることができる。
【００３０】
　図４は、ＨＲＰＤにおいてＣＤＭをサポートするマルチキャリアスロット構成４００を
示している。ＨＲＰＤ　Ｒｅｖ．Ｂにおいて、複数の１×ＨＲＰＤ波形は、与えられたス
ペクトル割付けを満たすマルチキャリアＨＲＰＤ波形を取得するために周波数ドメインに
おいて多重化されることができる。図４に示される例において、３つのＨＲＰＤキャリア
１、２および３についての３つの１×ＨＲＰＤ波形は、５ＭＨｚスペクトル割付けにおい
て周波数多重化される。各１×ＨＲＰＤ波形は、異なるキャリアについて生成され、約１
．２５ＭＨｚを占有する。３つの１×ＨＲＰＤ波形は、約３×１．２５＝３．７５ＭＨｚ
を占有し、これは、５ＭＨｚスペクトル割付けの両方のエッジに比較的大きな保護帯域を
残すことができる。隣接するキャリアの間の間隔は、ＨＲＰＤにおいて指定されないが、
一般的には隣接する１×ＨＲＰＤ波形の間の小さな遷移帯域を提供するように選択される
。
【００３１】
　図４に示されるように、マルチキャリアＨＲＰＤ波形は、各ハーフスロットにおける３
つのキャリアについて３つのオーバーヘッドセグメントと６つのトラフィックセグメント
を含む。各トラフィックセグメントは、図４に示されるように、ＣＤＭデータを搬送する
ことができる。マルチキャリアＨＲＰＤ波形における各トラフィックセグメントにおける
ＣＤＭデータは、ＯＦＤＭデータで選択的に置き換えられることができる。さらに、マル
チキャリアＨＲＰＤ波形におけるトラフィックセグメントとオーバーヘッドセグメントは
、スペクトル割付けを効率的に利用するように構成されることができる。
【００３２】
　図５は、ＨＰＲＤにおいてＣＤＭおよびＯＦＤＭをサポートするマルチキャリアスロッ
ト構成５００を示している。図５に示される例においては、３つのＨＲＰＤキャリアは、
５ＭＨｚスペクトル割付けにおいて送信され、帯域幅利用を改善するためにできる限り近
くに間隔をおいて配置される。各ＨＲＰＤキャリアについて、各ハーフスロットは、（ｉ
）パイロットセグメントとＭＡＣセグメントから構成されるオーバーヘッドセグメントと
、（ｉｉ）オーバーヘッドセグメントの両側にある２つのトラフィックセグメントを含む
。ＨＲＰＤキャリア１は、オーバーヘッドセグメントの左および右にトラフィックセグメ
ント（ＴＳ）１ａおよび１ｂを含み、ＨＲＰＤキャリア２は、オーバーヘッドセグメント
の左および右にトラフィックセグメント２ａおよび２ｂを含み、ＨＲＰＤキャリア３は、
オーバーヘッドセグメントの左および右にトラフィックセグメント３ａおよび３ｂを含ん
でいる。各ＨＲＰＤキャリアについての各トラフィックセグメントは、ＣＤＭデータまた
はＯＦＤＭデータを搬送することができる。
【００３３】
　５ＭＨｚスペクトル割付けにおいて多くても３つのＨＲＰＤキャリア（おのおのが概略
１．２５ＭＨｚに及ぶ）を展開することが、通例である。５ＭＨｚスペクトル割付けにお
いて４番目のＨＲＰＤキャリアに対応することは、実際的ではなく、これは、ＨＲＰＤシ
ステムと、５ＭＨｚ割付けの外側に展開されることができる互換性のないシステムとの間
にあまりにも小さな保護帯域を残すことになるからである。他方、３つのＨＲＰＤキャリ
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アでは、５ＭＨｚスペクトル割付けのうちの約３．７５ＭＨｚだけが、システムにより実
際に利用され、概略１．２５ＭＨｚの保護帯域を意味している。この保護帯域サイズは、
一部の場合においてはあまりにも大きすぎる可能性があり、これは、マルチキャリアシス
テムが、使用可能なスペクトルのその使用において非効率的であることを意味する。この
制限は、上記される技法を拡張することにより克服されることができる。５ＭＨｚスペク
トル割付けにおける３－キャリアＨＲＰＤでは、ＯＦＤＭシンボルは、図５に示されるよ
うにｎ＝４の場合に４×１．２２８８＝４．９１５２Ｍｃｐｓのサンプルレートで生成さ
れることができる。ＯＦＤＭシンボルは、そのときには５ＭＨｚスペクトル割付けのほと
んどを占有することができる。代わりに、ＯＦＤＭシンボルは、ｎ＝３の場合に３×１．
２２８８＝３．６８６４Ｍｃｐｓのサンプルレートで生成されることもでき、これは、図
５に示されてはいない。
【００３４】
　ＯＦＤＭシンボルは、トラフィック期間における各ＯＦＤＭシンボル期間にわたって生
成されることができる。各ＯＦＤＭシンボル期間は、表１におけるＯＦＤＭシンボルヌメ
ロロジー２を有する２００個のチップである。ＯＦＤＭシンボルは、（ｉ）ＯＦＤＭのた
めに使用されるトラフィックセグメントに対応するサブキャリアと、（ｉｉ）スペクトル
割付けの両方のエッジにおける残りの使用可能なサブキャリアの上で、ＯＦＤＭデータを
搬送することができる。ＯＦＤＭシンボルは、ＣＤＭデータを有するトラフィックセグメ
ントに対応するサブキャリア上でゼロにされる(nulled out)こともできる。それ故に、Ｏ
ＦＤＭシンボルは、ゼロ個以上のＨＲＰＤキャリアについてのゼロ個以上のトラフィック
セグメントの中でＣＤＭデータを選択的に置き換えることができるＯＦＤＭデータを搬送
することができる。ＯＦＤＭは、５ＭＨｚスペクトル割付けにおける使用可能なスペクト
ルのよりよい利用を可能にする。
【００３５】
　ＨＲＰＤキャリアの間の間隔は、ＣＤＭのために使用されるパルス整形フィルタ(pulse
 shaping filter)、ＣＤＭデータおよび／またはＯＦＤＭデータが生成される方法など、
様々なファクタに基づいて選択されることができる。送信のないサブキャリアである保護
サブキャリアは、スペクトル割付けの両方のエッジにおいて使用されることができる。帯
域エッジにおける保護サブキャリアの数は、スプリアス放射要件および／または他のファ
クタに基づいて選択されることができる。
【００３６】
　図６は、ＨＲＰＤにおいてＣＤＭおよびＯＦＤＭをサポートし、使用可能な帯域幅をよ
り十分に利用するマルチキャリアスロット構成６００を示している。スロット構成６００
は、図５のスロット構成５００におけるトラフィックセグメントとオーバーヘッドセグメ
ントのすべてを含んでいる。スロット構成６００は、２２４チップのオーバーヘッド期間
におけるパイロットセグメントまたはＭＡＣセグメントのために使用されないスペクトル
部分にＯＦＤＭデータをさらに含んでいる。
【００３７】
　追加のＯＦＤＭシンボルヌメロロジーは、パイロットセグメントとＭＡＣセグメントを
カバーする２２４チップのオーバーヘッド期間にわたって定義されることができる。これ
らのヌメロロジーは、（ｉ）整数の数のＯＦＤＭシンボルがオーバーヘッド期間に送信さ
れることができ、そして（ｉｉ）ＯＦＤＭシンボルについてのサンプルレートが、チップ
レートの整数倍数であるように選択されることができる。表２は、オーバーヘッド期間に
ついての２つの例のＯＦＤＭシンボルヌメロロジーをリストアップしている。オーバーヘ
ッド期間に送信されるＯＦＤＭシンボルは、それらの存続時間が、表１における対応する
ヌメロロジーを有するトラフィック期間に送信される「通常」ＯＦＤＭシンボルの存続時
間よりも長いので、「長い」ＯＦＤＭシンボルと称される。
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【表２】

【００３８】
　他のＯＦＤＭシンボルヌメロロジーが、オーバーヘッド期間にわたって使用されること
もできる。一般に、ＯＦＤＭシンボルヌメロロジーは、（ｉ）ＯＦＤＭシンボル存続時間
とサンプルレートとが、それぞれＨＲＰＤスロットフォーマットとチップレートと互換性
があるように、そして（ｉｉ）ＤＦＴサイズが、効率的なＯＦＤＭシンボル生成を可能に
するように選択されることができる。
【００３９】
　ＯＦＤＭシンボルは、以下で説明されるようにオーバーヘッド期間における各ＯＦＤＭ
シンボル期間にわたって生成されることができる。ＯＦＤＭシンボルは、パイロットセグ
メントとＭＡＣセグメントのために使用されない、帯域幅の部分に対応するサブキャリア
においてＯＦＤＭデータを搬送することができる。ＯＦＤＭシンボルは、パイロットセグ
メントとＭＡＣセグメントに対応するサブキャリア上でゼロにされることができる。全体
的なスペクトル利用は、オーバーヘッド期間における１つまたは複数の長いＯＦＤＭシン
ボルを使用することにより改善されることができる。
【００４０】
　図５および６に示される設計において、４つの論理チャネルＣｈ１、Ｃｈ２、Ｃｈ３お
よびＣｈ４が、トラフィックセグメントについて定義されることができる。これらの論理
チャネルは、データチャネル、トラフィックチャネルなどと称されることもできる。論理
チャネルＣｈ１は、ＨＲＰＤキャリア１上で送信されるトラフィックセグメント１ａおよ
び１ｂを含むことができ、論理チャネルＣｈ２は、ＨＲＰＤキャリア２上で送信されるト
ラフィックセグメント２ａおよび２ｂを含むことができ、論理チャネルＣｈ３は、ＨＲＰ
Ｄキャリア３上で送信されるトラフィックセグメント３ａおよび３ｂを含むことができ、
論理チャネルＣｈ４は、残りの使用可能なスペクトル上で送信されるトラフィックセグメ
ント４ａ、４ｂおよび４ｃを含むことができる。したがって、論理チャネルＣｈ１、Ｃｈ
２およびＣｈ３は、それぞれＨＲＰＤキャリア１、２、および３とオーバーラップするサ
ブキャリアに対応する。論理チャネルＣｈ１、Ｃｈ２およびＣｈ３は、各スロット、各ハ
ーフスロットなどにおいて、ＣＤＭとＯＦＤＭとの間で切り換わることができる。論理チ
ャネルＣｈ４は、関連するＨＲＰＤキャリアを有さず、帯域幅利用を改善するために使用
されることができる。論理チャネルＣｈ４は、各論理サブチャネルがサブキャリアの連続
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した組を含む、２つの論理サブチャネル、例えば下位Ｃｈ４と上位Ｃｈ４に区分されるこ
ともできる。論理チャネルは、独立にスケジュールされることができる。例えば、各論理
チャネルは、その論理チャネルについて端末から受信されるチャネル品質フィードバック
に基づいてスケジュールされることができる。
【００４１】
　一般に、任意数のＨＲＰＤキャリアが、与えられたスペクトル割付けにおいて送信され
ることができる。各ＨＲＰＤキャリアでは、各トラフィックセグメントは、ＣＤＭデータ
またはＯＦＤＭデータを搬送することができる。ＯＦＤＭデータは、ＨＲＰＤキャリアに
よって使用されない残りの使用可能なスペクトルにおいて送信されることもできる。
【００４２】
　図７は、５ＭＨｚスペクトル割付けにおける単一ＨＲＰＤキャリアについてＯＦＤＭお
よびＣＤＭをサポートするスロット構成７００を示している。図７に示される例において
は、単一ＨＲＰＤキャリアは、５ＭＨｚスペクトル割付けの１つのエッジの近くに配置さ
れる。ＨＲＰＤキャリアについてのパイロットセグメントとＭＡＣセグメントは、図２か
ら６において上記されるようにハーフスロットの中心において生成され送信される。ＨＲ
ＰＤキャリアの各トラフィックセグメントは、ＣＤＭデータまたはＯＦＤＭデータを搬送
することができる。
【００４３】
　ＯＦＤＭスペクトルは、ＨＲＰＤキャリアを除いてスペクトル割付けにおけるすべての
使用可能なスペクトルを含むように定義されることができる。図７に示される例において
は、ＯＦＤＭスペクトルは、ＨＲＰＤキャリアの両側の使用可能なスペクトルを含んでい
る。通常のＯＦＤＭシンボルと、長いＯＦＤＭシンボルとは、ＯＦＤＭスペクトルにおけ
るデータを搬送するために拡張され、使用されることができる。トラフィックデータ、シ
グナリングおよびパイロットは、例えば、まさしくＯＦＤＭまたはＯＦＤＭＡを使用した
システムにおいて一般的に使用される任意の技法を使用して任意の方法でＯＦＤＭスペク
トルにおいて送信されることができる。例えば、パイロットおよびシグナリングは、任意
のサブキャリアとシンボル期間上で任意の方法で送信されることができる。使用可能なサ
ブキャリアとシンボル期間は、任意の数の端末に対して割り付けられることもでき、デー
タは、任意の方法でスケジュールされた端末に送信されることができる。
【００４４】
　図７に示される設計においては、２つの論理チャネルＣｈ１およびＣｈ２が、定義され
る。論理チャネルＣｈ１は、ＨＲＰＤキャリア１上で送信されるトラフィックセグメント
１ａおよび１ｂを含み、論理チャネルＣｈ２は、ＯＦＤＭスペクトル上で送信されるトラ
フィックセグメント２ａから２ｆを含んでいる。論理チャネルＣｈ１は、各スロット、各
ハーフスロットなどにおいてＣＤＭとＯＦＤＭとの間で切り換わることができる。論理チ
ャネルＣｈ２は、どのＨＲＰＤキャリアにも縛られず、まさしくＯＦＤＭデータを搬送す
るために純粋なＯＦＤＭモードで動作させられることができる。トラフィックデータ、シ
グナリング、および／またはパイロットは、論理チャネルＣｈ２上で任意の方法でＯＦＤ
Ｍを用いて送信されることができる。
【００４５】
　図８は、５ＭＨｚスペクトル割付けにおいてＯＦＤＭをサポートするＨＲＰＤスロット
構成８００を示している。図８に示される例においては、スペクトル割付けは、ＨＲＰＤ
キャリアを含んでいない。通常のＯＦＤＭシンボルと、長いＯＦＤＭシンボルとは、帯域
エッジにおける保護サブバンドを除いて、全体の使用可能なスペクトルにおいてデータを
送信するために使用されることができる。論理チャネルＣｈ１は、全体の使用可能なスペ
クトルをカバーするように定義されることができる。論理チャネルＣｈ１は、まるでそれ
がＯＦＤＭ／ＯＦＤＭＡシステムのためであるかのように動作させられることができ、フ
ラッシュＯＦＤＭ（登録商標）(Flash OFDM)、ＩＥＥＥ８０２．２０、ＬＴＥなど、他の
ＯＦＤＭ／ＯＦＤＭＡ技術からの設計要素を組み込むことができる。論理チャネルＣｈ１
における時間周波数リソースは、トラフィックデータのために使用されるトラフィックリ
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ソース、シグナリングのために使用されるシグナリングリソース、パイロットのために使
用されるパイロットリソースなどへと区分されることができる。シグナリングリソースは
、端末をスケジュールするために、そしてスケジュールされた端末に対してトラフィック
リソースを割り当てるために使用されることができる。シグナリングリソースは、ハイブ
リッド自動再送信(hybrid automatic retransmission)（Ｈ－ＡＲＱ）フィードバック、
パワー制御などを容易にするために使用されることもできる。フラッシュＯＦＤＭ（登録
商標）システム、ＩＥＥＥ８０２．２０システム、ＬＴＥシステム、および／または他の
ＯＦＤＭ／ＯＦＤＭＡシステムについての様々な構成要素および物理レイヤ機能が、論理
チャネルＣｈ１のために使用されることができる。
【００４６】
　図９は、アクセスポイント１１０および端末１２０の設計のブロック図を示しており、
これらは、図１における複数のアクセスポイントおよび端末のうちの１つである。簡単に
するために、順方向リンク上での送信のための処理装置だけが、図９においては示される
。
【００４７】
　アクセスポイント１１０において、ＴＸ　ＣＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサ９２０は、以下
に説明されるようにトラフィックデータとシグナリングを受信し処理し、そして出力サン
プルを供給する。トランスミッタ(transmitter)（ＴＭＴＲ）９２２は、出力サンプルを
処理し（例えば、アナログへと変換し、増幅し、フィルタをかけ、そして周波数アップコ
ンバートし）、順方向リンク信号を生成し、この順方向リンク信号は、アンテナ９２４を
経由して送信される。端末１２０において、アンテナ９５２は、アクセスポイント１１０
から順方向リンク信号を受信し、受信信号をレシーバ(receiver)（ＲＣＶＲ）９５４に対
して供給する。レシーバ９５４は、受信信号を処理し（例えば、フィルタをかけ、増幅し
、周波数ダウンコンバートし、そしてデジタル化し）、受信サンプルを供給する。ＲＸ　
ＣＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサ９６０は、以下に説明されるようにＴＸ　ＣＤＭ／ＯＦＤＭ
プロセッサ９２０による処理と相補的な方法で受信サンプルを処理し、端末１２０につい
ての復号化データおよび受信シグナリングを供給する。
【００４８】
　コントローラ９３０および９７０は、それぞれアクセスポイント１１０および端末１２
０においてオペレーションを指示する。メモリ９３２および９７２は、それぞれアクセス
ポイント１１０および端末１２０についてのプログラムコードとデータを記憶する。
【００４９】
　図１０は、図１におけるＴＸ　ＣＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサ９２０の一設計であるＴＸ
　ＣＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサ９２０ａのブロック図を示している。プロセッサ９２０ａ
は、（ｉ）ＣＤＭデータとオーバーヘッドデータを搬送するＣＤＭ波形を生成するＣＤＭ
プロセッサ１０１０と、（ｉｉ）ＯＦＤＭデータを搬送するＯＦＤＭ波形を生成するＯＦ
ＤＭプロセッサ１０５０とを含む。
【００５０】
　ＣＤＭプロセッサ１０１０内において、エンコーダ／インタリーバ(interleaver)１０
１２は、ＣＤＭを使用して送信されるべきトラフィックデータを受信し、符号化スキーム
に基づいてトラフィックデータを符号化し、そして符号化されたデータをインタリーブ（
または再編成）する。シンボルマッパ１０１４は、変調スキームに基づいてインタリーブ
されたデータをデータシンボルに対してマッピングする。デマルチプレクサ(demultiplex
er)（Ｄｅｍｕｘ）１０１６は、データシンボルを複数の（例えば、１６個の）ストリー
ムへと逆多重化する。ウォルシュカバーユニット(Walsh cover unit)１０１８は、対応す
るデータチップストリームを取得するために異なる１６チップのウォルシュコードを用い
て各データシンボルストリームをカバーし、あるいはチャネル化する。加算器１０２０は
、複数のウォルシュコードについての複数の（例えば、１６個の）データチップストリー
ムを加算し、チップレートでＣＤＭデータを供給する。ＴＸオーバーヘッドプロセッサ１
０２２は、ＭＡＣセグメントについてのシグナリングと、パイロットセグメントについて
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のパイロットデータを受信し、オーバーヘッドセグメントについてチップレートでオーバ
ーヘッドデータを生成する。ＴＤＭマルチプレクサ(multiplexer)（Ｍｕｘ）１０２４は
、加算器１０２０からのＣＤＭデータと、プロセッサ１０２２からのオーバーヘッドデー
タとを受け取り、ＣＤＭデータを搬送するトラフィックセグメントの中でＣＤＭデータを
供給し、オーバーヘッドセグメントの中でオーバーヘッドデータを供給する。乗算器１０
２６は、アクセスポイントについての擬似雑音(pseudo-noise)（ＰＮ）シーケンスと、Ｔ
ＤＭマルチプレクサ１０２４の出力を乗算し、チップレートで出力チップを供給する。パ
ルス整形フィルタ１０２８は、出力チップにフィルタをかけ、１つのＨＲＰＤキャリアに
ついてのＣＤＭ波形を提供する。複数のＨＲＰＤキャリアについての複数のＣＤＭ波形は
、ＣＤＭプロセッサ１０１０の複数のインスタンスを用いて生成されることができる。こ
れらの複数のＣＤＭ波形は、デジタルドメインまたはアナログドメインにおいて、適切な
周波数へとアップコンバートされることができる。
【００５１】
　ＯＦＤＭプロセッサ１０５０内において、エンコーダ／インタリーバ１０５２は、ＯＦ
ＤＭを使用して送信されるべきトラフィックデータを受信し、符号化スキームに基づいて
トラフィックデータを符号化し、そして符号化されたデータをインタリーブする。シンボ
ルマッパ１０５４は、インタリーブされたデータをデータシンボルに対してマッピングす
る。シンボルツーサブキャリアマッパ(symbol-to-subcarrier mapper)１０５６は、ＯＦ
ＤＭのために使用されるサブキャリアに対してデータシンボルをマッピングする。ゼロ挿
入ユニット(zero insertion unit)１０５８は、ＯＦＤＭのために使用されないサブキャ
リア、例えば、ＣＤＭトラフィックセグメントおよびオーバーヘッドセグメントに対応す
るサブキャリア、ヌルサブキャリア、および保護サブキャリア(guard subcarrier)に対し
てゼロシンボル（これはゼロの信号値を有する）を挿入する。逆離散フーリエ変換(inver
se discrete Fourier transform)（ＩＤＦＴ）ユニット１０６０は、各ＯＦＤＭシンボル
期間においてＫ個の総サブキャリアについてデータシンボルおよびゼロシンボルに対して
ＫポイントのＩＤＦＴを実行し、Ｋ個の時間ドメインサンプルを含む有用な部分を提供す
る。Ｋは、ＯＦＤＭシンボルヌメロロジーに依存しており、通常のＯＦＤＭシンボルと長
いＯＦＤＭシンボルについて表１および２に与えられる。巡回プレフィックス挿入ユニッ
ト(cyclic prefix insertion unit)１０６２は、有用な部分のうちの最後のＣ個のサンプ
ルをコピーし、サンプルレートでＫ＋Ｃ個のサンプルを含むＯＦＤＭシンボルを形成する
ために有用な部分の前部にこれらのＣ個のサンプルを追加する。サンプルレートは、チッ
プレートのｎ倍とすることができ、ここでｎは、１、２、３、４などと等しくすることが
できる。反復される部分は、巡回プレフィックスと称され、周波数選択的フェーディング
(frequency selective fading)によって引き起こされるＩＳＩを抑制しようとするために
使用される。ウィンドウィング／パルス整形フィルタ(windowing/pulse shaping filter)
１０２８は、ユニット１０６２からのサンプルをウィンドウ化し(window)、それらのサン
プルにフィルタをかけ、ＯＦＤＭ波形を提供する。加算器１０７０は、ＣＤＭプロセッサ
１０１０からのＣＤＭ波形とＯＦＤＭプロセッサ１０５０からのＯＦＤＭ波形とを加算し
、出力波形を提供する。
【００５２】
　図１１は、図１におけるＴＸ　ＣＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサ９２０の別の設計であるＴ
Ｘ　ＣＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサ９２０ｂのブロック図を示している。プロセッサ９２０
ｂは、ＣＤＭのために使用されるサブキャリアに対してＣＤＭデータをマッピングし、Ｏ
ＦＤＭのために使用されるサブキャリアに対してＯＦＤＭデータをマッピングする。次い
でプロセッサ９２０ｂは、マッピングされたＣＤＭデータおよびＯＦＤＭデータに基づい
て出力波形を生成する。
【００５３】
　プロセッサ９２０ｂ内において、ＴＸ　ＣＤＭプロセッサ１１１０は、ＣＤＭを使用し
て送信されるべきトラフィックデータと、シグナリングと、パイロットを受信し、処理し
、そして出力チップを供給する。プロセッサ１１１０は、図１０におけるユニット１０１
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２から１０２６を含むことができる。ＤＦＴユニット１１１２は、各ＯＦＤＭシンボル期
間における出力チップに対してＬポイントのＤＦＴを実行し、Ｌ個のサブキャリアについ
てのＬ個の周波数ドメインシンボルを供給する。Ｌは、ＨＲＰＤキャリアに対応するサブ
キャリアの数であり、ＯＦＤＭシンボルヌメロロジーに依存する可能性がある。
【００５４】
　エンコーダ／インタリーバ１１２０およびシンボルマッパ１１２２は、ＯＦＤＭを使用
して送信されるべきトラフィックデータを処理し、データシンボルを供給する。シンボル
ツーサブキャリアマッパ１１３０は、ＤＦＴユニット１１１２からの周波数ドメインシン
ボルをＣＤＭのために使用されるサブキャリアに対してマッピングし、さらにシンボルマ
ッパ１１２２からのデータシンボルをＯＦＤＭのために使用されるサブキャリアに対して
マッピングする。ゼロ挿入ユニット１１３２は、ＣＤＭまたはＯＦＤＭのために使用され
ないサブキャリア、例えば、ヌルサブキャリアおよび保護サブキャリアに対してゼロシン
ボルを挿入する。ＩＤＦＴユニット１１３４は、各ＯＦＤＭシンボル期間についてＫ個の
シンボルに対してＫポイントのＩＤＦＴを実行し、Ｋ個の時間ドメインサンプルを含む有
用な部分を提供する。巡回プレフィックス挿入ユニット１１３６は、有用な部分に対して
巡回プレフィックスを挿入し、サンプルレートでＫ＋Ｃ個のサンプルを含むＯＦＤＭシン
ボルを供給する。ウィンドウィング／パルス整形フィルタ１１３８は、ユニット１１３６
からのサンプルをウィンドウ化し、それらのサンプルにフィルタをかけ、出力波形を提供
する。フィルタ１１３６は、図１０におけるフィルタ１０２８よりも急なスペクトルロー
ルオフ(spectral roll-off)を提供することができ、このスペクトルロールオフは、スペ
クトル割付けのよりよい利用を可能にすることができる。
【００５５】
　図１２は、図９におけるＲＸ　ＣＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサ９６０の一設計であるＲＸ
　ＣＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサ９６０ａのブロック図を示している。プロセッサ９６０ａ
は、図１０におけるＴＸ　ＣＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサ９２０ａによって生成される出力
波形を受け取るために使用されることができる。
【００５６】
　ＣＤＭデータを回復するために、フィルタ１２１２は、レシーバ９５４からの受信サン
プルを取得し、対象となるＨＲＰＤキャリアの外側のスペクトル成分を除去するために受
信サンプルにフィルタをかけ、サンプルレートからチップレートへの変換を実行し、フィ
ルタがかけられたチップを供給する。乗算器１２１４は、アクセスポイントによって使用
されるＰＮシーケンスと、フィルタがかけられたチップを乗算し、入力チップを供給する
。ＴＤＭデマルチプレクサ１２１６は、パイロットセグメントについての入力チップをチ
ャネル推定器(channel estimator)１２１８に対して供給し、ＭＡＣセグメントについて
の入力チップをＲＸオーバーヘッドプロセッサ１２２０に対して供給し、そしてＣＤＭデ
ータを搬送するトラフィックセグメントについての入力チップをウォルシュデカバーユニ
ット(Walsh decover unit)１２２２に対して供給する。チャネル推定器１２１８は、受信
パイロットに基づいてチャネル推定値を導き出す。ユニット１２２２は、ＣＤＭデータの
ために使用される各ウォルシュコードについての入力サンプルをデカバーし(decover)、
または逆チャネル化し(dechannelize)、受信シンボルを供給する。マルチプレクサ１２２
４は、すべてのウォルシュコードについて受信シンボルを多重化する。データ復調器(dem
odulator)（Ｄｅｍｏｄ）１２２６は、チャネル推定値を用いて受信シンボルに対するコ
ヒーレントな検出を実行し、データシンボル推定値を供給し、これらのデータシンボル推
定値は、ＣＤＭを用いて送信されるデータシンボルの推定値である。デインタリーバ／デ
コーダ(deinterleaver/decoder)１２２８は、データシンボル推定値を逆インタリーブし
、復号化し、そしてＣＤＭについての復号化データを供給する。ＲＸオーバーヘッドプロ
セッサ１２２０は、ＭＡＣセグメントについての入力チップを処理し、受信シグナリング
を供給する。
【００５７】
　ＯＦＤＭデータを回復するために、巡回プレフィックス除去ユニット(cyclic prefix r
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emoval unit)１２５２は、各ＯＦＤＭシンボル期間においてＫ＋Ｃ個の受信サンプルを取
得し、巡回プレフィックスを除去し、有用な部分についてのＫ個の受信サンプルを供給す
る。ＤＦＴユニット１２５４は、Ｋ個の受信サンプルに対してＫポイントのＤＦＴを実行
し、Ｋ個の総サブキャリアについてのＫ個の受信シンボルを供給する。シンボルツーサブ
キャリアデマッパ(symbol-to-subcarrier demapper)１２５６は、Ｋ個の総サブキャリア
についての受信シンボルを取得し、ＯＦＤＭのために使用されるサブキャリアについての
受信データシンボルをデータ復調器(data demodulator)１２５８に対して供給し、そして
受信パイロットシンボルをチャネル推定器１２１８に対して供給することができる。デー
タ復調器１２５８は、チャネル推定器１２１８からのチャネル推定値を用いて受信データ
シンボルに対するデータ検出（例えば、マッチドフィルタリング(matched filtering)、
等化など）を実行し、データシンボル推定値を供給し、これらのデータシンボル推定値は
、ＯＦＤＭを用いて送信されるデータシンボルの推定値である。デインタリーバ／デコー
ダ１２６０は、データシンボル推定値を逆インタリーブし、復号化し、そしてＯＦＤＭに
ついての復号化データを供給する。
【００５８】
　図１３は、図９におけるＲＸ　ＣＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサ９６０の別の設計であるＲ
Ｘ　ＣＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサ９６０ｂのブロック図を示している。プロセッサ９６０
ｂは、図１１におけるＴＸ　ＣＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサ９２０ｂによって生成される出
力波形を受け取るために使用されることができる。プロセッサ９６０ｂ内において、巡回
プレフィックス除去ユニット１３１２は、各ＯＦＤＭシンボル期間においてＫ＋Ｃ個の受
信サンプルを取得し、巡回プレフィックスを除去し、有用な部分についてのＫ個の受信サ
ンプルを供給する。ＤＦＴユニット１３１４は、Ｋ個の受信サンプルに対してＫポイント
のＤＦＴを実行し、Ｋ個の総サブキャリアについてのＫ個の受信シンボルを供給する。シ
ンボルツーサブキャリアデマッパ１３１６は、Ｋ個の総サブキャリアについての受信シン
ボルを取得し、ＣＤＭのために使用されるサブキャリアについての受信シンボルをＩＤＦ
Ｔユニット１３２０に対して供給し、ＯＦＤＭのために使用されるサブキャリアについて
の受信シンボルをデータ復調器１３３０に対して供給する。
【００５９】
　ＣＤＭデータを回復するために、ＩＤＦＴユニット１３２０は、ＯＦＤＭシンボル期間
においてＣＤＭのために使用されるサブキャリアについてのＬ個の受信シンボルに対して
ＬポイントのＩＤＦＴを実行し、Ｌ個の時間ドメインサンプルを供給する。ＲＸ　ＣＤＭ
プロセッサ１３２２は、時間ドメインサンプルを処理し、ＣＤＭについての受信シグナリ
ングと復号化データを供給する。プロセッサ１３２２は、図１２におけるユニット１２１
４から１２２８を含むことができる。ＯＦＤＭデータを回復するために、データ復調器１
３３０は、チャネル推定値を用いてデマッパ１３１６からの受信サンプルに対するデータ
検出を実行し、データシンボル推定値を供給する。デインタリーバ／デコーダ１３３２は
、データシンボル推定値を逆インタリーブし、復号化し、そしてＯＦＤＭについての復号
化データを供給する。
【００６０】
　明確にするために、本技法の様々な態様が、ＨＲＰＤシステムにおけるＣＤＭおよびＯ
ＦＤＭを用いた順方向リンク送信について特に説明されてきている。本技法は、例えば、
ＣＤＭおよびＳＣ－ＦＤＭ、ＣＤＭおよびＴＤＭならびにＯＦＤＭ、ＴＤＭおよびＯＦＤ
Ｍなどの多重化スキームの他の組合せについて使用されることもできる。本技法は、他の
ワイヤレス通信システムのために、そして順方向リンクと逆方向リンクの両方のために使
用されることもできる。
【００６１】
　図１４は、選択可能なＣＤＭおよびＯＦＤＭを用いてトラフィックセグメントの中でデ
ータを送信するためのプロセス１４００を示している。ＣＤＭまたはＯＦＤＭは、少なく
とも１つのトラフィックセグメントのおのおのについて選択されることができる（ブロッ
ク１４１２）。各トラフィックセグメントは、特定の時間および周波数のリソースに対応
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することができ、１つまたは複数の特定の端末に対して送信されるユニキャストデータに
ついてＣＤＭデータまたはＯＦＤＭデータを搬送することができる。オーバーヘッドデー
タを有する少なくとも１つのオーバーヘッドセグメントが、生成されることができる（ブ
ロック１４１４）。各トラフィックセグメントが、ＣＤＭがトラフィックセグメントにつ
いて選択される場合にはＣＤＭデータを搬送し、あるいはＯＦＤＭがトラフィックセグメ
ントについて選択される場合にはＯＦＤＭデータを搬送して、少なくとも１つのトラフィ
ックセグメントと少なくとも１つのオーバーヘッドセグメントから構成される出力波形が
、生成されることができる（ブロック１４１６）。
【００６２】
　単一キャリアでは、ＣＤＭまたはＯＦＤＭは、ハーフスロットにおける第１および第２
のトラフィックセグメントのおのおのについて選択されることができる。第１および第２
のトラフィックセグメントとオーバーヘッドセグメントから構成される出力波形は、ハー
フスロットについて、例えば、図３Ｂに示されるように生成されることができる。複数の
キャリアでは、ＣＤＭまたはＯＦＤＭは、複数のキャリアについての複数のトラフィック
セグメントのおのおのについて選択されることができる。オーバーヘッドデータを有する
複数のオーバーヘッドセグメントが、複数のキャリアについて生成されることもできる。
複数のキャリアについて複数のトラフィックセグメントと複数のオーバーヘッドセグメン
トから構成される出力波形は、例えば、図５から７に示されるように生成されることがで
きる。
【００６３】
　単一キャリアと複数のキャリアの両方では、出力波形は、例えば、図１０に示されるよ
うに、（ｉ）ＣＤＭデータを搬送するトラフィックセグメントと、オーバーヘッドデータ
を搬送するオーバーヘッドセグメントから構成される第１の波形と、（ｉｉ）ＯＦＤＭデ
ータを搬送するトラフィックセグメントから構成される第２の波形に基づいて生成される
ことができる。代わりに、ＣＤＭデータは、ＣＤＭデータを搬送するトラフィックセグメ
ントのために使用されるサブキャリアに対してマッピングされることもでき、ＯＦＤＭデ
ータは、ＯＦＤＭデータを搬送するトラフィックセグメントのために使用されるサブキャ
リアに対してマッピングされることもでき、オーバーヘッドデータは、オーバーヘッドセ
グメントのために使用されるサブキャリアに対してマッピングされることもできる。出力
波形は、そのときには、例えば、図１１に示されるように、マッピングされたＣＤＭデー
タ、ＯＦＤＭデータ、およびオーバーヘッドデータに基づいて生成されることができる。
【００６４】
　図１５は、適切に選択されたＯＦＤＭシンボルヌメロロジーに基づいてＣＤＭまたはＯ
ＦＤＭを用いてデータを送信するためのプロセス１５００を示している。ＣＤＭまたはＯ
ＦＤＭは、トラフィック期間について、あるいはトラフィック期間におけるトラフィック
セグメントについて選択されることができる（ブロック１５１２）。ＣＤＭが選択される
場合、ＣＤＭデータは、チップレートで生成され、トラフィック期間の中で送信されるこ
とができる（ブロック１５１４）。ＯＦＤＭが選択される場合には、少なくとも１つのＯ
ＦＤＭシンボルが、サンプルレートで生成され、トラフィック期間の中で送信されること
ができる（ブロック１５１６）。サンプルレートは、整数の比により、チップレートに関
係づけられることができる。各ＯＦＤＭシンボルは、トラフィック期間の存続時間に基づ
いて決定される存続時間を有することができる。オーバーヘッドデータは、チップレート
でＣＤＭに従って生成されることができる（ブロック１５１８）。オーバーヘッドデータ
は、オーバーヘッド期間の中で送信されることができ、ＣＤＭデータまたは少なくとも１
つのＯＦＤＭシンボルは、ＴＤＭを使用してトラフィック期間の中で送信されることがで
きる（ブロック１５２０）。
【００６５】
　ＨＲＰＤでは、ＣＤＭデータは、１．２２８８Ｍｃｐｓのチップレートで生成されるこ
とができる。少なくとも１つのＯＦＤＭシンボルは、１．２２８８×ｎ　Ｍｓｐｓのサン
プルレートで生成されることができ、ここでｎは、整数の比である。トラフィック期間は
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、４００チップに及ぶことができ、各ＯＦＤＭシンボルは、４００／ｍチップの存続時間
を有することができ、ここでｍは、整数の除数である。各ＯＦＤＭシンボルは、Ｋ個のサ
ブキャリアをカバーすることができ、ここでＫは、２の累乗ではない整数とすることがで
きる。
【００６６】
　トラフィック期間では、ＣＤＭデータは、スペクトル割付けにおいて少なくとも１つの
キャリアについてチップレートで生成されることができ、少なくとも１つのＯＦＤＭシン
ボルは、そのスペクトル割付けにおいて残りの使用可能なサブキャリアについてサンプル
レートで生成されることができる。オーバーヘッド期間では、少なくとも１つの長いＯＦ
ＤＭシンボルは、例えば、図６および７に示されるように、サンプルレートで生成される
ことができ、オーバーヘッド期間の存続時間に基づいて決定される存続時間を有すること
ができる。
【００６７】
　図１６は、使用可能な時間周波数リソースを使用してデータを効率的に送信するための
プロセス１６００を示している。スペクトル割付けにおいて少なくとも１つのキャリアに
対応する第１の組のサブキャリアが、決定されることができる（ブロック１６１２）。ス
ペクトル割付けにおいて残りの使用可能なサブキャリアに対応する第２の組のサブキャリ
アがまた、決定されることもできる（ブロック１６１４）。複数のキャリアが存在する場
合、そのときには遷移帯域が隣接するキャリアの間に提供されることができ、ＣＤＭデー
タを生成するために使用されるパルス整形フィルタの遷移エッジに基づいて決定されるこ
とができる。第１の組は、異なるタイプのデータを搬送するキャリアの間のヌルサブキャ
リア(null subcarrier)を除外することができる。第１および第２の組は、保護サブキャ
リアを除外することができる。
【００６８】
　第１の組のサブキャリア上のＣＤＭデータまたはＯＦＤＭデータ、あるいはＣＤＭデー
タとＯＦＤＭデータの両方を備え、第２の組のサブキャリア上のＯＦＤＭデータをさらに
備える出力波形が、生成されることができる（ブロック１６１６）。出力波形は、各キャ
リアに対応するサブキャリア上のＣＤＭデータまたはＯＦＤＭデータを備えることができ
る。出力波形は、少なくとも１つのキャリアについてのオーバーヘッドデータと、オーバ
ーヘッド期間における第３の組のサブキャリア上のＯＦＤＭデータをさらに備えることが
できる。第３の組は、オーバーヘッド期間における残りの使用可能なサブキャリアを含む
ことができる。
【００６９】
　図１７は、動的に選択可能なＯＦＤＭシンボルヌメロロジーを用いてデータを送信する
ためのプロセス１７００を示している。第１の組の少なくとも１つのＯＦＤＭシンボルは
、第１の端末について第１のＯＦＤＭシンボルヌメロロジーに従って生成されることがで
きる（ブロック１７１２）。第２の組の少なくとも１つのＯＦＤＭシンボルは、第２の端
末について第２のＯＦＤＭシンボルヌメロロジーに従って生成されることができる（ブロ
ック１７１４）。第１および第２のＯＦＤＭシンボルヌメロロジーは、異なるＯＦＤＭシ
ンボル存続時間、サブキャリアの異なる数、異なる巡回プレフィックス長などに関連づけ
られることができる。オーバーヘッドデータは、ＣＤＭに従って生成されることができる
（ブロック１７１６）。第１の組の少なくとも１つのＯＦＤＭシンボルは、第１の時間間
隔の中で送信されることができ、第２の組の少なくとも１つのＯＦＤＭシンボルは、第２
の時間間隔の中で送信されることができ、オーバーヘッドデータは、ＴＤＭを使用して第
３の間隔の中で送信されることができる（ブロック１７１８）。
【００７０】
　図１８は、ＣＤＭまたはＯＦＤＭを用いて送信されるデータを受信するためのプロセス
１８００を示している。トラフィックセグメントについて、ＣＤＭが使用されるか、また
はＯＦＤＭが使用されるかの決定が行われることができる（ブロック１８１２）。ＣＤＭ
が使用される場合、受信サンプルは、トラフィックセグメントの中で送信されるＣＤＭデ
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ータを回復するように処理されることができる（ブロック１８１４）。ＯＦＤＭが使用さ
れる場合には、受信サンプルは、トラフィックセグメントの中で送信されるＯＦＤＭデー
タを回復するように処理されることができる（ブロック１８１６）。受信サンプルは、ト
ラフィックセグメントを用いてＴＤＭ化される(is TDMed)オーバーヘッドセグメントの中
のオーバーヘッドデータを回復するように処理されることもできる（ブロック１８１８）
。
【００７１】
　ＯＦＤＭデータを回復するために、受信サンプルは、トラフィックセグメントのために
使用されるサブキャリアについての受信シンボルを取得するように処理され（例えば、巡
回プレフィックス除去され、逆変換され、そしてデマッピングされ）ることができる。次
いで受信シンボルは、例えば、図１２または１３に示されるように、トラフィックセグメ
ントの中で送信されるＯＦＤＭデータを回復するように処理され（例えば、復調され、逆
インタリーブされ、そして復調され）ることができる。ＯＦＤＭデータはまた、他の方法
で回復されることもできる。
【００７２】
　ＣＤＭデータを回復するために、受信サンプルは、トラフィックセグメントのために使
用されるサブキャリアについてのフィルタがかけられたサンプルを取得するためにフィル
タがかけられることができる。フィルタがかけられたサンプルは、トラフィックセグメン
トについての入力サンプルを取得するように処理される（例えば、スクランブルを解かれ
る）ことができる。入力サンプルは、受信シンボルを取得するために複数の直交コード（
例えば、ウォルシュコード）を用いてデカバーされる(be decovered)ことができる。次い
で受信シンボルは、図１２に示されるようにトラフィックセグメントの中で送信されるＣ
ＤＭデータを回復するように処理され（例えば、復調され、逆インタリーブされ、そして
復号化され）ることができる。代わりに、受信サンプルは、複数のサブキャリアについて
の周波数ドメインシンボルを取得するように処理され（例えば、巡回プレフィックス除去
され、逆変換され、デマッピングされ）ることができる。トラフィックセグメントのため
に使用されるサブキャリアについての周波数ドメインシンボルは、時間ドメインサンプル
を取得するように処理される（例えば、変換される）ことができる。時間ドメインサンプ
ルは、受信シンボルを取得するために複数の直交コードを用いてデカバーされることがで
きる。次いで受信シンボルは、例えば、図１３に示されるように、トラフィックセグメン
トの中で送信されるＣＤＭデータを回復するように処理され（例えば、復調され、逆イン
タリーブされ、そして復号化され）ることができる。ＣＤＭデータはまた、他の方法で回
復されることもできる。
【００７３】
　当業者は、情報および信号が、様々な異なる技術および技法のうちのどれかを使用して
表されることができることを理解するであろう。例えば、以上の説明全体を通して言及さ
れることができるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチッ
プは、電圧、電流、電磁波、磁気のフィールドまたは粒子、光のフィールドまたは粒子、
あるいはそれらの任意の組合せによって表されることができる。
【００７４】
　当業者は、ここにおいて本開示に関連して説明される様々な例示の論理ブロック、モジ
ュール、回路、およびアルゴリズムステップが、電子的ハードウェア、コンピュータソフ
トウェア、または両方の組合せとしてインプリメントされることができることをさらに理
解するであろう。ハードウェアとソフトウェアとの互換性を明確に示すために、様々な例
示のコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップは、それらの機能の
観点から以上で一般的に説明されてきている。それらの機能が、ハードウェアとしてイン
プリメントされるか、あるいはソフトウェアとしてインプリメントされるかは、全体的シ
ステムに課される特定のアプリケーションおよび設計制約条件に依存する。当業者は、特
定の各アプリケーションについての様々な方法で説明される機能をインプリメントするこ
とができるが、そのようなインプリメンテーションの決定は、本開示の範囲からの逸脱を
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引き起こすものと解釈されるべきではない。
【００７５】
　ここにおいて本開示に関連して説明される、様々な例示の論理ブロック、モジュール、
および回路は、ここにおいて説明される機能を実行されるように設計される、汎用プロセ
ッサ、デジタル信号プロセッサ(digital signal processor)（ＤＳＰ）、特定用途向け集
積回路(application specific integrated circuit)（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラ
マブルゲートアレイ(field programmable gate array)（ＦＰＧＡ）または他のプログラ
マブルロジックデバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスク
リートハードウェアコンポーネント、あるいはそれらの任意の組合せを用いてインプリメ
ントされ、あるいは実行されることができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサと
することができるが、代替案においては、プロセッサは、従来の任意のプロセッサ、コン
トローラ、マイクロコントローラ、または状態機械とすることができる。プロセッサは、
コンピューティングデバイスの組合せ、例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサの組合せ、
複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと組み合わせた１つまたは複数のマイクロプロセ
ッサ、あるいは他のそのような任意のコンフィギュレーションとしてインプリメントされ
ることもできる。
【００７６】
　ここにおいて本開示に関連して説明される方法またはアルゴリズムのステップは、ハー
ドウェアの形で直接に、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールの形で、
あるいはそれら２つの組合せの形で実施されることができる。ソフトウェアモジュールは
、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメ
モリ、レジスタ、ハードディスク、着脱可能ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または当技術分野
において知られている他の任意の形態のストレージ媒体の形で存在することができる。例
示のストレージ媒体は、プロセッサが、ストレージ媒体から情報を読み取ることができ、
ストレージ媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合される。代替案
においては、ストレージ媒体は、プロセッサと一体にすることもできる。プロセッサとス
トレージ媒体は、ＡＳＩＣに存在することができる。ＡＳＩＣは、ユーザ端末の中に存在
することができる。代替案においては、プロセッサとストレージ媒体は、ユーザ端末にお
ける個別コンポーネントとして存在することができる。
【００７７】
　本開示についての以上の説明は、任意の当業者が本開示を作り、または使用することを
可能にするように提供される。本開示に対する様々な修正は、当業者にとって容易に明ら
かであり、ここにおいて定義される包括的な原理は、本開示の精神あるいは範囲を逸脱す
ることなく、他の変形に対しても適用されることができる。したがって、本開示は、ここ
において説明される例だけに限定されるようには意図されず、ここにおいて開示される原
理および新規の特徴と整合する最も広い範囲が与えられるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】高速パケットデータ（ＨＲＰＤ）通信システムを示す図である。
【図２】ＣＤＭをサポートする単一キャリアスロット構成を示す図である。
【図３Ａ】ＯＦＤＭをサポートする単一キャリアスロット構成を示す図である。
【図３Ｂ】ＣＤＭおよびＯＦＤＭをサポートする単一キャリアスロット構成を示す図であ
る。
【図４】ＣＤＭをサポートするマルチキャリアスロット構成を示す図である。
【図５】ＣＤＭおよびＯＦＤＭをサポートするマルチキャリアスロット構成を示す図であ
る。
【図６】ＣＤＭおよびＯＦＤＭをサポートする別のマルチキャリアスロット構成を示す図
である。
【図７】ＯＦＤＭおよびＣＤＭをサポートするスロット構成を示す図である。
【図８】５ＭＨｚスペクトル割付けにおいてＯＦＤＭをサポートするスロット構成を示す
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図である。
【図９】アクセスポイントおよび端末のブロック図である。
【図１０】送信（ＴＸ）ＣＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサの設計を示す図である。
【図１１】ＴＸ　ＣＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサの別の設計を示す図である。
【図１２】受信（ＲＸ）ＣＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサの設計を示す図である。
【図１３】ＲＸ　ＣＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサの別の設計を示す図である。
【図１４】選択可能なＣＤＭおよびＯＦＤＭを用いてデータを送信するためのプロセスを
示す図である。
【図１５】適切なＯＦＤＭシンボルヌメロロジーを用いてデータを送信するためのプロセ
スを示す図である。
【図１６】使用可能なリソースを使用してデータを効率的に送信するためのプロセスを示
す図である。
【図１７】複数のＯＦＤＭシンボルヌメロロジーを用いてデータを送信するためのプロセ
スを示す図である。
【図１８】ＣＤＭまたはＯＦＤＭを用いて送信されるデータを受信するためのプロセスを
示す図である。

【図１】 【図２】
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【要約の続き】
ＯＦＤＭデータを搬送することができる。
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