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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信装置を動作する方法であって、
　干渉を測定することと、
　プリアンブルを送信することとを備え、
　前記プリアンブルは、複数のパイロット・シンボルを含み、前記複数のパイロット・シ
ンボルのうちの少なくとも１つは、干渉情報を含み、前記干渉情報を含む前記複数のパイ
ロット・シンボルのうちの少なくとも１つは、前記プリアンブルに含まれる前記複数のパ
イロット・シンボルのうちの少なくとも１つの別のパイロット・シンボルに適用されたス
クランブリング・シーケンスと同じスクランブリング・シーケンスを適用することによっ
てスクランブルされる、方法。
【請求項２】
　前記プリアンブルを送信することはさらに、システム・コンフィグレーション情報を通
信するために使用されるブロードキャスト・チャネルに対応する少なくとも１つのシンボ
ルを、前記プリアンブルの一部として送信することを含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記パイロット・シンボルは、タイミング獲得およびセクタ識別のうちの少なくとも１
つのために使用される獲得パイロットを含む請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記プリアンブルは、干渉情報よりもシステム・コンフィグレーション情報を通信する



(2) JP 5295955 B2 2013.9.18

10

20

30

40

50

ために使用されるより多くのシンボルを含む請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記プリアンブルは、スーパフレーム・プリアンブルである請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記スーパフレーム・プリアンブル内のシンボルは、スーパフレームのボディ内のフレ
ームの一部としてデータを通信するために使用されるシンボルよりも少ないシンボル毎ト
ーンを含む請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　干渉情報を通信するために、前記プリアンブルにおいて、少なくとも２つのシンボルが
使用される請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　前記干渉を測定することは、前記プリアンブルが送信されるセクタ以外のセクタに関す
る干渉を測定することを含む請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記プリアンブルを送信する前に、
　第１のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのサブキャリア内に
、第１のパイロットを生成することと、
　第２のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのサブキャリア内に
、第２のパイロットを生成することと、
　前記第２のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのその他のサブ
キャリア内に、干渉情報を生成することとをさらに備え、
　前記プリアンブルに含まれる前記複数のパイロット・シンボルが、前記生成された第１
および第２のパイロットを含む請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第２のパイロットを生成することは、第１のパイロットに適用されるスクランブリ
ング・シーケンスを用いることを含む請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第２のパイロットを生成することはさらに、前記第２のパイロットを生成するため
に使用されるスクランブリング・シーケンスを、オフセットと掛け合わせることを含む請
求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記オフセットは、前記干渉情報に依存する請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記オフセットは、単位係数（unit modulus）を有する請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　プリアンブルを送信することは、前記第１のＯＦＤＭパイロット・シンボルおよび前記
第２のＯＦＤＭパイロット・シンボルを、前記プリアンブル内の隣接するＯＦＤＭシンボ
ルとして送信することを含む請求項９に記載の方法。
【請求項１５】
　準同期動作モード中ではない非同期動作モード中、準同期動作モードとは別に実行され
るパイロット信号生成を制御することをさらに備え、
　第２のパイロット信号は、前記準同期動作モード中ではない前記非同期動作モード中、
前記準同期動作モードとは異なる機能を用いて生成される請求項９に記載の方法。
【請求項１６】
　干渉情報を含む前記パイロット・シンボルを生成することをさらに備え、
　前記生成することはさらに、複数のサブキャリアに適用されるフェーズ・オフセットを
介して前記複数のパイロット・シンボルのうちの少なくとも１つに前記干渉情報を組み込
むことを備える請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記フェーズ・オフセットは、干渉情報を含むパイロット・シンボルを生成するために
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、干渉情報を含まない入力パイロット・シンボルに、フェーズ乗算演算を実行することに
よって適用される請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　無線通信装置であって、
　干渉測定モジュールと、
　プリアンブルを生成するプリアンブル生成モジュールとを備え、
　前記プリアンブルは、複数のパイロット・シンボルを含み、前記複数のパイロット・シ
ンボルのうちの少なくとも１つが、干渉情報を含み、前記干渉情報を含む前記複数のパイ
ロット・シンボルのうちの少なくとも１つは、前記プリアンブルに含まれる前記複数のパ
イロット・シンボルのうちの少なくとも１つの別のパイロット・シンボルに適用されたス
クランブリング・シーケンスと同じスクランブリング・シーケンスを適用することによっ
てスクランブルされる、装置。
【請求項１９】
　前記生成されたプリアンブルを送信する無線送信機モジュールをさらに備える請求項１
８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記プリアンブル生成モジュールは、システム・コンフィグレーション情報を通信する
ために使用されるブロードキャスト・チャネルに対応する少なくとも１つのシンボルを生
成する第１のシンボル生成モジュールを含む請求項１８に記載の装置。
【請求項２１】
　前記プリアンブル生成モジュールは、タイミング獲得およびセクタ識別のうちの少なく
とも１つのために使用される獲得パイロットであるパイロットを生成する請求項１８に記
載の装置。
【請求項２２】
　前記プリアンブル生成モジュールは、前記生成されたプリアンブル内の干渉情報を通信
するよりも、システム・コンフィグレーション情報を通信するために、より多くのシンボ
ルを生成する請求項１９に記載の装置。
【請求項２３】
　前記プリアンブルはスーパフレーム・プリアンブルであり、干渉情報を通信するために
、前記プリアンブルにおいて、少なくとも２つのシンボルが使用される請求項１９に記載
の装置。
【請求項２４】
　前記干渉測定モジュールは、前記プリアンブルが送信されたセクタ以外のセクタに関す
る干渉を測定する他のセクタ干渉測定モジュールである請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記プリアンブル生成モジュールは、
　第１のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのサブキャリア内に
、第１のパイロットを生成する第１のパイロット生成モジュールと、
　第２のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのサブキャリア内に
、第２のパイロットを生成する第２のパイロット生成モジュールと、
　前記第２のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのその他のサブ
キャリア内に、干渉情報を生成する干渉情報生成モジュールとを含み、
　前記プリアンブルに含まれる前記複数のパイロット・シンボルが、前記生成された第１
および第２のパイロットを含む請求項１８に記載の装置。
【請求項２６】
　前記第２のパイロット生成モジュールは、前記第１のパイロット生成モジュールによっ
て生成された第１のパイロットに適用されるスクランブリング・シーケンスを用いて、前
記第２のパイロットを生成する請求項２５に記載の装置。
【請求項２７】
　前記第２のパイロット生成モジュールは、前記第２のパイロットを生成するために使用
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されるスクランブリング・シーケンスにオフセットを適用するオフセット・モジュールを
含む請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記第１のＯＦＤＭパイロット・シンボルおよび前記第２のＯＦＤＭパイロット・シン
ボルを、前記プリアンブル内の隣接するＯＦＤＭシンボルとして送信する送信機、をさら
に備える請求項２５に記載の装置。
【請求項２９】
　与えられた時間において、第１の動作モードと第２の動作モードとのうちの１つで動作
するように、前記第２のパイロット生成モジュールを制御するパイロット生成モード制御
モジュールをさらに備え、
　前記第１の動作モードは、通信装置非同期動作モードに対応し、前記第２の動作モード
は、通信装置準同期動作モードに対応し、前記第２のパイロット生成モジュールは、前記
第１の動作モードと前記第２の動作モードで別々に前記第２のパイロットを生成する請求
項２５に記載の装置。
【請求項３０】
　無線通信装置であって、
　干渉測定手段と、
　プリアンブルを生成する手段とを備え、
　前記プリアンブルは、複数のパイロット・シンボルを含み、前記複数のパイロット・シ
ンボルのうちの少なくとも１つは、干渉情報を含み、前記干渉情報を含む前記複数のパイ
ロット・シンボルのうちの少なくとも１つは、前記プリアンブルに含まれる前記複数のパ
イロット・シンボルのうちの少なくとも１つの別のパイロット・シンボルに適用されたス
クランブリング・シーケンスと同じスクランブリング・シーケンスを適用することによっ
てスクランブルされる、装置。
【請求項３１】
　前記生成されたプリアンブルを送信する手段をさらに備える請求項３０に記載の装置。
【請求項３２】
　前記生成する手段は、システム・コンフィグレーション情報を通信するために使用され
るブロードキャスト・チャネルに対応する少なくとも１つのシンボルを生成する第１のシ
ンボル生成手段を含む請求項３０に記載の装置。
【請求項３３】
　前記生成する手段は、タイミング獲得およびセクタ識別のうちの少なくとも１つのため
に使用される獲得パイロットであるパイロットを生成する請求項３０に記載の装置。
【請求項３４】
　前記生成する手段は、
　第１のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのサブキャリア内に
、第１のパイロットを生成する第１のパイロット生成手段と、
　第２のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのサブキャリア内に
、第２のパイロットを生成する第２のパイロット生成手段と、
　前記第２のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかの別のサブキャ
リア内に、干渉情報を生成する干渉情報生成手段とを含み、
　前記プリアンブルに含まれる前記複数のパイロット・シンボルは、前記生成された第１
および第２のパイロットを含む請求項３０に記載の装置。
【請求項３５】
　装置であって、
　干渉を測定し、プリアンブルを生成し、前記プリアンブルを送信するように送信機を動
作させるように構成されたプロセッサを備え、
　前記プリアンブルは、複数のパイロット・シンボルを含み、前記複数のパイロット・シ
ンボルのうちの少なくとも１つは、干渉情報を含み、前記干渉情報を含む前記複数のパイ
ロット・シンボルのうちの少なくとも１つは、前記プリアンブルに含まれる前記複数のパ
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イロット・シンボルのうちの少なくとも１つの別のパイロット・シンボルに適用されたス
クランブリング・シーケンスと同じスクランブリング・シーケンスを適用することによっ
てスクランブルされる、装置。
【請求項３６】
　前記プロセッサはさらに、システム・コンフィグレーション情報を通信するために使用
されるブロードキャスト・チャネルに対応する少なくとも１つのシンボルを、前記プリア
ンブルの一部として送信するように前記送信機を動作させるように構成された請求項３５
に記載の装置。
【請求項３７】
　前記パイロット・シンボルは、タイミング獲得およびセクタ識別のうちの少なくとも１
つのために使用される獲得パイロットを含む請求項３５に記載の装置。
【請求項３８】
　前記プロセッサはさらに、前記プリアンブルを送信する前に、
　第１のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのサブキャリア内に
、第１のパイロットを生成し、
　第２のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのサブキャリア内に
、第２のパイロットを生成し、
　前記第２のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのその他のサブ
キャリア内に、干渉情報を生成するように構成され、
　前記プリアンブルに含まれる前記複数のパイロット・シンボルが、前記生成された第１
および第２のパイロットを含む請求項３５に記載の装置。
【請求項３９】
　前記プロセッサはさらに、準同期動作モード中ではない非同期動作モード中、準同期動
作モードとは別に実行されるパイロット信号生成を制御するように構成され、
　第２パイロット信号は、前記準同期動作モード中ではない前記非同期動作モード中、前
記準同期動作モードと異なる機能を用いて生成される請求項３８に記載の装置。
【請求項４０】
　他の通信デバイスと通信する方法を実施するように通信装置を制御するための機械実行
可能命令を組み込んだ非一時的なコンピュータ読取可能媒体であって、前記方法は、
　干渉を測定することと、
　プリアンブルを送信することとを備え、
　前記プリアンブルは、複数のパイロット・シンボルを含み、前記複数のパイロット・シ
ンボルのうちの少なくとも１つは、干渉情報を含み、前記干渉情報を含む前記複数のパイ
ロット・シンボルのうちの少なくとも１つは、前記プリアンブルに含まれる前記複数のパ
イロット・シンボルのうちの少なくとも１つの別のパイロット・シンボルに適用されたス
クランブリング・シーケンスと同じスクランブリング・シーケンスを適用することによっ
てスクランブルされるコンピュータ読取可能媒体。
【請求項４１】
　システム・コンフィグレーション情報を通信するために使用されるブロードキャスト・
チャネルに対応する少なくとも１つのシンボルを、前記プリアンブルの一部として送信す
るための機械実行可能命令をさらに組み込んだ請求項４０に記載のコンピュータ読取可能
媒体。
【請求項４２】
　前記パイロット・シンボルは、タイミング獲得およびセクタ識別のうちの少なくとも１
つのために使用される獲得パイロットを含む請求項４０に記載のコンピュータ読取可能媒
体。
【請求項４３】
　前記プリアンブルを送信する前に、
　第１のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのサブキャリア内に
、第１のパイロットを生成し、
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　第２のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのサブキャリア内に
、第２のパイロットを生成し、
　前記第２のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのその他のサブ
キャリア内に、干渉情報を生成するための機械実行可能命令をさらに組み込み、
　前記プリアンブルに含まれる前記複数のパイロット・シンボルが、前記生成された第１
および第２のパイロットを含む請求項４０に記載のコンピュータ読取可能媒体。
【請求項４４】
　準同期動作モード中ではない非同期動作モード中、準同期動作モードとは別に実行され
るパイロット信号生成を制御するための機械実行可能命令をさらに組み込み、
　第２のパイロット信号は、前記準同期動作モード中ではない前記非同期動作モード中、
前記準同期動作モードと異なる機能を用いて生成される請求項４３に記載のコンピュータ
読取可能媒体。
【請求項４５】
　アクセス端末を動作させる方法であって、
　プリアンブルを受信することを備え、
　前記プリアンブルは、複数のパイロット・シンボルを含み、前記複数のパイロット・シ
ンボルのうちの少なくとも１つは、干渉情報を含み、前記干渉情報を含む前記複数のパイ
ロット・シンボルのうちの少なくとも１つは、前記プリアンブルに含まれる前記複数のパ
イロット・シンボルのうちの少なくとも１つの別のパイロット・シンボルに適用されたス
クランブリング・シーケンスと同じスクランブリング・シーケンスを適用することによっ
てスクランブリングされ、
　前記方法はさらに、
　前記受信したプリアンブルから前記干渉情報を復元することと、
　前記復元された干渉情報に基づいて、信号送信を制御することと
を備える方法。
【請求項４６】
　前記干渉情報を復元することは、前記受信したプリアンブル内に干渉情報を含む前記少
なくとも１つのパイロット・シンボルの位置を決定するために、プリアンブル構造情報を
用いることを含む請求項４５に記載の方法。
【請求項４７】
　前記受信したプリアンブルに含まれる前記複数のパイロット・シンボルのうちの少なく
とも１つを用いてタイミング獲得動作を実行することをさらに備える請求項４６に記載の
方法。
【請求項４８】
　前記受信したプリアンブルに含まれる干渉情報を含む前記複数のパイロット・シンボル
のうちの少なくとも１つから、前記受信したプリアンブルが送信されたセクタを特定する
ことをさらに備える請求項４６に記載の方法。
【請求項４９】
　前記受信したプリアンブルは、干渉情報を通信するよりも、システム・コンフィグレー
ション情報を通信するために使用されるより多くのシンボルを含む請求項４６に記載の方
法。
【請求項５０】
　前記受信したプリアンブルは、スーパフレーム・プリアンブルである請求項４６に記載
の方法。
【請求項５１】
　前記スーパフレーム・プリアンブル内のシンボルは、スーパフレームのボディ内のフレ
ームの一部としてデータを通信するために使用されるシンボルよりも少ないシンボル毎ト
ーンを含む請求項５０に記載の方法。
【請求項５２】
　干渉情報を通信するために、前記受信したプリアンブルにおいて、少なくとも２つのシ
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ンボルが使用され、前記受信したプリアンブルから干渉情報を復元することは、前記少な
くとも２つのシンボルから干渉情報を復元することを含む請求項４６に記載の方法。
【請求項５３】
　干渉情報を復元することは、第２のパイロットを生成するために第１のパイロットに適
用されるスクランブリング・シーケンスを用いてアンスクランブリング動作を実行するこ
とを含む請求項５２に記載の方法。
【請求項５４】
　アクセス端末であって、
　プリアンブルを受信する受信機を備え、
　前記プリアンブルは、複数のパイロット・シンボルを含み、前記複数のパイロット・シ
ンボルのうちの少なくとも１つは、干渉情報を含み、前記干渉情報を含む前記複数のパイ
ロット・シンボルのうちの少なくとも１つは、前記プリアンブルに含まれる前記複数のパ
イロット・シンボルのうちの少なくとも１つの別のパイロット・シンボルに適用されたス
クランブリング・シーケンスと同じスクランブリング・シーケンスを適用することによっ
てスクランブリングされ、
　前記アクセス端末はさらに、
　前記受信したプリアンブルから前記干渉情報を復元する干渉情報復元モジュールと、
　前記復元された干渉情報に基づいて、信号送信を制御する送信制御モジュールと
を備えるアクセス端末。
【請求項５５】
　プリアンブル内に干渉情報を含む前記少なくとも１つのパイロット・シンボルの位置を
示す、格納されたプリアンブル構造情報を含むメモリをさらに備え、
　前記干渉情報復元モジュールは、前記受信したプリアンブル内に干渉情報を含む前記少
なくとも１つのパイロット・シンボルの位置を決定するために、前記格納されたプリアン
ブル構造情報を用いる請求項５４に記載のアクセス端末。
【請求項５６】
　前記受信したプリアンブルに含まれる前記複数のパイロット・シンボルのうちの少なく
とも１つを用いてタイミング獲得動作を実行するタイミング獲得モジュールをさらに備え
る請求項５５に記載のアクセス端末。
【請求項５７】
　前記受信したプリアンブルに含まれる干渉情報を含む前記複数のパイロット・シンボル
のうちの少なくとも１つから、前記受信したプリアンブルが送信されたセクタを特定する
セクタ特定モジュールをさらに備える請求項５５に記載のアクセス端末。
【請求項５８】
　前記受信したプリアンブルは、干渉情報を通信するよりも、システム・コンフィグレー
ション情報を通信するために使用されるより多くのシンボルを含む請求項５５に記載のア
クセス端末。
【請求項５９】
　前記受信したプリアンブルは、スーパフレーム・プリアンブルである請求項５５に記載
のアクセス端末。
【請求項６０】
　前記スーパフレーム・プリアンブル内のシンボルは、スーパフレームのボディ内のフレ
ームの一部としてデータを通信するために使用されるシンボルよりも少ないシンボル毎ト
ーンを含む請求項５９に記載のアクセス端末。
【請求項６１】
　干渉情報を通信するために、前記受信したプリアンブルにおいて、少なくとも２つのシ
ンボルが使用され、前記干渉情報復元モジュールは、前記少なくとも２つのシンボルから
干渉情報を復元する請求項５５に記載のアクセス端末。
【請求項６２】
　前記干渉情報復元モジュールは、第２のパイロットを生成するために第１のパイロット
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に適用されるスクランブリング・シーケンスを用いてアンスクランブリング動作を実行す
るアンスクランブリング・モジュールを含む請求項６１に記載のアクセス端末。
【請求項６３】
　アクセス端末であって、
　プリアンブルを受信する受信手段を備え、
　前記プリアンブルは、複数のパイロット・シンボルを含み、前記複数のパイロット・シ
ンボルのうちの少なくとも１つは、干渉情報を含み、前記干渉情報を含む前記複数のパイ
ロット・シンボルのうちの少なくとも１つは、前記プリアンブルに含まれる前記複数のパ
イロット・シンボルのうちの少なくとも１つの別のパイロット・シンボルに適用されたス
クランブリング・シーケンスと同じスクランブリング・シーケンスを適用することによっ
てスクランブリングされ、
　前記アクセス端末はさらに、
　前記受信したプリアンブルから前記干渉情報を復元する手段と、
　前記復元された干渉情報に基づいて、信号送信を制御する手段と
を備えるアクセス端末。
【請求項６４】
　プリアンブル内に干渉情報を含む前記少なくとも１つのパイロット・シンボルの位置を
示す、格納されたプリアンブル構造情報を含むメモリ手段をさらに備え、
　前記復元する手段は、前記受信したプリアンブル内に干渉情報を含む前記少なくとも１
つのパイロット・シンボルの位置を決定するために、前記格納されたプリアンブル構造情
報を用いる請求項６３に記載のアクセス端末。
【請求項６５】
　前記受信したプリアンブルに含まれる前記複数のパイロット・シンボルのうちの少なく
とも１つを用いてタイミング獲得動作を実行する手段をさらに備える請求項６４に記載の
アクセス端末。
【請求項６６】
　干渉情報を通信するために、前記受信したプリアンブルにおいて、少なくとも２つのシ
ンボルが使用され、前記復元する手段は、前記少なくとも２つのシンボルから干渉情報を
復元する請求項６４に記載のアクセス端末。
【請求項６７】
　前記復元する手段は、第２のパイロットを生成するために第１のパイロットに適用され
るスクランブリング・シーケンスを用いてアンスクランブリング動作を実行する手段を含
む請求項６６に記載のアクセス端末。
【請求項６８】
　装置であって、
　プリアンブルを受信するように構成されたプロセッサを備え、
　前記プリアンブルは、複数のパイロット・シンボルを含み、前記複数のパイロット・シ
ンボルのうちの少なくとも１つは、干渉情報を含み、前記干渉情報を含む前記複数のパイ
ロット・シンボルのうちの少なくとも１つは、前記プリアンブルに含まれる前記複数のパ
イロット・シンボルのうちの少なくとも１つの別のパイロット・シンボルに適用されたス
クランブリング・シーケンスと同じスクランブリング・シーケンスを適用することによっ
てスクランブリングされ、
　前記プロセッサはさらに、
　前記受信したプリアンブルから前記干渉情報を復元し、前記復元された干渉情報に基づ
いて、信号送信を制御するように構成された装置。
【請求項６９】
　前記プロセッサはさらに、前記干渉情報を復元する際に、前記受信したプリアンブル内
に干渉情報を含む前記少なくとも１つのパイロット・シンボルの位置を決定するために、
プリアンブル構造情報を用いるように構成された請求項６８に記載の装置。
【請求項７０】
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　前記プロセッサはさらに、前記受信したプリアンブルに含まれる干渉情報を含む前記複
数のパイロット・シンボルのうちの少なくとも１つから、前記受信したプリアンブルが送
信されたセクタを特定するように構成された請求項６９に記載の装置。
【請求項７１】
　干渉情報を通信するために、前記受信したプリアンブルにおいて、少なくとも２つのシ
ンボルが使用され、
　前記プロセッサはさらに、前記受信したプリアンブルから干渉情報を復元する際に、前
記少なくとも２つのシンボルから干渉情報を復元するように構成された請求項６９に記載
の装置。
【請求項７２】
　前記プロセッサはさらに、干渉情報を復元する際に、第２のパイロットを生成するため
に第１のパイロットに適用されるスクランブリング・シーケンスを用いてアンスクランブ
リング動作を実行するように構成された請求項７１に記載の装置。
【請求項７３】
　他の通信デバイスと通信する方法を実施するようにアクセス端末を制御するための機械
実行可能命令を組み込んだ非一時的なコンピュータ読取可能媒体であって、前記方法は、
　プリアンブルを受信することを備え、
　前記プリアンブルは、複数のパイロット・シンボルを含み、前記複数のパイロット・シ
ンボルのうちの少なくとも１つは、干渉情報を含み、前記干渉情報を含む前記複数のパイ
ロット・シンボルのうちの少なくとも１つは、前記プリアンブルに含まれる前記複数のパ
イロット・シンボルのうちの少なくとも１つの別のパイロット・シンボルに適用されたス
クランブリング・シーケンスと同じスクランブリング・シーケンスを適用することによっ
てスクランブリングされ、
　前記方法はさらに、
　前記受信したプリアンブルから前記干渉情報を復元することと、
　前記復元された干渉情報に基づいて、信号送信を制御することとを備えるコンピュータ
読取可能媒体。
【請求項７４】
　前記受信したプリアンブル内に干渉情報を含む前記少なくとも１つのパイロット・シン
ボルの位置を決定するために、プリアンブル構造情報を用いるための機械実行可能命令を
さらに組み込んだ請求項７３に記載のコンピュータ読取可能媒体。
【請求項７５】
　前記受信したプリアンブルに含まれる干渉情報を含む前記複数のパイロット・シンボル
のうちの少なくとも１つから、前記受信したプリアンブルが送信されたセクタを特定する
ための機械実行可能命令をさらに組み込んだ請求項７４に記載のコンピュータ読取可能媒
体。
【請求項７６】
　干渉情報を通信するために、前記受信したプリアンブルにおいて、少なくとも２つのシ
ンボルが使用され、前記方法はさらに、前記受信したプリアンブルから干渉情報を復元す
る際に、前記少なくとも２つのシンボルから干渉情報を復元するための機械実行可能命令
を組み込んだ請求項７４に記載のコンピュータ読取可能媒体。
【請求項７７】
　干渉情報を復元する際に、第２のパイロットを生成するために第１のパイロットに適用
されるスクランブリング・シーケンスを用いてアンスクランブリング動作を実行するため
の機械実行可能命令をさらに組み込んだ請求項７６に記載のコンピュータ読取可能媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　無線通信方法および装置、特に、干渉情報を通信および／または使用することに、様々
な実施形態が向けられる。
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【背景技術】
【０００２】
　無線通信システムは、世界中の多くの人々が通信する普及手段になった。消費者ニーズ
を満足し、かつ、可搬性と利便性とを向上するために、無線通信デバイスは、より小さく
、より強力になった。セルラ電話のようなモバイル・デバイスにおける処理能力の増加は
、無線ネットワーク送信システムに対する需要の増加をもたらした。そのようなシステム
は、一般には、上流側と通信するセルラ・デバイスほど容易には更新されない。モバイル
・デバイス機能が拡大すると、新たなかつ改善された無線デバイス機能を完全に利用しな
がら旧式の無線ネットワーク・システムを維持するのは困難であるかもしれない。
【０００３】
　無線通信システムは、一般に、チャネルの形態で送信リソースを生成するために、異な
るアプローチを利用する。これらのシステムは、符号分割多重化（ＣＤＭ）システム、周
波数分割多重化（ＦＤＭ）システム、および時分割多重化（ＴＤＭ）システムでありうる
。ＦＤＭの一般に利用される１つの変形は、システムの帯域幅全体を、多数の直交サブキ
ャリアに効率的に分割する直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）である。これらのサブキャ
リアは、トーン、値域（ｂｉｎ）、および周波数チャネルとも称されうる。サブキャリア
はそれぞれ、データで変調することができる。時分割ベースの技術では、サブキャリアは
それぞれ、連続する時間スライスまたは時間スロットの全体または一部で使用される。お
のおののユーザには、定められたバースト期間またはフレームにおいて情報を送信および
受信するために、１または複数の時間スロットおよびサブキャリアの組み合わせが提供さ
れる。ホッピング・スキームは一般に、シンボル・レート・ホッピング・スキーム、また
は、ブロック・ホッピング・スキームでありうる。
【０００４】
　符号分割ベースの技術は一般に、範囲内の任意の時間において利用可能な多くの周波数
にわたってデータを送信する。一般に、データはデジタル化され、利用可能な帯域幅に拡
散され、複数のユーザが、チャネル上にオーバレイされ、それぞれのユーザには、ユニー
クなシーケンス・コードが割り当てられる。ユーザは、スペクトルにおける同じ帯域幅の
チャンク（chunk）で送信することができ、そこでは、おのおののユーザの信号が、それ
ぞれのユニークな拡散コードによって帯域幅全体にわたって拡散される。この技術は、共
有のために供することができ、１または複数のユーザが、同時に送信および受信すること
ができる。そのような共有は、スペクトラム拡散デジタル変調によって達成される。ここ
では、ユーザのビット・ストリームが符号化され、準ランダムな方式で極めて広いチャネ
ルにわたって拡散される。受信機は、関連するユニークなシーケンス・コードを認識し、
かつ、コヒーレントな方式で特定のユーザのためのビットを集めるために無作為化を元へ
戻すように設計される。
【０００５】
　（例えば、周波数分割技術、時間分割技術、および／または、符号分割技術を用いる）
一般的な無線通信ネットワークは、有効範囲領域を提供する１または複数の基地局と、有
効範囲領域内でデータを送信および受信することができる１または複数の（例えば、無線
）端末とを含む。一般的な基地局は、ブロードキャスト・サービス、マルチキャスト・サ
ービス、および／または、ユニキャスト・サービスのため複数のデータ・ストリームを同
時に送信することができる。ここで、データ・ストリームは、モバイル端末が興味をもち
、独立して受信することができるデータのストリームである。基地局の有効範囲領域内の
モバイル端末は、基地局から送信された１つ、１つより多い、あるいは全てのデータ・ス
トリームを受信することに望んでいるかもしれない。同様に、モバイル端末は、基地局ま
たは他のモバイル端末へデータを送信することができる。これらのシステムでは、帯域幅
およびその他のシステム・リソースが、スケジューラを利用して割り当てられる。
【０００６】
　干渉情報を通信および／または使用するための方法および装置は、帯域幅の効率的な利
用を容易にするだろう。したがって、干渉情報を効率的に通信するための新たなおよび／



(11) JP 5295955 B2 2013.9.18

10

20

30

40

50

または改善された方法と、オプションとして、通信された干渉情報を使用する新たな方法
とに対するニーズが存在する。
【発明の概要】
【０００７】
　本願は、２００６年６月２３日に出願され、"ULTRA-HIGH DATA RATE (UHDR) FOR MOBIL
E BROADBAND WIRELESS ACCESS"と題された米国特許仮出願６０／８１６，２８１、２００
６年６月２１日に出願され、"BANDWIDTH ALLOCATION FOR WIRELESS COMMUNICATION SYSTE
M"と題された米国特許仮出願６０／８１５，６６４、および、２００６年６月２１日に出
願され、"SUPERFRAME STRUCTURE FOR WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM "と題された米国
特許仮出願６０／８１５，７７３の利益を主張する。これらおのおのは、本明細書におい
て、参照によって明確に組み込まれている。
【０００８】
　干渉情報を含む制御情報を効率的に通信する無線通信方法および装置が記述される。例
えば基地局のような通信装置は、例えばその他のセクタ干渉情報のような干渉情報を測定
する。この通信装置は、複数のパイロット・シンボルを含むプリアンブルを生成する。い
くつかの実施形態では、パイロット・シンボルのうちの少なくとも１つが、干渉情報を含
んでいる。いくつかの実施形態では、プリアンブルは、例えば、反復するスーパフレーム
構造のように、プリアンブルと、その後の複数のフレームとを含むタイミング／周波数構
造の一部である。いくつかの実施形態では、その後のフレームのうちのいくつかは、トラ
フィック・データを伝送するために使用される。プリアンブルは、いくつかの実施形態で
は、パイロット・シンボル・キャリア干渉情報のうちの少なくとも１つ、システム・コン
フィグレーションおよび／またはページング情報、および、パイロット信号を伝送するた
めに使用されるＯＦＤＭシンボルの小さな連続ブロックである。通信装置は、プリアンブ
ルを送信し、もって、近隣のアクセス端末へと干渉情報をブロードキャストする。近隣の
アクセス端末は、通知された送信制御を認識するために、そのような情報を利用すること
ができる。
【０００９】
　アクセス端末は、複数のパイロット・シンボルを含むプリアンブルを受信する。これら
パイロット・シンボルのうちの少なくとも１つは、干渉情報を含んでいる。例えば、干渉
情報は、いくつかの実施形態では、単数または複数のパイロットＯＦＤＭシンボルによっ
て伝送される。この干渉情報は、１または複数のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの
全てまたは一部に対応するその他のセクタ干渉チャネルによって伝送されうる。１つのそ
のような実施形態では、その他のセクタ干渉情報を伝送するために、送信機のセクタを識
別するパイロットＯＦＤＭシンボルが使用される、したがって、全ての実施形態において
必ずしも必要である訳ではないが、いくつかの実施形態では、パイロット・シンボル送信
のソースを識別する情報を伝送するＯＦＤＭシンボルもまた、その他のセクタに対応する
干渉情報を伝送する。１つの典型的な実施形態では、干渉情報は、パイロット・シンボル
を生成するのに使用されるフェーズ・オフセット・マルチプライヤの値によって通信され
る。
【００１０】
　アクセス端末は、受信したプリアンブルから干渉情報を復元し、復元した干渉情報に基
づいて信号送信を制御する。いくつかの典型的な信号送信制御動作は、干渉情報が復元さ
れたことに応答して、送信を差し控えることと、送信電力レベルを調節することと、デー
タ・レートを調節することとを含む。
【００１１】
　例えば基地局またはアクセス・ポイントのような通信装置を動作させる典型的な方法は
、いくつかの実施形態にしたがって、干渉を測定することと、プリアンブルを送信するこ
ととを備える。ここで、プリアンブルは、複数のパイロット・シンボルを含んでおり、こ
れらパイロット・シンボルのうちの少なくとも１つは、干渉情報を含んでいる。いくつか
の実施形態にしたがった典型的な無線通信装置は、干渉測定モジュールと、プリアンブル
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を生成するためのプリアンブル生成モジュールとを備える。ここで、プリアンブルは、複
数のパイロット・シンボルを含んでおり、これらパイロット・シンボルのうちの少なくと
も１つは、干渉情報を含んでいる。
【００１２】
　アクセス端末を動作させる典型的な方法は、いくつか実施形態にしたがって、少なくと
も１つが干渉情報を含む複数のパイロット・シンボルを含むプリアンブルを受信すること
と、受信したプリアンブルから、干渉情報を復元することと、復元した干渉情報に基づい
て、信号送信を制御することとを備える。典型的なアクセス端末は、いくつかの実施形態
にしたがって、少なくとも１つが干渉情報を含む複数のパイロット・シンボルを含むプリ
アンブルを受信する受信機モジュールと、受信したプリアンブルから、干渉情報を復元す
る干渉情報復元モジュールと、復元した干渉情報に基づいて、信号送信を制御する送信制
御モジュールとを備える。
【００１３】
　様々な実施形態が上記概要において記述されたが、全ての実施形態が必ずしも同じ機能
を含む必要は無く、いくつかの実施形態では、上述した機能のうちのいくつかが必要では
ないが、いくつかの実施形態では望ましいことが認識されるべきである。多くのさらなる
機能、実施形態、および利点が、後述する発明を実施するための形態で述べられる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、多元接続無線通信システムの局面を例示する。
【図２Ａ】図２Ａは、多元接続無線通信システムのためのスーパフレーム構造の局面を例
示する。
【図２Ｂ】図２Ｂは、多元接続無線通信システムのためのスーパフレーム構造の局面を例
示する。
【図３】図３は、典型的な無線通信システムのための典型的なスーパフレーム・プリアン
ブルの局面を例示する図面である。
【図４】図４は、多元接続無線通信システムのためのフレーム構造の局面を例示する。
【図５Ａ】図５Ａは、多元接続無線通信システムのための順方向リンク・フレームの局面
を例示する。
【図５Ｂ】図５Ｂは、多元接続無線通信システムのための逆方向リンク・フレームの局面
を例示する。
【図６】図６は、多元接続無線通信システムにおける第１および第２の通信デバイスの局
面を例示する。
【図７】図７は、典型的な無線通信システムのための典型的なスーパフレーム・プリアン
ブルの局面を例示する図面である。
【図８】図８は、例えばアクセス・ポイントまたは基地局のような通信装置を動作させる
ための様々な実施形態にしたがった典型的な方法のフローチャートである。
【図９】図９は、アクセス端末を動作させるための様々な実施形態にしたがった典型的な
方法のフローチャートである。
【図１０】図１０は、例えばアクセス・ポイントまたは基地局のような典型的な無線通信
装置の様々な実施形態にしたがった図である。
【図１１】図１１は、様々な実施形態にしたがった典型的なアクセス端末の図である。
【図１２】図１２は、いくつかの実施形態で使用される１つのアプローチにしたがって干
渉情報を伝送するために使用される典型的な様々なパイロット・シンボルを例示する図で
ある。
【図１３】図１３は、いくつかの実施形態で使用される別のアプローチにしたがって干渉
情報を伝送するために使用される様々な典型的なパイロット・シンボルを例示する図面で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
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　様々な実施形態が、全体を通じて同一の要素を参照するために同一の参照符号が使用さ
れる図面を参照して記述される。次の記述では、説明の目的のために、多くの具体的な詳
細が、１または複数の実施形態の完全な理解を提供するために述べられる。しかしながら
、そのような実施形態は、これら具体的詳細なしで実現されうることが明らかである。他
の事例では、周知の構成およびデバイスが、１または複数の実施形態の記述を容易にする
ために、ブロック図形式で示される。
【００１６】
　図１を参照して、１つの実施形態にしたがった多元接続無線通信システム１００が例示
される。多元接続無線通信システム１００は、例えばセル１０２、１０４および１０６の
ような複数のセルを含んでいる。図１の実施形態では、セル（１０２、１０４および１０
６）はそれぞれ、複数のセクタを含み、アクセス・ポイント（１６２、１６４、１６６）
を含むことができる。例えば、セル１０２は、第１のセクタ１０２ａ、第２のセクタ１０
２ｂ、および第３のセクタ１０２ｃを含んでいる。これら複数のセクタは、それぞれがセ
ル部分にあるアクセス端末と通信することに責任を持つアンテナのグループによって形成
される。セル１０２では、アンテナ・グループ１１２、１１４および１１６はそれぞれ、
異なるセクタに対応する。セル１０４では、アンテナ・グループ１１８、１２０および１
２２はそれぞれ、異なるセクタに対応する。セル１０６では、アンテナ・グループ１２４
、１２６および１２８はそれぞれ、異なるセクタに対応する。
【００１７】
　セルはそれぞれ、各アクセス・ポイントの１または複数のセクタと通信するいくつかの
アクセス端末を含んでいる。例えば、アクセス端末１３０、１３２、１３４、１３６、お
よび１３８は、アクセス・ポイント１６２と通信し、アクセス端末１４０、１４２、１４
４、１４６、１４８および１３４は、アクセス・ポイント１６４と通信し、アクセス端末
１３６、１４８、１５０、１５２、１５４および１５６は、アクセス・ポイント１６６と
通信する。
【００１８】
　コントローラ１８０は、セル１０２、１０４および１０６のおのおのに接続される。コ
ントローラ１８０は、例えばインターネットのような複数のネットワーク、その他のパケ
ット・ベースのネットワーク、または、多元接続無線通信システム１００のセルと通信す
るアクセス端末と情報をやり取りする回路交換音声ネットワーク、への１または複数の接
続を含みうる。コントローラ１８０は、アクセス端末との送信をスケジュールするスケジ
ューラを含んでいるか、あるいは接続されている。他の実施形態では、このスケジューラ
は、個々のセル内、セルのおのおのセクタ内、あるいはこれらの組み合わせ内に存在する
ことができる。
【００１９】
　セクタのおのおのは、複数のキャリアのうちの１または複数を用いて動作することがで
きる。おのおののキャリアは、システムが動作できるか、通信のために利用することがで
きるより大きな帯域幅の一部である。１または複数のキャリアを利用する１つのセクタは
、例えばフレームまたはスーパフレームのような与えられた任意の時間間隔中、異なるキ
ャリアのおのおのについてスケジュールされた複数のアクセス端末を有することができる
。さらに、１または複数のアクセス端末は、複数のキャリア上で同時にスケジュールされ
うる。
【００２０】
　アクセス端末は、その能力にしたがって、１つのキャリア、または１より多いキャリア
でスケジュールされうる。これら能力は、アクセス端末が通信の獲得を試みた場合に生成
されるセッション情報の一部であるか、あるいは、以前にネゴシエートされたセッション
情報の一部であり、アクセス端末によって送信された識別情報の一部であるか、あるいは
、その他任意のアプローチにしたがって確立された識別情報の一部である。ある局面では
、セッション情報は、アクセス端末に問い合わせることによって、あるいは、その送信に
よってその能力を決定することによって生成されるセッション識別トークンを備えること
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ができる。
【００２１】
　本明細書で使用されるように、アクセス・ポイントは、端末との通信のために使用され
る固定局であり、基地局、Ｎｏｄｅ　Ｂ、またはその他いくつかの専門用語で称され、こ
れらの機能のうちのいくつかまたは全てを含むことができる。アクセス端末はまた、ユー
ザ機器（ＵＥ）、無線通信デバイス、端末、無線端末、モバイル局、モバイル・ノード、
モバイルまたはその他いくつかの専門用語で称され、かつ、それらのうちの全てまたはい
くつかの機能を含むことができる。
【００２２】
　別のセクタのために別のアンテナ・グループを持つ物理セクタを示しているが、その他
のアプローチを用いることも可能であることが着目されるべきである。例えば、周波数空
間におけるセルの、別の領域をそれぞれカバーする複数の固定「ビーム」を用いることは
、物理セクタの代わりに、あるいは、物理セクタと組み合わせて用いることができる。
【００２３】
　図２Ａおよび図２Ｂに示すように、多元接続無線通信システムのためのスーパフレーム
構造の局面が例示される。図２Ａは、周波数分割二重化（ＦＤＤ）多元接続無線通信シス
テムのためのスーパフレーム構造の局面を例示しており、図２Ｂは、時分割二重化（ＴＤ
Ｄ）多元接続無線通信システムのためのスーパフレーム構造の局面を例示している。おの
おののスーパフレームの開始時に、スーパフレーム・プリアンブルが送信されるか、ある
いは、例えばプリアンブルおよびミッドアンブルのように、スーパフレーム自身の中に埋
め込まれうる。
【００２４】
　図２Ａおよび図２Ｂの両方において、順方向リンク送信が、スーパフレームのユニット
に分割される。スーパフレームは、一連のフレームが後に続くスーパフレーム・プリアン
ブルを備える。ＦＤＤシステムでは、逆方向リンク送信および順方向リンク送信とは、リ
ンク上の送信が、何れの周波数サブキャリア上でも、全くあるいはほとんどオーバラップ
しないように、異なる周波数帯域幅を占有する。ＴＤＤシステムでは、Ｎ個の順方向リン
ク・フレームとＭ個の逆方向リンク・フレームとが、逆のタイプのフレームの送信を許可
する前に連続的に送信されうるシーケンシャルな順方向リンク・フレームおよび逆方向リ
ンク・フレームの数を規定する。ＮとＭの数は、与えられたスーパフレーム内で、あるい
はスーパフレーム間で変わりうることが注目されるべきである。
【００２５】
　図２Ａの図２００は、フレーム（２０４、２０６、２０８、２１０、２１２、２１４、
２１６、２１８、２２０、２２２、２２４、２２６、２２８、２３０、２３２、２３４、
２３６、２３８、２４０、２４２、２４４、２４６、２５０）が後続するスーパフレーム
・プリアンブル２０２を含む典型的な順方向リンク・スーパフレーム２０１を例示する。
もう１つの他の順方向リンク・スーパフレームの最初の部分は、フレーム２０４’が後続
するスーパフレーム・プリアンブル２０２’を含んで例示されている。典型的なブロック
・ホッピング・モードにおける例えばフレーム２１８のような典型的なフレームは、デー
タ部２５２、制御部２５４、パイロット部２５６、および共通パイロット部２５８を含ん
でいる。典型的なシンボル・レート・ホッピング・モードにおける例えばフレーム２１８
のような典型的なフレームは、データ部２６０、制御部２６２、パイロット部２６４、お
よび共通パイロット部２６６を含んでいる。
【００２６】
　図２Ｂの図２７０は、順方向リンク・シグナリングのために利用されるフレームと、シ
ーケンス逆方向リンク・フレームのために確保されたミュート時間間隔とのシーケンス（
フレーム２７４、ミュート時間２７６、フレーム２７８、ミュート時間２８０、フレーム
２８２、ミュート時間２８４、フレーム２８６、ミュート時間２８８、フレーム２９０、
ミュート時間２９２、フレーム２９４、ミュート時間２９６、・・・、フレーム２９８、
ミュート時間２９９）が後続するスーパフレーム・プリアンブル２７２を含む。もう１つ
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の順方向リンク・スーパフレームの最初の部分は、フレーム２７４’が後続するスーパフ
レーム・プリアンブル２７２’を含んで例示されている。典型的なブロック・ホッピング
・モードにおける例えばフレーム２８６のような典型的なフレームは、データ部２７５、
制御部２７７、パイロット部２７９、および共通パイロット部２８１を含んでいる。典型
的なシンボル・レート・ホッピング・モードにおける例えばフレーム２８６のような典型
的なフレームは、データ部２８３、制御部２８５、パイロット部２８７、および共通パイ
ロット部２８９を含んでいる。
【００２７】
　ＦＤＤシステムおよびＴＤＤシステムの両方において、おのおののスーパフレームは、
スーパフレーム・プリアンブルを備えうる。ある実施形態では、スーパフレーム・プリア
ンブルは、アクセス端末によるチャネル推定のために使用されうるパイロットを含むパイ
ロット・チャネルと、順方向リンク・フレームに含まれた情報を復調するためにアクセス
端末が利用するコンフィグレーション情報を含むブロードキャスト・チャネルとを含む。
さらに、スーパフレーム・プリアンブル内には、アクセス端末が通信するために十分なタ
イミング情報およびその他の情報のような獲得情報と、基本電力制御情報またはオフセッ
ト情報ともまた含まれうる。他の場合では、上記情報および／またはその他の情報のうち
のいくつかのみが、このスーパフレーム・プリアンブル内に含まれうる。
【００２８】
　局面では、以下の情報がスーパフレーム・プリアンブル内に含まれうる。（ｉ）共通パ
イロット・チャネル、（ｉｉ）システム情報およびコンフィグレーション情報を含むブロ
ードキャスト・チャネル、（ｉｉｉ）タイミング情報およびその他の情報を獲するために
使用される獲得パイロット・チャネル、（ｉｖ）他のセクタに関して測定された干渉のセ
クタからのインジケータを含むその他のセクタ干渉チャネル。
【００２９】
　さらに、ある局面では、スーパフレーム・プリアンブル内のチャネルのメッセージが、
異なるスーパフレームからなる複数のスーパフレーム・プリアンブルにまたがりうる。こ
れは、ある高い優先度のメッセージにより多くのリソースを割り当てることによって、復
号能力を向上するために利用されうる。
【００３０】
　図２Ａおよび図２Ｂに示すように、スーパフレーム・プリアンブルには、フレームのシ
ーケンスが後続する。おのおののフレームは、ある定められた期間にわたった送信のため
に同時に利用されうるサブキャリア数を構成しており、同じあるいは異なる数のＯＦＤＭ
シンボルを含みうる。さらに、おのおののフレームは、１または複数の隣接しないＯＦＤ
Ｍシンボルが、順方向リンクまたは逆方向リンクでユーザに割り当てられるシンボル・レ
ート・ホッピング・モード、あるいは、ユーザが、ＯＦＤＭシンボルのブロック内でホッ
プするブロック・ホッピング・モードにしたがって動作しうる。実際のブロックまたはＯ
ＦＤＭシンボルは、フレーム間をホップすることも、しないこともありうる。
【００３１】
　図３は、周波数対時間を示す図３００であり、無線通信システムのための典型的なスー
パフレーム・プリアンブル３０１の局面を例示している。スーパフレーム・プリアンブル
に広げられた帯域幅は、１または複数の局面では、１．２５ＭＨｚでありうる。他の局面
では、２．５ＭＨｚ、５ＭＨｚ、あるいはその他の帯域幅でありうる。
【００３２】
　図３では、スーパフレーム・プリアンブル３０１は、ＯＦＤＭシンボルの第１の部分３
０２を備えた第１のオーバヘッド・チャネルと、ＯＦＤＭシンボルの第２の部分３０４と
ＯＦＤＭシンボル３０６、３０８、３１０、３１２、３１４とを備えた第２のオーバヘッ
ド・チャネルとを伝送する。第１のオーバヘッド・チャネルは、例えば周期的なプリフィ
クス持続時間、ガード・サブキャリア数、およびスーパフレーム・インデクスのような構
成全体にわたる静的パラメータを伝送する。局面では、第１のオーバヘッド・チャネルは
、最初のウェイク・アップに使用される。さらなる局面では、第１のオーバヘッド・チャ
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ネルが、例えば１６個のスーパフレームのような複数のスーパフレームにわたって符号化
される。
【００３３】
　第２のオーバヘッド・チャネルは、例えばデータ送信のような順方向リンク・フレーム
に含まれる順方向リンク情報を、アクセス端末が復調することを可能にする十分な情報を
伝送する。第２のオーバヘッド・チャネルは、他の局面では、ホッピング・パターン、パ
イロット構造、制御チャネル構造、送信アンテナ等に関する情報を含むことができる。第
２のオーバヘッド・チャネルは、いくつかの局面では、ページング・メッセージを伝送す
るために使用される第２のオーバヘッド・チャネルを含まない１つおきのスーパフレーム
で送信される。第２のオーバヘッド・チャネルは、さらなる局面では、逆方向リンク・ホ
ッピング・パターン、チャネル・マッピング、送信電力、電力制御パラメータ、アクセス
・パラメータ等に関する情報を伝送することができる。
【００３４】
　上記情報を、第１および第２のオーバヘッド・チャネルで提供することによって、シス
テムは、周期的プレフィクス、アンテナ数、パイロット構造等を動的に設定することが可
能となりうる。さらに、これは、現在の負荷にマッチさせることができるフレキシブルな
オーバヘッドを用いて、順方向リンク制御チャネルと逆方向リンク制御チャネルとをサポ
ートすることができる。
【００３５】
　局面では、スーパフレーム・プリアンブルは、３つの獲得パイロットを利用しうる。図
３では、２つのパイロットＴＤＭ１　３１６およびＴＤＭ２　３１８のみが示されている
。いくつかの局面では、ＴＤＭ１　３１６は、４つの期間を持つ周期的なＰＮシーケンス
である。ここで、４番目のトーンは、周波数領域内にある。ある局面では、アクセス端末
のおのおのセクタは、ＴＤＭ１　３１６について、同じシーケンスを送信する。
【００３６】
　局面では、ＴＤＭ２　３１８は、時間領域のセクタ依存シーケンスでスクランブルされ
る。ある局面では、時間領域シーケンスは、低いピーク対平均比（ＰＡＲ）を有し、必要
な場合、トラフィック信号に関する電力上昇を考慮することができる。いくつかの局面で
は、擬似ノイズ（ＰＮ）スクランブリングを備えたＷａｌｓｈシーケンスになるように、
シーケンスが選択される。ある局面では、Ｗａｌｓｈシーケンスは、高速Ｈａｄａｍａｒ
ｄ変換を用いて、受信機において相関付けられる。さらなる局面では、５１２のＷａｌｓ
ｈシーケンスが、利用される５１２の異なるセクタ識別のために使用される。
【００３７】
　いくつかの局面では、ＴＤＭ２　３１８のうちの１または複数のサブキャリアが、他の
セクタからの干渉の表示を伝送するために使用されうる。例えば、アクセス端末によって
電力を変更するように命令するために、１またはそれ以上のビットからなる情報が利用さ
れうる。
【００３８】
　ある局面では、セクタが同期または実質的に同期しているところで、あるいは、セクタ
が非同期である場合、パイロットＴＤＭ１　３１６、およびパイロットＴＤＭ２　３１８
が使用されうる。同期システムまたは実質的な同期システムである場合、パイロットは、
スーパフレーム毎に変わりうる。さらに、異なるセクタのパイロットを区別する能力をさ
らに高めるために、異なるセクタが、同じシーケンスのオフセットを使用することができ
る。さらに、これを実現するためには、シンボル／チップ・レベルにおける同期は必要と
されない。局面では、非同期システムでは、パイロットは、スーパフレームにわたって同
じであり、セクタ間における同期要求はない。
【００３９】
　スーパフレーム・プリアンブルを拡張するために第３のパイロットが追加されうる。第
１のオーバヘッド・チャネル、第２のオーバヘッド・チャネル、およびパイロットにおけ
るサブキャリアおよびシンボルの位置は変わってもよく、図３に示すものと正確に同一で
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ある必要は無いことが注目されるべきである。さらに、第１のオーバヘッド・チャネル以
外のおのおのは、ＯＦＤＭシンボル全体を占めるものとして示されているが、そうである
必要は必ずしもなく、全てよりも少ないサブキャリアが、与えられたＯＦＤＭシンボルに
おいて利用されうる。
【００４０】
　図４に示すように、多元接続無線通信システムのためのチャネル構造の局面が例示され
ている。複数の不連続部分を含む仮想的な帯域幅でありうる帯域幅４００が、システム設
計パラメータにしたがって、通信のために利用することが可能である。この構造は、１ま
たは複数の順方向リンク・フレーム４０４および逆方向リンク・フレーム４０８を含んで
いる。これらのおのおのは、図２Ａおよび／または図２Ｂに関して記載されたような１ま
たは複数のスーパフレームの一部でありうる。
【００４１】
　リンク・フレーム４０４はおのおの、制御チャネル４０６を含んでいる。制御チャネル
４０６のおのおのは、例えば、獲得；アクノレッジメント；おのおののアクセス端末のた
めの順方向リンク割当（これは、ブロードキャスト・メッセージ・タイプ、マルチキャス
ト・メッセージ・タイプ、ユニキャスト・メッセージ・タイプについて異なる場合も同じ
場合もありうる）と、おのおののアクセス端末のための逆方向リンク割当；おのおののア
クセス端末のための逆方向リンク電力制御；および、逆方向リンク・アクノレッジメント
；に関する機能のための情報を含むことができる。制御チャネル４０６では、そのような
機能よりもさらに多いかあるいはさらに少ない機能もサポートされうることが注目される
べきである。さらに、制御チャネル４０６は、データ・チャネルに割り当てられたホッピ
ング・シーケンスと同一または異なるホッピング・シーケンスにしたがって、おのおのの
フレーム内でホップすることができる。
【００４２】
　おのおのの逆方向リンク・フレーム４０８は、例えば４１２、４１４、および４１６の
ような、アクセス端末からの多くの逆方向リンク送信を含む。図４では、逆方向リンク送
信が、ブロックとして、すなわち、隣接するＯＦＤＭシンボルからなるグループとして示
されている。例えば隣接しないシンボル・ブロックのようなシンボル・レート・ホッピン
グもまた利用されうることが注目されるべきである。
【００４３】
　さらに、おのおのの逆方向リンク・フレーム４０８は、１または複数の逆方向リンク制
御チャネル４４０を含むことができる。これは、フィードバック・チャネル、逆方向リン
クチャネル評価のためのパイロット・チャネル、逆方向リンク送信４１２、４１４、４１
６に含まれるアクノレッジメント・チャネルを含みうる。逆方向リンク制御チャネル４４
０のおのおのは、例えば、おのおののアクセス端末による順方向リンク・リソース要求お
よび逆方向リンク・リソース要求；例えば、異なるタイプの送信のためのチャネル品質情
報（ＣＱＩ）のようなチャネル情報；チャネル推定目的のためにアクセス・ポイントによ
って使用されるアクセス端末からのパイロット；に関連する機能のための情報を含むこと
ができる。制御チャネル４４０では、そのような機能よりもさらに多くの機能またはそれ
よりも少ない機能もサポートされうることが注目されるべきである。さらに、逆方向リン
ク制御チャネル４４０は、データ・チャネルに割り当てられたホッピング・シーケンスと
同じまたは異なるホッピング・シーケンスにしたがって、おのおののフレームにおいてホ
ップすることができる。
【００４４】
　ある局面では、逆方向リンク制御チャネル４４０上のユーザを多重化するために、１ま
たは複数の直交符号、スクランブル・シーケンス等が利用され、逆方向リンク制御チャネ
ル４４０で送信される情報の異なるタイプおよび／または各ユーザを分ける。これらの直
交符号は、ユーザ特有であることができる。あるいは、アクセス・ポイントによって、通
信セッション毎に、または、スーパフレームのような短い周期毎に、おのおののアクセス
端末へ割り当てられる。
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【００４５】
　くわえて、いくつかの局面では、ＯＦＤＭシステムにおいて利用可能なサブキャリアの
うちのいくつかが、ガード・サブキャリアとして指定され、変調されない。すなわち、こ
れらのサブキャリアでエネルギーは送信されない。スーパフレーム・プリアンブル内、お
よび、おのおののフレーム内のガード・サブキャリアの数は、制御チャネル４０６または
スーパフレーム・プリアンブル内の１または複数のメッセージによって提供されうる。
【００４６】
　さらに、いくつかの局面では、特定の端末に対するオーバヘッド送信を低減するために
、パケットのシンボルが、サブキャリアを介して送信されることになっていても、そのア
クセス端末のためにパケットがともに符号化されうる。このように、単一の巡回冗長検査
が、パケットについて適用され、これらパケットからのシンボルを含む送信は、巡回冗長
検査のオーバヘッド送信に従わない。
【００４７】
　帯域幅４００は、不連続なサブキャリアを備えており、隣接する必要はないことが
注目されるべきである。そのような局面では、制御チャネルは、キャリアの部分のうちラ
ンダムに配置された全て未満の部分、あるいは、ある種の決定論的手法でスケジュールさ
れた部分に限定されうる。
【００４８】
　図５Ａに示すように、多元接続無線通信システムのための順方向リンク・フレームの局
面が例示される。図５Ａに示すように、おのおのの順方向リンク・フレーム４０４はさら
に２つのセグメントに分割される。第１の、すなわち、サブキャリアの連続するグループ
を備えるかあるいは備えていない制御チャネル４０６は、所望の制御データ量とその他の
考慮とに依存して割り当てられた可変数のサブキャリアを有する。残りの部分４２２は、
一般に、データ送信のために利用可能である。制御チャネル４０６は、１または複数のパ
イロット・チャネル５１２および５１４を含みうる。これら例では、シンボル・レート・
ホッピング・モードでは、パイロット・チャネルは、おのおのの順方向リンク・フレーム
のＯＦＤＭシンボルのおのおのに存在することができ、制御チャネル４０６に含まれる必
要はない。両方の場合において、シグナリング・チャネル５１６および電力制御チャネル
５１８は、図５Ａに示すように、制御チャネル４０６に存在することができる。シグナリ
ング・チャネル５１６は、逆方向リンクにおける割り当て、アクノレッジメント、および
／または電力基準とデータの調節、制御、およびパイロット送信を含みうる。
【００４９】
　電力制御チャネル５１８は、他のセクタのアクセス端末からの送信によって、そのセク
タにおいて生成された干渉に関する情報を伝送することができる。さらに、ある局面では
、サブキャリア４２０は、全体帯域幅の縁部において、擬似的なガード・サブキャリアと
して機能することができる。
【００５０】
　セクタのための送信のために複数の送信アンテナが用いられるところでは、異なる送信
アンテナが、（スーパフレーム・インデクスを含む）同じスーパフレーム・タイミング、
ＯＦＤＭシンボル特性、およびホップ・シーケンスを持つべきであることが注目されるべ
きである。
【００５１】
　いくつかの局面では、制御チャネル４０６のチャネル５１２、５１４、５１６、５１８
は、データ送信と同じ割り当てを備えることができ、例えば、データ送信がブロック・ホ
ップされるのであれば、同じサイズまたは異なるサイズのブロックが、制御チャネル４０
６について割り当てられうることが注目されるべきである。
【００５２】
　図５Ｂに示すように、多元接続無線通信システムの逆方向リンク・フレームの局面が例
示される。パイロット・チャネル５２２は、アクセス・ポイントが、逆方向リンクを評価
することを可能にするパイロットを含んでいる。要求チャネル５２４は、アクセス端末が
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、後続する逆方向リンク・フレームおよび順方向リンク・フレームのためのリソースを要
求することを可能にする情報を含んでいる。
【００５３】
　逆方向リンク・フィードバック・チャネル５２６は、アクセス端末が、チャネル情報Ｃ
ＱＩに関するフィードバックを提供することを可能にする。ＣＱＩは、アクセス端末への
送信のために、１または複数のスケジュールされたモード、または、スケジューリングの
ために利用可能なモードに関連しうる。典型的なモードは、ビームフォーミング、ＳＤＭ
Ａ、プリコーディング、またはこれらの組み合わせを含みうる。電力制御チャネル５２８
は、アクセス・ポイントが、例えばデータ送信のような、アクセス端末による逆方向リン
ク送信のための電力制御命令を生成することを可能にするための基準として使用されうる
。いくつかの局面では、電力制御チャネル５２８は、フィードバック・チャネル５２６の
１または複数を含みうる。データ・チャネル４３２は、異なる逆方向リンク・フレーム４
０８では、シンボル・レート・ホッピング・モードまたはブロック・ホッピング・モード
にしたがって動作することができる。さらに、ある局面では、サブキャリア４８０は、全
体帯域幅の縁部において、擬似的なガード・サブキャリアとして機能することができる。
【００５４】
　図５Ａおよび図５Ｂは、時間で多重化され、制御チャネル４０６、４４０を構成する異
なるチャネルを示しているが、それに限るものではないことが注目されるべきである。制
御チャネル４０６、４４０を構成する異なるチャネルは、異なる直交コード、擬似直交コ
ード、またはスクランブリング・コード、異なる周波数、あるいは、時間、コード、およ
び周波数からなる任意の組み合わせを用いて多重化されうる。
【００５５】
　図６に示すように、ＭＩＭＯシステム８００における典型的な第１の通信デバイスまた
はシステム８１０と、典型的な第２の通信デバイスまたはシステム８５０との実施形態の
ブロック図が例示される。第１の通信デバイス８１０では、多くのデータ・ストリームの
ためのトラフィック・データが、データ・ソース８１２から送信（ＴＸ）データ・プロセ
ッサ８１４へ提供される。実施形態では、おのおののデータ・ストリームは、それぞれの
送信アンテナを介して送信される。ＴＸデータ・プロセッサ８１４は、符号化されたデー
タを提供するために、そのデータ・ストリームのために選択された特定の符号化スキーム
に基づいて、おのおののデータ・ストリームについてトラフィック・データをフォーマッ
トし、符号化し、インタリーブする。
【００５６】
　おのおののデータ・ストリームの符号化されたデータは、ＯＦＤＭ技術を使用して、パ
イロット・データで多重化されうる。パイロット・データは、一般に、周知の方式で処理
された周知のデータ・パターンであり、チャネル応答を評価するために受信機システムに
おいて使用されうる。おのおののデータ・ストリームについて多重化されたパイロットお
よび符号化されたデータは、その後、変調シンボルを提供するために、そのデータ・スト
リームについて選択された特定の変調スキーム（例えば、ＢＰＳＫ、ＱＳＰＫ、Ｍ－ＰＳ
Ｋ、またはＭ－ＱＡＭ）に基づいて変調（すなわち、シンボル・マップ）される。
【００５７】
おのおののデータ・ストリームのデータ・レート、符号化、および変調は、プロセッサ８
３０によって実行される命令によって決定されうる。
【００５８】
　データ・ストリームのおのおのの変調シンボルはその後ＴＸプロセッサ８２０に提供さ
れる。ＴＸプロセッサ８２０はさらに、この（例えば、ＯＦＤＭ用の）変調シンボルを処
理することができる。ＴＸプロセッサ８２０はその後、ＮＴ個の送信機（ＴＭＴＲ８２２
ａ～８２２ｔ）に、ＮＴ個の変調シンボル・ストリームを提供する。おのおのの送信機８
２２は、それぞれシンボル・ストリームを受信して処理して、１または複数のアナログ信
号を提供し、ＭＩＭＯチャネルを介した送信のために適切な変調信号を提供するために、
このアナログをさらに調整（例えば、増幅、フィルタ、およびアップコンバート）する。
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送信機８２２ａ～８２２ｔからのＮＴ個の変調信号は、その後、ＮＴ個のアンテナ８２４
ａ～８２４ｔからそれぞれ送信される。
【００５９】
　第２の通信デバイス８５０では、この送信された変調信号が、ＮＲ個のアンテナ８５２
ａ～８５２ｒによって受信され、おのおののアンテナ８５２からの受信信号が、それぞれ
の受信機（ＲＣＶＲ）８５４へ提供される。おのおのの受信機８５４（８５４ａ～８５４
ｒ）は、それぞれの受信信号を調整（例えば、フィルタ、増幅、およびダウンコンバート
）し、調整された信号をデジタル化して、サンプルを提供する。さらに、このサンプルを
処理して、対応する「受信された」シンボル・ストリームを提供する。
【００６０】
　その後、ＲＸデータ・プロセッサ８６０が、ＮＲ個の受信機８５４からＮＲ個のシンボ
ル・ストリームを受信し、受信したＮＲ個のシンボル・ストリームを、特定の受信処理技
術に基づいて処理し、ＮＴ個の「検出された」シンボル・ストリームを提供する。ＲＸデ
ータ・プロセッサ８６０によるこの処理が、以下にさらに詳細に記載される。検出された
シンボル・ストリームはそれぞれ、対応するデータ・ストリームのために送信された変調
シンボルの推定値であるシンボルを含んでいる。ＲＸデータ・プロセッサ８６０は、その
後、検出されたシンボル・ストリームをそれぞれ復調、逆インタリーブ、および復号して
、そのデータ・ストリームのトラフィック・データを復元する。復元されたデータは、デ
ータ・シンク８６４に格納される。ＲＸデータ・プロセッサ８６０によるこの処理は、第
１の通信デバイス８１０におけるＴＸプロセッサ８２０およびＴＸデータ・プロセッサ８
１４によって実行されたものに相補的である。
【００６１】
　ＲＸデータ・プロセッサ８６０は、例えば、５１２のサブキャリアすなわち５ＭＨｚ、
１２８のサブキャリアすなわち１．２５ＭＨｚ、２５６のサブキャリアすなわち２．５Ｍ
Ｈｚのように同時に復調することができるサブキャリアの数に制限される。
【００６２】
　ＲＸプロセッサ８６０によって生成されたチャネル応答推定値は、受信機における空間
処理、空間／時間処理の実行、電力レベルの調節、変調レートまたはスキームの変更、あ
るいはその他の動作のために使用されうる。ＲＸプロセッサ８６０はさらに、検出された
シンボル・ストリームの信号対雑音および干渉比、および恐らくはその他のチャネル特性
を推定し、これらの量をプロセッサ８７０へ提供する。ＲＸデータ・プロセッサ８６０あ
るいはプロセッサ８７０はさらに、そのシステムの「動作中の」ＳＮＲの推定値を導出す
ることができる。プロセッサ８７０は、その後、チャネル状態情報（ＣＳＩ）を提供する
。これは、通信リンクおよび／または受信したデータ・ストリームに関する情報の様々な
タイプを備えることができる。例えば、ＣＳＩは、動作中のＳＮＲを備えることができる
。ＣＳＩは、その後、ＴＸデータ・プロセッサ８１８によって処理され、変調器８８０に
よって変調され、送信機８５４ａ～８５４ｒによって調整され、第１の通信デバイス８１
０へ送り戻される。データ・ソース８１６からの、例えば逆方向リンク・トラフィックの
ようなさらなるデータは、ＴＸデータ・プロセッサ８１８によって受信され、変調器８８
０によって変調され、送信機８５４ａ～８５４ｒによって調整され、第１の通信デバイス
８１０へ送信されうる。
【００６３】
　第２の通信デバイス８５０からの変調信号は、第１の通信デバイス８１０において、ア
ンテナ８２４によって受信され、受信機８２２によって調整され、復調器８４０によって
復調され、ＲＸデータ・プロセッサ８４２によって処理されて、受信システムによってレ
ポートされたＣＳＩを復元する。このレポートされたＣＳＩはその後、プロセッサ８３０
に提供される。そして、（１）データ・ストリームのために使用されるデータ・レート、
符号化スキーム、および変調スキームを決定し、（２）ＴＸデータ・プロセッサ８１４お
よびＴＸプロセッサ８２０のための様々な制御を生成するために使用される。あるいは、
このＣＳＩは、プロセッサ８７０によって利用され、送信のための符号化レートおよび／
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または変調スキームが、その他の情報とともに決定される。これはその後、第１の通信デ
バイスの送信機に提供され、送信機は、量子化されうるこの情報を用いて、第２の通信デ
バイスの受信機へとその後の送信を提供する。ＲＸデータ・プロセッサ８４２によって復
元されたデータは、データ・シンク８４４内に格納されうる。復元されたデータは、逆方
向リンク・トラフィック・データを含みうる。
【００６４】
　プロセッサ８３０および８７０はそれぞれ、第１および第２の通信デバイスにおける動
作を指示する。メモリ８３２および８７２はそれぞれ、プロセッサ８３０および８７０に
よって使用されるプログラム・コードおよびデータのためのストレージを提供する。
【００６５】
　受信機では、ＮＲ個の受信信号を処理して、ＮＴ個の送信されたシンボル・ストリーム
を検出するために様々な処理技術が使用されうる。これらの受信処理技術は、（ｉ）空間
および空間／時間受信処理技術（等化技術とも称される）と、（ｉｉ）「連続ヌル化／等
化および干渉キャンセル」受信処理技術（“連続干渉キャンセル”または“連続キャンセ
ル”受信処理技術とも称される）とからなる２つの主要なカテゴリにグループ化される。
【００６６】
　図６はＭＩＭＯシステムを示しているが、同じシステムが、複数入力単数出力（multi-
input single-output）システムに適用されうる。複数入力単数出力システムでは、例え
ば基地局における複数の送信アンテナが、例えばモバイル局のような単一アンテナ・デバ
イスへと１または複数のシンボル・ストリームを送信する。さらに、単一出力単一入力ア
ンテナ・システムが、図６に関して記載されたものと同様に利用されうる。
【００６７】
　本明細書に記載の送信技術は、様々な手段によって実現されうる。例えば、これらの技
術は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、あるいはそれらの組み合わせで実
現されうる。ハードウェアによる実現の場合、第１の通信デバイスにおける処理ユニット
が、１または複数の特定用途向けＩＣ（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）
、デジタル信号処理デバイス（ＤＳＰＤ）、プログラム可能論理回路（ＰＬＤ）、フィー
ルド・プログラム可能なゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）、プロセッサ、コントローラ、マイ
クロ・コントローラ、マイクロプロセッサ、電子デバイス、本明細書に記載の機能を実行
するために設計されたその他の電子ユニット、あるいはこれらの組み合わせ内に実装され
うる。第２の通信デバイスの処理ユニットもまた、１または複数のＡＳＩＣ、ＤＳＰ、プ
ロセッサ等内に実装されうる。
【００６８】
　ソフトウェアによって実現する場合、その送信技術は、本明細書に記載の機能を実行す
るモジュール（例えば、手順、関数等）を用いて実現されうる。ソフトウェア・コードは
、メモリ（例えば、図６におけるメモリ８３２または８７２）に格納され、プロセッサ（
例えば、プロセッサ８３０または８７０）によって実行されうる。メモリは、プロセッサ
内で実現されるか、あるいはプロセッサの外部に実装されうる。
【００６９】
　本明細書におけるチャネルの概念は、アクセス・ポイントまたはアクセス端末によって
送信される情報または送信のタイプを称していることが注目されるべきである。それは、
固定または予め定められたブロックのサブキャリアも、時間期間も、そのような送信のた
めに特化されたその他のリソースも必要としないか、利用しない。
【００７０】
　いくつかの典型的な実施形態では、おのおののＦＬスーパフレームが、ＦＬ個のフレー
ムのシーケンスが後続するスーパフレーム・プリアンブルを含む（図２Ａおよび図２Ｂ参
照）。図７は、垂直軸７０２の周波数対水平軸７０４のＯＦＤＭシンボル・インデクスの
図７００であり、典型的なスーパフレーム・プリアンブル７０６を含んでいる。典型的な
スーパフレーム・プリアンブル７０６は、５１２およびそれ以上のＦＦＴサイズについて
、８つのＯＦＤＭシンボル（７０８、７１０、７１２、７１４、７１６、７１８、７２０
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、７２２）を備える。これらのシンボルは、図７で示されるように０～７とインデクスさ
れる。
【００７１】
　典型的なスーパフレーム・プリアンブルは、いくつかの実施形態において、２５６ポイ
ントＦＦＴの場合、１６個のＯＦＤＭシンボルを備える。別の典型的なスーパフレーム・
プリアンブルは、１２８ポイントＦＦＴの場合、３２個のＯＦＤＭシンボルを備える。簡
略のため、以下の記述は、５１２およびそれ以上のＦＦＴサイズ用である。その他の場合
、スーパフレーム・プリアンブルのそれぞれの要素チャネルが、５１２ポイントＦＦＴの
場合と比較して、適切な係数（２５６ポイントＦＦＴの場合は係数２、１２８ポイントＦ
ＦＴの場合は係数４）でスケールされる（時間で反復される）。
【００７２】
　スーパフレーム・プリアンブル７０６内の最後の３つのＯＦＤＭシンボル（５，６，７
とインデクスされたシンボル）（７１８、７２０、７２２）は、初期獲得のために使用さ
れるＴＤＭパイロットである。これらのシンボルはまた、ＴＤＭパイロット１、ＴＤＭパ
イロット２、およびＴＤＭパイロット３とも称されうる。これらのうちの第１のパイロッ
トは、獲得チャネル（Ｆ－ＡＣＱＣＨ）を形成し、その後の２つのパイロットは、その他
のセクタ干渉チャネル（Ｆ－ＯＳＩＣＨ）を送信するために再使用される。ＴＤＭパイロ
ット１は、ＯＦＤＭシンボル７（７２２）で送信され、ＴＤＭパイロット２、３は、ＯＦ
ＤＭシンボル５、６（７１８、７２０）でそれぞれ送信される。
【００７３】
　典型的なＴＤＭパイロット１を以下に記載する。ＴＤＭパイロット１は、４つの期間を
備える時間領域ＰＮシーケンスを備えるＯＦＤＭシンボルである。ＴＤＭパイロット１を
構築することは、帯域幅が、５ＭＨｚ未満であるか、あるいは５ＭＨｚを超えるかに依存
する。
【００７４】
　帯域幅５ＭＨｚまたはそれ未満の構成では、このＯＦＤＭシンボルは、長さＮＦＦＴ／
４からなるＰＮシーケンスのＦＦＴを採用し、ＦＦＴ値を、（ガード・サブキャリアを除
外して）４つのサブキャリア毎に埋めることによって構築される。その後、他のＯＦＤＭ
シンボルのおのおのについて、ＩＦＦＴおよび周期的プレフィクスの追加、およびインタ
バルのウィンドウ化等がなされる。この目的のために使用されるＰＮシーケンスは、セク
タに依存しないので、ＴＤＭパイロット１を用いてセクタを識別することは可能ではない
。しかしながら、ＰＮシーケンスは帯域幅に依存する。異なるＰＮシーケンスは、次の３
つのケースのおのおのについて使用される。ＢＷ≦１．２５ＭＨｚ、１．２５ＭＨｚ＜Ｂ
Ｗ≦２．５ＭＨｚ、２．５ＭＨｚ＜ＢＷ≦５ＭＨｚ。
【００７５】
　５ＭＨｚを超える帯域幅では、帯域幅は、おのおのが５ＭＨｚの帯域幅を有するセグメ
ントへ分割される。セクタは、所与のスーパフレームの１つのセグメントで、ＴＤＭパイ
ロット１を送信する。しかしながら、セクタがパイロットを送信するセグメントは、スー
パフレーム毎に変化する。セグメントは、２つの異なる同期モードにおいて、別々に選択
される。繰り返すが、変調のために使用される時間ドメイン・シーケンスは、セクタには
依存せず、帯域幅全体とセグメントのインデクスに依存する。
【００７６】
　ＴＤＭパイロット１は、スーパフレーム・タイミングの推定値を得るために使用されう
る。例えば、ＡＴは、受信した波形を、周知のＴＤＭ　ＰＮシーケンスに対して相関付け
、相関付けられた値をしきい値と比較して、ＴＤＭパイロット１が所与の期間に存在する
かが判定される。一旦タイミングが特定されると、ＡＴは、ＴＤＭパイロット２、３を用
いて、セクタ特定へ進むことができる。ＴＤＭパイロット１はまた、周波数補正のために
も使用されうる。
【００７７】
　典型的なＴＤＭパイロット２、３が以下に説明される。１または複数の強力なパスが、
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ＴＤＭパイロット１を用いて獲得された後、セクタ特定のために、ＴＤＭパイロット２，
３が使用される。ＴＤＭパイロット２、３は、ＰＮシーケンスによってスクランブルされ
た１０２４のＷａｌｓｈシーケンスのセットのうちの１つである時間領域シーケンスを用
いて構築される。Ｗａｌｓｈシーケンスの最初の５１２の要素は、ＴＤＭパイロット２を
構築し、その後の５１２の要素は、ＴＤＭパイロット３を構築するために使用される。Ｗ
ａｌｓｈシーケンスは、セクタのパイロットＰＮに依存し、スーパフレーム毎に変わらな
い。１０２４シーケンスのうち、５１２シーケンスが、準同期モード（Semi Synchronous
 mode）のために確保され、他の５１２シーケンスが、非同期モード（Asynchronous mode
）のために確保される。ＰＮシーケンスは、帯域幅≦５ＭＨｚの構成の場合、システム帯
域幅に依存し、帯域幅＞５ＭＨｚの構成の場合、システム帯域幅およびセグメント・イン
デクスに依存する。ＴＤＭパイロット２，３が送信されるセグメントは、ＴＤＭパイロッ
ト１が送信されるセグメントと同一である。次に、同期モードについて説明する。システ
ムは２つのモード、すなわち準同期モードと非同期モードとをサポートし、ＴＤＭパイロ
ットは、これら２つの場合で別々に生成される。
【００７８】
　次に、準同期モードについて説明する。例えばレンジング（ranging）のようないくつ
かの用途の場合、極端に弱いセクタを検出することが有用である。この理由により、１よ
り多いスーパフレーム・プリアンブルにわたった相関付けを可能とすることは重要であり
うる。１より多いスーパフレーム・プリアンブルにわたって処理ゲインを得るために、１
つのスーパフレーム・プリアンブルから次のスーパフレーム・プリアンブルで、干渉信号
（すなわち、近隣セクタのＴＤＭパイロット）が変わることが有利である。これを可能に
するために、パイロット・フェーズと呼ばれ、スーパフレーム毎に変化する補助的な量が
、おのおののセクタについて定義される。パイロット・フェーズは、パイロット・フェー
ズ＝（パイロットＰＮ＋スーパフレーム・インデクス　ｍｏｄ　５１２）として定義され
る９ビットの量である。ここで、スーパフレーム・インデクスは、１つのスーパフレーム
から次のスーパフレームでインクリメントされるカウンタであり、セクタのおのおのを超
えてグローバルに定義される。パイロット・フェーズは、２つのＴＤＭパイロットのため
のスクランブリング・シーケンスを生成するために使用される。さらに、ＢＷ＞５ＭＨｚ
である場合にＴＤＭパイロットが送信されるセグメントが、パイロット・フェーズの関数
として、準ランダムに選択される。異なるセクタが、同じシーケンスのオフセットを使用
するので、このパイロット構造は、２つのセクタ間のある同期レベルを持つ。より正確に
言えば、パイロットＰＮのあらゆる値が可能である場合、この構造は、任意の２つのセク
タが、シンボルまたはチップ・レベルではなく、スーパフレームの半分以内に同期化され
ることを必要とする。あるいは、異なるパイロットＰＮを備える２つのセクタが、同時に
同じ獲得パイロット（同じＰＮシーケンス）を送信することが考えられる。このモードは
、パフォーマンスを向上する（獲得時間の短縮、高速なセクタ切り替え、干渉推定等）た
めに使用されうる。
【００７９】
　次に非同期モードについて記載する。いくつかの状況において、２つのセクタを正確に
同期させることは可能ではない。これらのシナリオをサポートするために、同期要求を持
たないシステムでのモードがある。このモードにおいて、ＴＤＭパイロットは、補助的な
量であるパイロット・フェーズの代わりに、パイロットＰＮを用いて直接的にスクランブ
ルされる。帯域幅≦５ＭＨｚのシステムの場合、ＴＤＭパイロットは、スーパフレーム毎
に同じである。帯域幅＞５ＭＨｚのシステムの場合、ＴＤＭパイロット・サイクルは、利
用可能なセグメントのセットにわたって決定論的にサイクルする。
【００８０】
　次に典型的な獲得手順について記述する。スーパフレーム・プリアンブル内の最初の５
つのＯＦＤＭシンボル（７０８、７１０、７１２、７１４、７１６）は、２つの主要なブ
ロードキャスト・チャネルであるＦ－ｐＢＣＨ０とＦ－ｐＢＣＨ１とを伝送するために使
用される。第１のＯＦＤＭシンボル７０８は、Ｆ－ｐＢＣＨ０部７２４およびＦ－ｐＢＣ
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Ｈ１部７２６を含んでいる。第２乃至第５のＯＦＤＭシンボル（７１０、７１０、７１２
、７１４、７１６）は、Ｆ－ｐＢＣＨ１情報を伝送する。これらのチャネルは、ＡＴが、
ＰＨＹフレームを復調する前に持たねばならないコンフィグレーション情報を伝送する。
さらに、Ｆ－ｐＢＣＨ１チャネルは、ページング情報も伝送する。
【００８１】
　Ｆ－ｐＢＣＨ０パケットは、この典型的な実施形態では、１６のスーパフレームにわた
って符号化され、おのおののスーパフレーム・プリアンブルにおいて、ＯＦＤＭシンボル
の１／４しか占有しない。これは、極端に小さなオーバヘッドである。Ｆ－ｐＢＣＨ０は
、スーパフレーム・インデクスのみならず、周期的プレフィクス持続時間、ガード・サブ
キャリア数のような構成ワイドな静的パラメータを伝送する。Ｆ－ｐＢＣＨ０は、最初の
ウェイク・アップにおいてのみ必要とされる。
【００８２】
　Ｆ－ｐＢＣＨ１パケットは、単一のスーパフレームにわたって符号化され、おのおのの
スーパフレーム・プリアンブル内に４と３／４個のＯＦＤＭシンボルを占有する。このチ
ャネルの帯域幅オーバヘッドは、およそ２％である。Ｆ－ｐＢＣＨ１は、ＡＴが、ＦＬホ
ッピング・パターン、パイロット構造、制御チャネル構造、送信アンテナ数等に関する情
報のような、ＰＨＹフレームからのＦＬデータを復調できるようにする十分な情報を伝送
する。この情報は、１つおきのスーパフレーム毎に送信され、他方のスーパフレームは、
例えばクイック・ページのようなページを伝送するために使用される。残りのオーバヘッ
ド情報は、予め定めたスーパフレームで、規則的なデータ・チャネルを用いてブロードキ
ャストされ、ＲＬホッピング・パターン、チャネル・マッピング、送信電力、電力制御パ
ラメータ、アクセス・パラメータ等に関する情報を伝送する。
【００８３】
　これらのチャネルは、フレキシブルな物理レイヤをイネーブルし、もって、周期的なプ
レフィクス、アンテナ数、パイロット構造等のフレキシブルな設定を可能にする。これら
チャネルはまた、現在のユーザ負荷にマッチ可能なフレキシブルなオーバヘッドを用いて
、ＦＬ制御チャネルおよびＲＬ制御チャネルをサポートすることができる。さらに、サブ
帯域スケジュールや、ＦＦＲ等のような機能もまたイネーブルまたはディセーブルされう
る。
【００８４】
　最初のウェイク・アップ時において、ＡＴはまずセクタを検出し、ＴＤＭパイロットを
用いて時間および周波数同期を達成する。準同期モードでは、ＡＴは、この段階の終了時
においてパイロット・フェーズ変数の値を知る一方、非同期モードでは、ＡＴは、この段
階の終了時においてパイロットＰＮ変数の値を知る。その後、ＡＴは、Ｆ－ｐＢＣＨ０チ
ャネルおよびＦ－ｐＢＣＨ１チャネルを復調し続ける。Ｆ－ｐＢＣＨ０チャネルは、スー
パフレーム・インデクスの下位９ビットを伝送する。これによって、ＡＴは、準同期ケー
スにおけるパイロットＰＮの値（パイロットＰＮ＝パイロット・フェーズスーパフレーム
・インデクス　ｍｏｄ　５１２）を知ることが可能となる。したがって、非同期モードと
準同期モードとの両方において、この段階の終了時において、ＡＴは、パイロットＰＮ変
数とスーパフレーム・インデクス変数とを知る。これらは、ＦＬ波形を生成する際に使用
される様々な（例えば、ホッピング、スクランブリング等のための）乱数生成器をシード
（seed）するためにともに使用される。
【００８５】
　その他のセクタ干渉チャネル（Ｆ－ＯＳＩＣＨ）は、１つの実施形態において、ＴＤＭ
パイロット２，３におけるフェーズとして変調される３つの状態量を伝送する。ＴＤＭパ
イロット波形は、いったん獲得が完了すると、知られるので、重ね合せは、ＯＳＩＣＨの
性能の低下をもたらさない。その特性のうちの１つは、近隣セクタ内のＡＴによって使用
されること、すなわち、極端に低いＳＮＲで復号可能でなければならないことである。こ
れは、このチャネルについて極端に大きな拡散ゲインを提供することによって達成される
。すなわち、２ビット未満の情報を送信するためにＯＦＤＭシンボル全体が使用されるか
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、または、２ビット未満の情報を送信するために２つのＯＦＤＭシンボルが使用される。
【００８６】
　図８は、様々な実施形態にしたがって、例えばアクセス・ポイントまたは基地局のよう
な通信装置を動作させる典型的な方法のフローチャート９００である。動作は、通信装置
に電源が投入され初期化されるステップ９０２で始まり、ステップ９０４に進む。ステッ
プ９０４では、通信装置が干渉を測定する。動作は、ステップ９０４からステップ９０６
に進む。
【００８７】
　ステップ９０６では、通信装置が、例えばスーパフレーム・プリアンブルのようなプリ
アンブルを生成する。ステップ９０６は、サブステップ９１２および９１３を含んでいる
。いくつかの実施形態では、ステップ９０６は、この通信装置が、１または複数のブロー
ドキャスト・チャネルに対応する１または複数のＯＦＤＭシンボルを生成するサブステッ
プ９１０を含む。動作は、サブステップ９１０からサブステップ９１２に進む。他の実施
形態では、サブステップ９１０は、ステップ９０６の一部として含まれない。
【００８８】
　サブステップ９１２では、通信装置が、第１のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの
少なくともいくつかのサブキャリア内に第１のパイロットを生成する。動作は、サブステ
ップ９１２からサブステップ９１３に進む。サブステップ９１３では、通信装置が、干渉
情報を含む第２のＯＦＤＭパイロット・シンボルを生成する。サブステップ９１３は、サ
ブステップ９１４と、サブステップ９２２、９２３のうちの１または複数とを含む。サブ
ステップ９１４では、通信装置が、第２のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なく
ともいくつかのサブキャリア内に第２のパイロットを生成する。いくつかの実施形態では
、第２のパイロットを生成することは、第１のパイロットに適用されるスクランブリング
・シーケンスを用いることを含む。いくつかの実施形態では、第２のパイロットを生成す
ることは、第２のパイロットを生成するために使用されるスクランブリング・シーケンス
を、オフセットと掛け合わせることを含む。いくつかの実施形態では、オフセットは、干
渉情報に依存する。いくつかの実施形態では、オフセットは、例えば、ｅｘｐ（ｊ＊ｔｈ
ｅｔａ）の形式をとる単位係数（unit modulus）を持つ。
【００８９】
　いくつかの実施形態では、サブステップ９１４は、サブステップ９１６、９１８および
９２０を含んでいる。サブステップ９１６では、通信装置は、この通信装置が、非同期モ
ードで動作しているか、あるいは準同期モードで動作しているかを判定する。通信装置が
非同期モードで動作している場合、動作は、サブステップ９１６からサブステップ９１８
に進み、通信装置は、第１の機能にしたがって、第２のＯＦＤＭパイロット・シンボルの
うちの少なくともいくつかのサブキャリア内に第２のパイロットを生成する。しかしなが
ら、通信装置が準同期モードで動作している場合、動作は、サブステップ９１６からサブ
ステップ９２０に進み、通信装置は、第１の機能とは異なる第２の機能にしたがって、第
２のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのサブキャリア内に第２
のパイロットを生成する。
【００９０】
　動作は、サブステップ９１４からサブステップ９２２またはその代わりにサブステップ
９２３に進む。サブステップ９２２では、通信装置は、第２のＯＦＤＭパイロット・シン
ボルのうちの少なくともいくつかのその他のサブキャリア内に干渉情報を生成する。いく
つかの実施形態では、干渉情報を通信するために、プリアンブルにおいて、少なくとも２
つのシンボルが使用される。サブステップ９２３では、フェーズ・オフセットを複数のサ
ブキャリアへ適用することによって、通信装置が、第２のＯＦＤＭパイロット・シンボル
に、干渉情報を組み込む。例えば、いくつかの実施形態では、別のフェーズ・オフセット
・マルチプライヤ値が、通信される別の干渉レベルに関連付けられる。いくつかの実施形
態では、干渉情報を含むパイロット・シンボルを生成するために、干渉情報を含まない入
力シンボルへフェーズ乗算演算を実行することによって、フェーズ・オフセットが適用さ
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れる。動作は、ステップ９０６からステップ９０８へ進む。
【００９１】
　ステップ９０８では、通信装置は、この生成されたプリアンブルを送信する。このプリ
アンブルは、複数のパイロット・シンボルを含み、複数のパイロット・シンボルのうちの
少なくとも１つは、干渉情報を含んでいる。様々な実施形態では、プリアンブルを送信す
ることはさらに、システム・コンフィグレーション情報を通信するために使用されるブロ
ードキャスト・チャネルに対応する少なくとも１つのシンボルを、プリアンブルの一部と
して送信することを含む。いくつかの実施形態では、プリアンブルを送信することは、生
成された第１のＯＦＤＭパイロット・シンボルと、生成された第２のＯＦＤＭパイロット
・シンボルとを、プリアンブル内の隣接するＯＦＤＭシンボルとして送信することを含む
。いくつかの実施形態において、第１および第２のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうち
の１つは、プリアンブル内の最後のＯＦＤＭシンボルである。動作はステップ９０８から
ステップ９０４へ進み、通信装置は、干渉情報を測定する。
【００９２】
　いくつかの実施形態では、プリアンブル内のパイロット・シンボルは、タイミング獲得
およびセクタ識別のうちの少なくとも１つのために使用される獲得パイロットを含む。様
々な実施形態では、プリアンブルは、干渉情報の通信に使用されるシンボルよりも、シス
テム・コンフィグレーション情報の通信に使用されるシンボルを多く含む。
【００９３】
　いくつかの実施形態では、スーパフレーム・プリアンブル内のシンボルは、スーパフレ
ームのボディ内のフレームの一部としてデータを通信するために使用されるシンボルと同
じ数のシンボル毎トーンを含む。いくつかの実施形態では、スーパフレーム・プリアンブ
ル内のシンボルは、スーパフレームのボディ内のフレームの一部としてデータを通信する
ために使用されるシンボルよりも少ないシンボル毎トーンを含む。
【００９４】
　図９は、様々な実施形態にしたがってアクセス端末を動作させる典型的な方法のフロー
チャート１０００である。動作は、アクセス端末に電源が投入され初期化されるステップ
１００２で始まり、ステップ１００４に進む。ステップ１００４では、アクセス端末がプ
リアンブルを受信する。プリアンブルは、複数のパイロット・シンボルを含み、パイロッ
ト・シンボルのうちの少なくとも１つは、干渉情報を含む。受信したプリアンブルは、例
えばスーパフレーム・プリアンブルである。いくつかのそのような実施形態では、スーパ
フレーム・プリアンブル内のシンボルは、スーパフレームのボディ内のフレームの一部と
してデータを通信するために使用されるシンボルと同じ数のシンボル毎トーンを含む。他
のいくつかの実施形態では、スーパフレーム・プリアンブル内のシンボルが、スーパフレ
ームのボディ内のフレームの一部としてデータを通信するために使用されるシンボルより
も少ないシンボル毎トーンを含む。いくつかの実施形態では、受信したプリアンブルは、
干渉情報を通信するために使用されるシンボルよりも、システム・コンフィグレーション
情報を通信するために使用されるシンボルを多く含む。動作は、ステップ１００４からス
テップ１００６に進む。
【００９５】
　ステップ１００６では、アクセス端末は、プリアンブルに含まれるパイロット・シンボ
ルのうちの少なくとも１つを用いて、タイミング獲得動作を実行する。動作は、ステップ
１００６からステップ１００８に進む。ステップ１００８では、アクセス端末は、受信し
たプリアンブルが送信されたセクタを、受信したプリアンブルに含まれる干渉情報を含む
パイロット・シンボルのうちの少なくとも１つから識別する。動作は、ステップ１００８
からステップ１０１０に進む。
【００９６】
　ステップ１０１０では、受信したプリアンブルから、アクセス端末が、干渉情報を復元
する。いくつかの実施形態では、干渉情報を通信するために、受信したプリアンブルにお
いて少なくとも２つのシンボルが使用され、受信したプリアンブルから干渉情報を復元す
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ることは、少なくとも２つのシンボルから干渉情報を復元することを含む。様々な実施形
態では、干渉情報を復元することは、第２のパイロットを生成するために第１のパイロッ
トに適用されるスクランブリング・シーケンスを用いて、アンスクランブリング動作を実
行することを含む。ステップ１０１０は、サブステップ１０１１を含む。サブステップ１
０１１では、アクセス端末が、受信したプリアンブル内に干渉情報を含む少なくとも１つ
のパイロット・シンボルの位置を決定するために、プリアンブル構造情報を用いる。
【００９７】
　いくつかの実施形態では、例えばその他のセクタ干渉情報のような干渉情報が、パイロ
ット・シンボルのうちの１または複数のサブキャリアの変調シンボル値を介して通知され
、干渉情報を決定することは、伝送されている干渉情報を得るために、それらの変調シン
ボルを復調して復号することを含む。いくつかの実施形態では、例えばその他のセクタ干
渉情報のような干渉情報が、例えばパイロット・シンボルを生成する際に適用されるフェ
ーズ・マルチプライヤのようなフェーズ・マルチプライヤによって通信される。そのよう
ないくつかの実施形態では、受信したプリアンブルから干渉情報を復元することは、通信
されたフェーズ・マルチプライヤ値を判定することと、例えば、通信されたフェーズ・マ
ルチプライヤ値に一致（マップ）する、通信されている干渉レベルのような、通信されて
いる干渉情報を判定することとを含む。
【００９８】
　動作は、ステップ１０１０からステップ１０１２に進み、復元された干渉情報に基づい
て、アクセス端末が、信号送信を制御する。復元された干渉情報に基づいて信号送信を制
御する例は、送信することを差し控えることと、送信のレートを制御および／または変更
することと、送信の電力レベルを制御および／または変更することと、送信のデータ・レ
ートを制御および／または変更することと、送信の符号化レートを制御および／または変
更することと、送信信号のために使用される誤り訂正符号を制御および／または変更する
ことと、動作のモードを制御および／または変更することと、および／または、使用され
るオーバヘッド制御シグナリングの量を制御および／または変更することとを含む。
【００９９】
　図１０は、様々な実施形態にしたがって、例えばアクセス・ポイントまたは基地局のよ
うな典型的な無線通信装置の図である。典型的な無線通信装置１１００は、様々な要素が
データおよび情報を交換するバス１１１２にともに接続された無線受信機モジュール１１
０２、無線送信機モジュール１１０４、プロセッサ１１０６、ネットワーク・インタフェ
ース・モジュール１１０８、およびメモリ１１１０を含んでいる。メモリ１１１０は、ル
ーチン１１１８およびデータ／情報１１２０を含んでいる。例えばＣＰＵのようなプロセ
ッサ１１０６は、ルーチン１１１８を実行し、メモリ１１１０内のデータ／情報１１２０
を用いて、無線通信装置１１００の動作を制御して、例えば図８のフローチャート９００
の方法のような方法を実施する。
【０１００】
　例えばＯＦＤＭ受信機のような無線受信機モジュール１１０２は、受信アンテナ１１１
４に接続されている。無線通信装置は、これを経由して、干渉が測定された信号を含む信
号を受信する。例えばＯＦＤＭ送信機のような無線送信機モジュール１１０４は、送信ア
ンテナ１１６に接続されている。無線通信装置は、この送信アンテナを経由して信号を送
信する。無線送信機モジュール１１０４は、生成されたプリアンブルを送信する。無線送
信機モジュール１１０４はさらに、例えば、トラフィック・データおよび／または制御デ
ータを含むダウンリンク・フレームのような順方向リンク・フレームをも送信する。いく
つかの実施形態では、無線送信機モジュール１１０４は、例えばスーパフレーム・プリア
ンブルのようなプリアンブル内の第１のＯＦＤＭパイロット・シンボルと第２のＯＦＤＭ
パイロット・シンボルとを、隣接するＯＦＤＭシンボルとして送信する。いくつかの実施
形態では、パイロット・シンボルは、プリアンブルにおいて送信される最後のシンボルで
ある。
【０１０１】
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　いくつかの実施形態では、同じアンテナが送信と受信とに使用される。いくつかの実施
形態では、複数のアンテナおよび／または複数のアンテナ素子が、受信のために使用され
る。いくつかの実施形態では、複数のアンテナおよび／または複数のアンテナ素子が、送
信のために使用される。いくつかの実施形態では、同じアンテナのうちのいくつかが、送
信と受信との両方に使用される。いくつかの実施形態では、無線通信装置１１００は、Ｍ
ＩＭＯ技術を使用する。
【０１０２】
　ネットワーク・インタフェース・モジュール１１０８は、例えば、他のアクセス・ポイ
ント／基地局、ＡＡＡノード、ホーム・エージェント・ノード等のような他のネットワー
ク・ノードに接続されているか、および／または、ネットワーク・リンク１１０９を経由
してインターネットに接続されている。
【０１０３】
　ルーチン１１１８は、干渉測定モジュール１１２２、プリアンブル生成モジュール１１
２４、およびパイロット生成モード制御モジュール１１３０を含む。プリアンブル生成モ
ジュール１１２４は、ブロードキャスト・チャネル・シンボル生成モジュール１１２６と
、パイロット・シンボル生成モジュール１１２８とを含んでいる。パイロット・シンボル
生成モジュール１１２８は、第１のパイロット生成モジュール１１３２、第２のパイロッ
ト生成モジュール１１３４、および干渉情報生成モジュール１１３６を含んでいる。
【０１０４】
　データ／情報１１２０は、測定された干渉情報１１３８、システム・コンフィグレーシ
ョン情報１１４０、生成されたブロードキャスト・チャネル・シンボル１１４２、生成さ
れた第１のパイロット１１４４、生成された第２のパイロット１１４６、通信される生成
された干渉情報１１４８、生成されたプリアンブル１１５０、タイミング／周波数構造情
報１１５２、スクランブリング・シーケンス情報１１５６、オフセット情報１１５８、お
よびモード情報１１６０を含む。タイミング／周波数構造情報１１５２は、プリアンブル
定義情報１１５４を含んでいる。タイミング／周波数構造情報１１５２は、例えば、プリ
アンブルおよびフレームを含む順方向リンク・スーパフレームのように、順方向リンク構
造と逆方向リンク構造とを識別する情報を含む。図３および図７は、典型的なプリアンブ
ル構造を示す。そのような構造を定義する情報は、情報１１５４に含まれうる。モード情
報１１６０は、例えば、非同期モードおよび準同期モードのような、無線通信デバイスが
動作することができる二者択一のモードを識別する情報と、現在の動作モードを識別する
情報とを含む。例えば基地局のような無線通信デバイス１１００は、いくつかの実施形態
において、例えば、隣接する基地局が非同期的に送信している場合、および、隣接する基
地局が準同期的に送信している場合、条件に適合するために、プリアンブル生成のためそ
のパイロット信号生成を、モードの関数として変更する。
【０１０５】
　干渉測定モジュール１１２２は、干渉を測定する。いくつかの実施形態では、干渉測定
モジュール１１２２は、生成されたプリアンブルが送信されるセクタ以外のセクタに関す
る干渉を測定する他のセクタ干渉測定モジュールである。測定された干渉情報１１３８は
、干渉測定モジュール１１２２の出力である。
【０１０６】
　プリアンブル生成モジュール１１２４は、例えば、生成されたプリアンブル１１５０の
ようなプリアンブルを生成する。このプリアンブルは、複数のパイロット・シンボルを含
み、これらパイロット・シンボルのうちの少なくとも１つは、干渉情報を含む。
【０１０７】
　ブロードキャスト・チャネル・シンボル生成モジュール１１２６は、システム・コンフ
ィグレーション情報を通信するために使用されるブロードキャスト・チャネルに対応する
少なくとも１つのシンボルを生成する。いくつかの実施形態では、複数のブロードキャス
ト・チャネルがサポートされる。そのようないくつかの実施形態では、少なくとも１つの
シンボルが、第１のブロードキャスト・チャネルと、第２のブロードキャスト・チャネル
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の一部とを含んでいる。
【０１０８】
　様々な実施形態では、プリアンブル生成モジュール１１２４は、タイミング獲得および
セクタ識別のうちの少なくとも１つのために使用される獲得パイロットであるパイロット
を生成する。いくつかの実施形態では、プリアンブル生成モジュール１１２４は、生成さ
れたプリアンブル内の干渉情報を通信するために使用されるシンボルよりも、システム・
コンフィグレーション情報を通信するために使用されるシンボルを多く含む。いくつかの
実施形態では、生成されたプリアンブルは、スーパフレーム・プリアンブルである。また
、少なくとも２つのシンボルが、干渉情報を通信するためにプリアンブルにおいて使用さ
れる。
【０１０９】
　パイロット・シンボル生成モジュール１１２８は、生成されたプリアンブル１１５０の
パイロット・シンボルを生成する。第１のパイロット生成モジュール１１３２は、第１の
ＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのサブキャリア内に、第１の
パイロットを生成する。第２のパイロット生成モジュール１１３４は、第２のＯＦＤＭパ
イロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのサブキャリア内に、第２のパイロット
を生成する。干渉情報生成モジュール１１３６は、第２のＯＦＤＭパイロット・シンボル
のうちの少なくともいくつかのその他のサブキャリア内に、干渉情報を生成する。プリア
ンブルに含まれる複数のパイロット・シンボルは、生成された第１のパイロットおよび第
２のパイロットを含む。
【０１１０】
　様々な実施形態において、第２のパイロット生成モジュール１１３４は、第１のパイロ
ット生成モジュール１１３２によって生成された第１のパイロットに適用されたスクラン
ブリング・シーケンスを用いて、第２のパイロットを生成する。いくつかの実施形態では
、第２のパイロット生成モジュール１１３４は、第２のパイロットを生成するために使用
されるスクランブリング・シーケンスへオフセットを適用するオフセット・モジュール１
１３５を含む。いくつかの実施形態では、オフセットは、干渉情報に依存する。いくつか
の実施形態では、オフセットは、例えば、ｅｘｐ（ｊ＊ｔｈｅｔａ）の形式をとる単位係
数を持つ。
【０１１１】
　パイロット生成モード制御モジュール１１３０は、与えられた時間において、第１の動
作モードおよび第２の動作モードのうちの１つで動作するように第２のパイロット生成モ
ジュール１１３４を制御する。第１の動作モードは、通信装置非同期動作モードに対応し
、第２の動作モードは、通信装置準同期動作モードに対応し、第２のパイロット生成モジ
ュール１１３４は、第１の動作モードおよび第２の動作モード内に、第２のパイロットを
別々に生成する。
【０１１２】
　図１１は、様々な実施形態にしたがった典型的なアクセス端末１２００の図である。典
型的なアクセス端末１２００は、様々な要素がデータおよび情報を交換するバス１２１２
にともに接続された無線受信機モジュール１２０２、無線送信機モジュール１２０４、プ
ロセッサ１２０６、ユーザＩ／Ｏデバイス１２０８、およびメモリ１２１０を含んでいる
。メモリ１２１０は、ルーチン１２１８およびデータ／情報１２２０を含んでいる。例え
ばＣＰＵのようなプロセッサ１２０６は、ルーチン１２１８を実行し、メモリ１２１０内
のデータ／情報を使用して、アクセス端末１２００の動作を制御し、例えば図９のフロー
チャート１０００の方法のような方法を実施する。
【０１１３】
　例えばＯＦＤＭ受信機のような無線受信機モジュール１２０２は、受信アンテナ１２１
４に接続されている。アクセス端末１２００は、この受信アンテナを経由して、例えばア
クセス・ポイントのような通信デバイスからダウンリンク信号を受信する。無線受信機モ
ジュール１２０２は、例えば受信したプリアンブル１２３４のようなプリアンブルを受信
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する。このプリアンブルは、複数のパイロット・シンボルを含み、これら複数のパイロッ
ト・シンボルのうちの少なくとも１つは、干渉情報を含む。無線受信機モジュール１２０
２はまた、順方向リンク・フレームで通信された、例えばダウンリンク・トラフィック・
データおよび制御データのような情報を受信する。例えばＯＦＤＭ送信機のような無線送
信機モジュール１２０４は、送信アンテナ１２１６に接続されている。アクセス端末１２
００は、この送信アンテナを経由して、アップリンク信号を、例えばアクセス・ポイント
のような通信デバイスへ送信する。
【０１１４】
　いくつかの実施形態では、同じアンテナが、送信と受信とに使用される。いくつかの実
施形態では、複数のアンテナおよび／または複数のアンテナ素子が、受信に使用される。
いくつかの実施形態では、複数のアンテナおよび／または複数のアンテナ素子が、送信に
使用される。いくつかの実施形態では、少なくとも同じアンテナまたはアンテナ素子のう
ちのいくつかが、送信と受信との両方に使用される。いくつかの実施形態では、アクセス
端末１２００はＭＩＭＯ技術を使用する。
【０１１５】
　ユーザＩ／Ｏデバイス１２０８、例えばマイクロホン、キーボード、キーパッド、スイ
ッチ、カメラ、スピーカ、ディスプレイ等を含む。ユーザＩ／Ｏデバイス１２０８によっ
て、アクセス端末１２００のユーザは、データ／情報の入力、出力されたデータ／情報へ
のアクセス、および、例えば、他のアクセス端末のようなピア・ノードとの通信セッショ
ンの開始のようなアクセス端末１２００の少なくともいくつかの機能の制御が可能となる
。
【０１１６】
　ルーチン１２１８は、干渉情報復元モジュール１２２２、送信制御モジュール１２２６
、タイミング調節モジュール１２２８、セクタ識別モジュール１２３０、および、システ
ム情報復元モジュール１２３２を含む。
【０１１７】
　データ／情報１２２０は、受信されたプリアンブル１２３４、復元された干渉情報１２
３６、復元されたシステム・コンフィグレーション情報１２３８、タイミング情報１２４
０、セクタ情報１２４２、タイミングおよび周波数構造情報１２４４、干渉復元情報１２
４９、および送信制御情報１２５０を含んでいる。タイミング／周波数構造情報１２４４
は、格納されたプリアンブル構造情報１２４６、およびフレーム情報１２４８を含んでい
る。格納されたプリアンブル構造情報１２４６は、受信したプリアンブル内に干渉情報を
含む少なくとも１つのパイロット・シンボルの位置を示す情報を含む。図３および図７は
、そのような構造を定義する情報が、情報１２４６に含まれうるプリアンブル構造のいく
つかの例である。
【０１１８】
　干渉情報復元モジュール１２２２は、受信したプリアンブルから干渉情報を復元する。
復元された干渉情報１２３６は、復元モジュール１２２２の出力である。いくつかの実施
形態では、少なくとも２つのシンボルが、干渉情報を通信するために、受信したプリアン
ブル内で使用される。また、干渉情報復元モジュールは、少なくとも２つのシンボルから
干渉情報を復元する。様々な実施形態では、干渉復元モジュール１２２２は、受信したプ
リアンブルに含まれる情報を含む少なくとも１つのパイロット・シンボルの位置を決定す
るために、格納されたプリアンブル構造情報１２４６を用いる。
【０１１９】
　いくつかの実施形態では、干渉情報復元モジュール１２２２は、第２のパイロットを生
成するために第１のパイロットに適用されるスクランブリング・シーケンスを用いて、ア
ンスクランブリング動作を実行するアンスクランブリング・モジュール１２２４を含む。
様々な実施形態では、干渉情報復元モジュール１２２２は、フェーズ・モジュール１２２
５を含んでいる。フェーズ・モジュール１２２５は、受信したプリアンブルにおける受信
したパイロット・シンボルの測定されたフェーズ・オフセットから、例えば、予め定めた
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複数の干渉レベルのうちの１つのような、通信されている干渉情報を判定する。いくつか
の実施形態では、フェーズ・モジュール１２２５また、受信したパイロット・シンボルの
フェーズを測定する一方、他の実施形態では、例えば、干渉情報復元モジュール１２２２
の一部として含まれているような個別のフェーズ・オフセット測定モジュール、あるいは
、無線受信機モジュール１２０２が、フェーズ・オフセットを測定する。
【０１２０】
　送信制御モジュール１２２６は、復元された干渉情報に基づいて、信号送信を制御する
。送信制御情報１２５０は、例えば別の設定、レベル、基準、および決定された制御設定
のような制御において使用される情報を含む。モジュール１２２６によって実行される典
型的な送信制御は、送信することを差し控えることと、送信のレートを制御および／また
は変更することと、送信の電力レベルを制御および／または変更することと、送信のデー
タ・レートを制御および／または変更することと、送信の符号化レートを制御および／ま
たは変更することと、送信信号のために使用される誤り訂正符号を制御および／または変
更することと、動作のモードを制御および／または変更することと、および／または、使
用されるオーバヘッド制御シグナリングの量を制御および／または変更することとのうち
の１または複数を含む。
【０１２１】
　タイミング獲得モジュール１２２８は、受信したプリアンブルに含まれるパイロット・
シンボルのうちの少なくとも１つを用いて、タイミング獲得動作を実行する。例えばタイ
ミング・オフセット調節値のようなタイミング情報１２４０は、無線受信機モジュール１
２０２および無線トランシーバ・モジュール１２０４のうちの１または複数によって使用
されるタイミング獲得モジュール１２２８の出力である。
【０１２２】
　セクタ識別モジュール１２３０は、受信したプリアンブルに含まれる干渉情報を含むパ
イロット・シンボルのうちの少なくとも１つから、受信したプリアンブルが送信されたセ
クタを識別する。例えば、受信したプリアンブル１２３４のソースの識別されたセクタの
ようなセクタ情報１２４２は、識別モジュール１２３０の出力である。
【０１２３】
　システム情報復元モジュール１２３２は、受信したプリアンブルの非パイロット・シン
ボルのうちの少なくともいくつかから、システム・コンフィグレーション情報１２３８を
復元する。いくつかの実施形態では、受信したプリアンブル１２３４は、干渉情報を通信
するために使用されるシンボルよりも、システム・コンフィグレーション情報を通信する
ために使用されるシンボルを、より多く含む。
【０１２４】
　いくつかの実施形態では、受信したプリアンブルは、スーパフレーム・プリアンブルで
ある。いくつかの実施形態では、スーパフレーム・プリアンブル内のシンボルは、スーパ
フレームのボディ内のフレームの一部としてデータを通信するために使用されるシンボル
と同じ数のシンボル毎トーンを含む。その他のいくつかの実施形態では、スーパフレーム
・プリアンブル内のシンボルは、スーパフレームのボディ内のフレームの一部としてデー
タを通信するために使用されるシンボルよりも少ないシンボル毎トーンを含む。
【０１２５】
　干渉復元情報１２４９は、復元された干渉情報１２３６を得るために、干渉復元モジュ
ール１２２２によって使用される情報を含んでいる。典型的な干渉復元情報１２４９は、
以下を含む。干渉情報を伝送するために使用されるパイロット・シンボル内で変調シンボ
ルを伝送するために使用されるサブキャリアを識別する情報。干渉情報を伝送するために
使用されるパイロット・シンボルのうちの１または複数の変調シンボルから、例えば通信
されている干渉レベルのような干渉情報を復元するために使用される復号情報および／ま
たは復調情報。および／または、例えば、複数の干渉レベルを、別々のフェーズ・オフセ
ットにマップする情報のように、干渉情報へフェーズ・オフセットをマップする情報。
【０１２６】
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　図１２は、いくつかの実施形態において、干渉情報を伝送するために使用される様々な
典型的なパイロット・シンボルを例示する図である。図１２の例では、干渉情報を伝送す
るために使用されるパイロット・シンボルは、矢印によって示されているように、パイロ
ット・トーンを伝送するいくつかのサブキャリアと、ＮＵＬＬによって示されているよう
に、計画的なヌルを持ついくつかのサブキャリアと、干渉チャネルを伝送する変調シンボ
ルのために使用されるサブキャリアとを含む。典型的なパイロット・シンボル１３０２は
、干渉レベル１を示す干渉情報を、変調シンボル値Ｉ１Ａ、Ｉ１Ｂを介して伝送する例え
ば、第１の基地局のようなセクタＡからのプリアンブルの第２のパイロット・シンボルで
ある。典型的なパイロット・シンボル１３０４は、干渉レベル２を示す干渉情報を、変調
シンボル値Ｉ２Ａ、Ｉ２Ｂを介して伝送する例えば、第１の基地局のようなセクタＡから
のプリアンブルの第２のパイロット・シンボルである。典型的なパイロット・シンボル１
３０６は、干渉レベル３を示す干渉情報を、変調シンボル値Ｉ３Ａ、Ｉ３Ｂを介して伝送
する例えば、第１の基地局のようなセクタＡからのプリアンブルの第２のパイロット・シ
ンボルである。
【０１２７】
　典型的なパイロット・シンボル１３０８は、干渉レベル１を示す干渉情報を、変調シン
ボル値Ｉ１Ａ、Ｉ１Ｂを介して伝送する例えば、第２の基地局のようなセクタＢからのプ
リアンブルの第２のパイロット・シンボルである。典型的なパイロット・シンボル１３１
０は、干渉レベル２を示す干渉情報を、変調シンボル値Ｉ２Ａ、Ｉ２Ｂを介して伝送する
例えば、第２の基地局のようなセクタＢからのプリアンブルの第２のパイロット・シンボ
ルである。典型的なパイロット・シンボル１３１２は、干渉レベル３を示す干渉情報を、
変調シンボル値Ｉ３Ａ、Ｉ３Ｂを介して伝送する例えば、第２の基地局のようなセクタＢ
からのプリアンブルの第２のパイロット・シンボルである。
【０１２８】
　この典型的な実施形態では、パイロット信号のために使用されるリソースのパイロット
・シンボル内の位置は、セクタの関数として変化する。さらに、変調シンボルのために使
用されるリソースのパイロット・シンボル内の位置は、セクタの関数として変化する。
【０１２９】
　図１３は、いくつかの実施形態において、干渉情報を伝送するために使用される典型的
な様々なパイロット信号を例示する図である。図１３の例では、干渉情報を伝送するため
に使用されるパイロット・シンボルは、矢印によって示されるように、パイロット・トー
ンを伝送するいくつかのサブキャリアと、ＮＵＬＬによって示されるように、計画的なヌ
ルを備えたいくつかのサブキャリアとを含む。図１３の例では、干渉情報を伝送するため
に使用されるパイロット・シンボルは、別々の干渉レベルに対応する別々のフェーズ・オ
フセットを含む。これら別々のフェーズ・オフセットは、パイロット信号の矢印の方向に
よって示される。典型的なパイロット・シンボル１４０２は、干渉レベル１を示す干渉情
報を、０度のフェーズ・オフセット値を介して伝送する例えば第１の基地局のようなセク
タＡからのプリアンブルの第２のパイロット・シンボルである。典型的なパイロット・シ
ンボル１４０４は、干渉レベル２を示す干渉情報を、１２０度のフェーズ・オフセット値
を介して伝送する例えば第１の基地局のようなセクタＡからのプリアンブルの第２のパイ
ロット・シンボルである。典型的なパイロット・シンボル１４０６は、干渉レベル３を示
す干渉情報を、２４０度のフェーズ・オフセット値を介して伝送する例えば第１の基地局
のようなセクタＡからのプリアンブルの第２のパイロット・シンボルである。
【０１３０】
　典型的なパイロット・シンボル１４０８は、干渉レベル１を示す干渉情報を、０度のフ
ェーズ・オフセット値を介して伝送する例えば第２の基地局のようなセクタＢからのプリ
アンブルの第２のパイロット・シンボルである。典型的なパイロット・シンボル１４１０
は、干渉レベル２を示す干渉情報を、１２０度のフェーズ・オフセット値を介して伝送す
る例えば第２の基地局のようなセクタＢからのプリアンブルの第２のパイロット・シンボ
ルである。典型的なパイロット・シンボル１４１２は、干渉レベル３を示す干渉情報を、
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２４０度のフェーズ・オフセット値を介して伝送する例えば第２の基地局のようなセクタ
Ｂからのプリアンブルの第２のパイロット・シンボルである。
【０１３１】
　この典型的な実施形態では、パイロット信号のために使用されるリソースのパイロット
・シンボル内の位置は、セクタの関数として変わる。パイロット・シンボルに関連付けら
れたフェーズは、通信されている干渉レベルの関数として変わる。
【０１３２】
　いくつかの実施形態は、干渉情報を含むパイロット・シンボルを生成することの一部と
して、スクランブルすることを含んでいる。そのような実施形態は、図１２および図１３
に関して記述された典型的な実施形態の一種でありうる。例えば、いくつかの実施形態で
は、入力パイロット・シンボルが、スクランブリング・シーケンスに従属しており、フェ
ーズ・オフセット・マルチプライヤ値によって掛け合わされて、干渉情報を伝送するパイ
ロット・シンボルが生成される。例えば、別のセクタ干渉情報のようなこの干渉情報は、
使用されている選択されたフェーズ・オフセット・マルチプライヤ値によって通知される
。
【０１３３】
　前述された開示された実施形態の記述は、当業者をして、様々な機能を作成または使用
することを可能にするように提供される。これらの実施形態への様々な変形例もまた、当
業者には明らかであって、本明細書で定義された一般的な原理は、本発明の主旨または範
囲から逸脱することなく他の実施形態にも適用されうる。このように、本発明は、本明細
書で示された実施形態に限定されるものではなく、本明細書に記載された原理および新規
な特徴に一致した最も広い範囲に相当することが意図されている。
【０１３４】
　様々な実施形態では、本明細書で記載されたノードが、１または複数のモジュールを用
いて実現され、例えば信号処理ステップ、メッセージ生成ステップ、および／または送信
ステップのような局面のうちの１または複数の方法に対応するステップが実行される。し
たがって、いくつかの実施形態では、様々な機能が、モジュールを使用して実装される。
そのようなモジュールは、ソフトウェア、ハードウェア、あるいはソフトウェアとハード
ウェアとの組み合わせを用いて実現されうる。上述した方法または方法ステップの多くは
、例えば１または複数のノードにおいて、上述した方法のうちの全てまたは一部を実現す
るために、例えば、追加のハードウェアを備えているか、あるいは備えていない汎用コン
ピュータのような機械を制御する例えば、ＲＡＭ、フロッピー（登録商標）ディスク、コ
ンパクト・ディスク、ＤＶＤ等のメモリ・デバイスのような機械実行可能命令を用いて実
現されうる。したがって、この局面は、例えばプロセッサや、関連するハードウェアのよ
うな機械に対して、上述した方法のステップのうちの１または複数を実行させる機械実行
可能命令を含む機械読取可能媒体に向けられる。
【０１３５】
　様々な実施形態では、本明細書に記載のノードは、例えば信号処理ステップ、メッセー
ジ生成ステップ、および／または送信ステップのような１または複数の方法に対応するス
テップを実行するために、１または複数のモジュールを用いて実現される。いくつかの典
型的なステップは、接続要求を送信することと、接続応答を受け取ること、アクセス端末
がアクティブな接続を有するアクセス・ポイントを示す情報のセットを更新することと、
接続要求を転送することと、接続応答を転送することと、リソース割当を決定することと
、リソースを要求することと、リソースを更新すること等を含む。いくつかの実施形態で
は、様々な機能が、モジュールを使用して実現される。そのようなモジュールは、ソフト
ウェア、ハードウェア、あるいはソフトウェアとハードウェアとの組み合わせを使用して
実現されうる。上述した方法または方法ステップの多くは、例えば１または複数のノード
において、上述した方法のうちの全てまたは一部を実現するために、例えば、追加のハー
ドウェアを備えているか、あるいは備えていない汎用コンピュータのような機械を制御す
る例えば、ＲＡＭ、フロッピー（登録商標）ディスク、コンパクト・ディスク、ＤＶＤ等
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のメモリ・デバイスのような機械実行可能命令を用いて実現されうる。したがって、様々
な実施形態は、例えばプロセッサや、関連するハードウェアのような機械に対して、上述
した方法のステップのうちの１または複数を実行させる機械実行可能命令を含む機械読取
可能媒体に向けられる。
【０１３６】
　いくつかの実施形態では、例えばアクセス端末および／またはアクセス・ポイントのよ
うな通信デバイスのような１または複数のデバイスの、例えばＣＰＵのようなプロセッサ
は、通信デバイスによって実行されるように、記載された方法のステップを実行するよう
に構成される。プロセッサの構成は、プロセッサ・コンフィグレーションを制御する、例
えばソフトウェア・モジュールのような１または複数のモジュールを用いることによって
、および／または、上述したステップの実行および／またはプロセッサ・コンフィグレー
ションの制御を行う、例えばハードウェア・モジュールのようなハードウェアをプロセッ
サ内に含めることによって達成されうる。したがって、すべてではないがいくつかの実施
形態は、プロセッサが含まれているデバイスによって実行される記述された様々な方法の
ステップのおのおのに対応するモジュールを含むプロセッサを備えた、例えば通信デバイ
スのようなデバイスに向けられる。すべてではないがいくつかの実施形態では、例えば通
信デバイスのようなデバイスが、プロセッサが含まれるデバイスによって実行される記述
された様々な方法のステップのおのおのに対応するモジュールを含む。これらモジュール
は、ソフトウェアおよび／またはハードウェアを用いて実現されうる。
【０１３７】
　上記記述を考慮して、上述した方法および装置に関するさらに多くのバリエーションが
、当業者に明らかになるだろう。そのようなバリエーションも範囲内であると考慮される
。様々な実施形態の方法および装置は、ＣＤＭＡ、直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）、
および／または、アクセス・ノードとモバイル・ノードとの間に無線通信リンクを提供す
るために使用されうるその他様々なタイプの通信技術とともに使用されうる。様々な実施
形態では、使用される。いくつかの実施形態では、アクセス・ノードは、ＯＦＤＭおよび
／またはＣＤＭＡを用いてモバイル・ノードとの通信リンクを確立する基地局として実現
される。様々な実施形態では、モバイル・ノードは、ノート型コンピュータ、情報携帯端
末（ＰＤＡ）、あるいは、様々な実施形態の方法を実現するために、受信機／送信機回路
およびロジックおよび／またはルーチンを含んだその他のポータブル・デバイスとして実
現される。
　以下に本願発明の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　通信装置を動作する方法であって、
　干渉を測定することと、
　プリアンブルを送信することとを備え、
　前記プリアンブルは、複数のパイロット・シンボルを含み、前記複数のパイロット・シ
ンボルのうちの少なくとも１つは、干渉情報を含む方法。
［Ｃ２］
　前記プリアンブルを送信することはさらに、システム・コンフィグレーション情報を通
信するために使用されるブロードキャスト・チャネルに対応する少なくとも１つのシンボ
ルを、前記プリアンブルの一部として送信することを含むＣ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記パイロット・シンボルは、タイミング獲得およびセクタ識別のうちの少なくとも１
つのために使用される獲得パイロットを含むＣ１に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記プリアンブルは、干渉情報よりもシステム・コンフィグレーション情報を通信する
ためにより多くのシンボルを含むＣ２に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記プリアンブルは、スーパフレーム・プリアンブルであるＣ２に記載の方法。
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［Ｃ６］
　前記スーパフレーム・プリアンブル内のシンボルは、前記スーパフレームのボディ内の
フレームの一部としてデータを通信するために使用されるシンボルよりも少ないシンボル
毎トーンを含むＣ５に記載の方法。
［Ｃ７］
　干渉情報を通信するために、前記プリアンブルにおいて、少なくとも２つのシンボルが
使用されるＣ２に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記干渉を測定することは、前記プリアンブルが送信されるセクタ以外のセクタに関す
る干渉を測定することを含むＣ７に記載の方法。
［Ｃ９］
　前記プリアンブルを送信する前に、
　第１のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのサブキャリア内に
、第１のパイロットを生成することと、
　第２のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのサブキャリア内に
、第２のパイロットを生成することと、
　前記第２のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのその他のサブ
キャリア内に、干渉情報を生成することとを備え、
　前記プリアンブルに含まれる前記複数のパイロット・シンボルが、前記生成された第１
および第２のパイロットを含むＣ１に記載の方法。
［Ｃ１０］
　前記第２のパイロットを生成することは、第１のパイロットに適用されるスクランブリ
ング・シーケンスを用いることを含むＣ９に記載の方法。
［Ｃ１１］
　前記第２のパイロットを生成することはさらに、前記第２のパイロットを生成するため
に使用されるスクランブリング・シーケンスを、オフセットと掛け合わせることを含むＣ
１０に記載の方法。
［Ｃ１２］
　前記オフセットは、前記干渉情報に依存するＣ１１に記載の方法。
［Ｃ１３］
　前記オフセットは、単位係数（unit modulus）を有するＣ１２に記載の方法。
［Ｃ１４］
　プリアンブルを送信することは、前記第１のＯＦＤＭパイロット・シンボルおよび前記
第２のＯＦＤＭパイロット・シンボルを、前記プリアンブル内の隣接するＯＦＤＭシンボ
ルとして送信することを含むＣ９に記載の方法。
［Ｃ１５］
　準同期動作モード中ではない非同期動作モード中、準同期動作モードとは別に実行され
るパイロット信号生成を制御することをさらに備え、
　前記第２のパイロット信号は、前記準同期動作モード中ではない前記非同期動作モード
中、前記準同期動作とは異なる機能を用いて生成されるＣ９に記載の方法。
［Ｃ１６］
　干渉情報を含む前記パイロット・シンボルを生成することをさらに備え、
　複数のサブキャリアに適用されるフェーズ・オフセットを介して干渉情報を組み込むこ
とを含むＣ１に記載の方法。
［Ｃ１７］
　前記フェーズ・オフセットは、干渉情報を含むパイロット・シンボルを生成するために
、干渉情報を含まない入力パイロット・シンボルに、フェーズ乗算演算を実行することに
よって適用されるＣ１６に記載の方法。
［Ｃ１８］
　無線通信装置であって、
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　干渉測定モジュールと、
　プリアンブルを生成するプリアンブル生成モジュールとを備え、
　前記プリアンブルは、複数のパイロット・シンボルを含み、前記複数のパイロット・シ
ンボルのうちの少なくとも１つが、干渉情報を含む装置。
［Ｃ１９］
　前記生成されたプリアンブルを送信する無線送信機モジュールをさらに備えるＣ１８に
記載の装置。
［Ｃ２０］
　前記プリアンブル生成モジュールは、システム・コンフィグレーション情報を通信する
ために使用されるブロードキャスト・チャネルに対応する少なくとも１つのシンボルを生
成する第１のシンボル生成モジュールを含むＣ１８に記載の装置。
［Ｃ２１］
　前記プリアンブル生成モジュールは、タイミング獲得およびセクタ識別のうちの少なく
とも１つのために使用される獲得パイロットであるパイロットを生成するＣ１８に記載の
装置。
［Ｃ２２］
　前記プリアンブル生成モジュールは、前記生成されたプリアンブル内の干渉情報を通信
するよりも、システム・コンフィグレーション情報を通信するために、より多くのシンボ
ルを含むＣ１９に記載の装置。
［Ｃ２３］
　前記プリアンブルはスーパフレーム・プリアンブルであり、干渉情報を通信するために
、前記プリアンブルにおいて、少なくとも２つのシンボルが使用されるＣ１９に記載の装
置。
［Ｃ２４］
　前記干渉測定モジュールは、前記プリアンブルが送信されたセクタ以外のセクタに関す
る干渉を測定する他のセクタ干渉測定モジュールであるＣ２３に記載の装置。
［Ｃ２５］
　前記プリアンブル生成モジュールは、
　第１のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのサブキャリア内に
、第１のパイロットを生成する第１のパイロット生成モジュールと、
　第２のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのサブキャリア内に
、第２のパイロットを生成する第２のパイロット生成モジュールと、
　前記第２のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのその他のサブ
キャリア内に、干渉情報を生成する干渉情報生成モジュールとを含み、
　前記プリアンブルに含まれる前記複数のパイロット・シンボルが、前記生成された第１
および第２のパイロットを含むＣ１８に記載の装置。
［Ｃ２６］
　前記第２のパイロット生成モジュールは、前記第１のパイロット生成モジュールによっ
て生成された第１のパイロットに適用されるスクランブリング・シーケンスを用いて、前
記第２のパイロットを生成するＣ２５に記載の装置。
［Ｃ２７］
　前記第２のパイロット生成モジュールは、前記第２のパイロットを生成するために使用
されるスクランブリング・シーケンスにオフセットを適用するオフセット・モジュールを
含むＣ２６に記載の装置。
［Ｃ２８］
　前記送信機は、前記第１のＯＦＤＭパイロット・シンボルおよび前記第２のＯＦＤＭパ
イロット・シンボルを、前記プリアンブル内の隣接するＯＦＤＭシンボルとして送信する
Ｃ２５に記載の装置。
［Ｃ２９］
　与えられた時間において、第１の動作モードと第２の動作モードとのうちの１つで動作
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するように、前記第２のパイロット生成モジュールを制御するパイロット生成モード制御
モジュールをさらに備え、
　前記第１の動作モードは、通信装置非同期動作モードに対応し、前記第２の動作モード
は、通信装置準同期動作モードに対応し、前記第２のパイロット生成モジュールは、前記
第１の動作モードと前記第２の動作モードで別々に前記第２のパイロットを生成するＣ２
５に記載の装置。
［Ｃ３０］
　無線通信装置であって、
　干渉測定手段と、
　プリアンブルを生成する手段とを備え、
　前記プリアンブルは、複数のパイロット・シンボルを含み、前記複数のパイロット・シ
ンボルのうちの少なくとも１つは、干渉情報を含む装置。
［Ｃ３１］
　前記生成されたプリアンブルを送信する手段をさらに備えるＣ３０に記載の装置。
［Ｃ３２］
　前記生成する手段は、システム・コンフィグレーション情報を通信するために使用され
るブロードキャスト・チャネルに対応する少なくとも１つのシンボルを生成する第１のシ
ンボル生成手段を含むＣ３０に記載の装置。
［Ｃ３３］
　前記生成する手段は、タイミング獲得およびセクタ識別のうちの少なくとも１つのため
に使用される獲得パイロットであるパイロットを生成するＣ３０に記載の装置。
［Ｃ３４］
　前記生成する手段は、
　第１のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのサブキャリア内に
、第１のパイロットを生成する第１のパイロット生成手段と、
　第１のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのサブキャリア内に
、第２のパイロットを生成する第２のパイロット生成手段と、
　前記第２のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかの別のサブキャ
リア内に、干渉情報を生成する干渉情報生成手段とを含み、
　前記プリアンブルに含まれる前記複数のパイロット・シンボルは、前記生成された第１
および第２のパイロットを含むＣ３０に記載の装置。
［Ｃ３５］
　装置であって、
　干渉を測定し、プリアンブルを送信するように送信機を動作させるように構成されたプ
ロセッサを備え、
　前記プリアンブルは、複数のパイロット・シンボルを含み、前記複数のパイロット・シ
ンボルのうちの少なくとも１つは、干渉情報を含む装置。
［Ｃ３６］
　前記プロセッサはさらに、システム・コンフィグレーション情報を通信するために使用
されるブロードキャスト・チャネルに対応する少なくとも１つのシンボルを、前記プリア
ンブルの一部として送信するように前記送信機を動作させるように構成されたＣ３５に記
載の装置。
［Ｃ３７］
　前記パイロット・シンボルは、タイミング獲得およびセクタ識別のうちの少なくとも１
つのために使用される獲得パイロットを含むＣ３５に記載の装置。
［Ｃ３８］
　前記プロセッサはさらに、前記プリアンブルを送信する前に、
　第１のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのサブキャリア内に
、第１のパイロットを生成し、
　第２のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのサブキャリア内に
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、第２のパイロットを生成し、
　前記第２のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのその他のサブ
キャリア内に、干渉情報を生成するように構成され、
　前記プリアンブルに含まれる前記複数のパイロット・シンボルが、前記生成された第１
および第２のパイロットを含むＣ３５に記載の装置。
［Ｃ３９］
　前記プロセッサはさらに、準同期動作モード中ではない非同期動作モード中、準同期動
作モードとは別に実行されるパイロット信号生成を制御するように構成され、
　第２パイロット信号は、前記準同期動作モード中ではない前記非同期動作モード中、前
記準同期動作モードと異なる機能を用いて生成されるＣ３８に記載の装置。
［Ｃ４０］
　他の通信デバイスと通信する方法を実施するように通信装置を制御するための機械実行
可能命令を組み込んだコンピュータ読取可能媒体であって、前記方法は、
　干渉を測定することと、
　プリアンブルを送信することとを備え、
　前記プリアンブルは、複数のパイロット・シンボルを含み、前記複数のパイロット・シ
ンボルのうちの少なくとも１つは、干渉情報を含むを備えるコンピュータ読取可能媒体。
［Ｃ４１］
　システム・コンフィグレーション情報を通信するために使用されるブロードキャスト・
チャネルに対応する少なくとも１つのシンボルを、前記プリアンブルの一部として送信す
るための機械実行可能命令をさらに組み込んだＣ４０に記載のコンピュータ読取可能媒体
。
［Ｃ４２］
　前記パイロット・シンボルは、タイミング獲得およびセクタ識別のうちの少なくとも１
つのために使用される獲得パイロットを含むＣ４０に記載のコンピュータ読取可能媒体。
［Ｃ４３］
　前記プリアンブルを送信する前に、
　第１のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのサブキャリア内に
、第１のパイロットを生成し、
　第２のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのサブキャリア内に
、第２のパイロットを生成し、
　前記第２のＯＦＤＭパイロット・シンボルのうちの少なくともいくつかのその他のサブ
キャリア内に、干渉情報を生成するための機械実行可能命令をさらに組み込み、
　前記プリアンブルに含まれる前記複数のパイロット・シンボルが、前記生成された第１
および第２のパイロットを含むＣ４０に記載のコンピュータ読取可能媒体。
［Ｃ４４］
　準同期動作モード中ではない非同期動作モード中、準同期動作モードとは別に実行され
るパイロット信号生成を制御するための機械実行可能命令をさらに組み込み、
　第２のパイロット信号は、前記準同期動作モード中ではない前記非同期動作モード中、
前記準同期動作モードと異なる機能を用いて生成されるＣ４３に記載のコンピュータ読取
可能媒体。
［Ｃ４５］
　アクセス端末を動作させる方法であって、
　プリアンブルを受信することを備え、
　前記プリアンブルは、複数のパイロット・シンボルを含み、前記複数のパイロット・シ
ンボルのうちの少なくとも１つは、干渉情報を含み、
　前記方法はさらに、
　前記受信したプリアンブルから干渉情報を復元することと、
　前記復元された干渉情報に基づいて、信号送信を制御することと
を備える方法。
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［Ｃ４６］
　前記干渉情報を復元することは、前記受信したプリアンブル内に干渉情報を含む前記少
なくとも１つのパイロット・シンボルの位置を決定するために、プリアンブル構造情報を
用いることを含むＣ４５に記載の方法。
［Ｃ４７］
　前記受信したプリアンブルに含まれる前記パイロット・シンボルのうちの少なくとも１
つを用いてタイミング獲得動作を実行することをさらに備えるＣ４６に記載の方法。
［Ｃ４８］
　前記受信したプリアンブルに含まれる干渉情報を含む前記パイロット・シンボルのうち
の少なくとも１つから、前記受信したプリアンブルが送信されたセクタを特定することを
さらに備えるＣ４６に記載の方法。
［Ｃ４９］
　前記受信したプリアンブルは、干渉情報を通信するよりも、システム・コンフィグレー
ション情報を通信するために、より多くのシンボルを含むＣ４６に記載の方法。
［Ｃ５０］
　前記受信したプリアンブルは、スーパフレーム・プリアンブルであるＣ４６に記載の方
法。
［Ｃ５１］
　前記スーパフレーム・プリアンブル内のシンボルは、前記スーパフレームのボディ内の
フレームの一部としてデータを通信するために使用されるシンボルよりも少ないシンボル
毎トーンを含むＣ５０に記載の方法。
［Ｃ５２］
　干渉情報を通信するために、前記受信したプリアンブルにおいて、少なくとも２つのシ
ンボルが使用され、前記受信したプリアンブルから干渉情報を復元することは、前記少な
くとも２つのシンボルから干渉情報を復元することを含むＣ４６に記載の方法。
［Ｃ５３］
　干渉情報を復元することは、第２のパイロットを生成するために第１のパイロットに適
用されるスクランブリング・シーケンスを用いてアンスクランブリング動作を実行するこ
とを含むＣ５２に記載の方法。
［Ｃ５４］
　アクセス端末であって、
　プリアンブルを受信する受信機を備え、
　前記プリアンブルは、複数のパイロット・シンボルを含み、前記複数のパイロット・シ
ンボルのうちの少なくとも１つは、干渉情報を含み、
　前記アクセス端末はさらに、
　前記受信したプリアンブルから干渉情報を復元する干渉情報復元モジュールと、
　前記復元された干渉情報に基づいて、信号送信を制御する送信制御モジュールと
を備えるアクセス端末。
［Ｃ５５］
　プリアンブル内に干渉情報を含む前記少なくとも１つのパイロット・シンボルの位置を
示す、格納されたプリアンブル構造情報を含むメモリをさらに備え、
　前記干渉復元モジュールは、前記受信したプリアンブル内に干渉情報を含む前記少なく
とも１つのパイロット・シンボルの位置を決定するために、前記格納されたプリアンブル
構造情報を用いるＣ５４に記載のアクセス端末。
［Ｃ５６］
　前記受信したプリアンブルに含まれる前記パイロット・シンボルのうちの少なくとも１
つを用いてタイミング獲得動作を実行するタイミング獲得モジュールをさらに備えるＣ５
５に記載のアクセス端末。
［Ｃ５７］
　前記受信したプリアンブルに含まれる干渉情報を含む前記パイロット・シンボルのうち
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の少なくとも１つから、前記受信したプリアンブルが送信されたセクタを特定するセクタ
特定モジュールをさらに備えるＣ５５に記載のアクセス端末。
［Ｃ５８］
　前記受信したプリアンブルは、干渉情報を通信するよりも、システム・コンフィグレー
ション情報を通信するために、より多くのシンボルを含むＣ５５に記載のアクセス端末。
［Ｃ５９］
　前記受信したプリアンブルは、スーパフレーム・プリアンブルであるＣ５５に記載のア
クセス端末。
［Ｃ６０］
　前記スーパフレーム・プリアンブル内のシンボルは、前記スーパフレームのボディ内の
フレームの一部としてデータを通信するために使用されるシンボルよりも少ないシンボル
毎トーンを含むＣ５９に記載のアクセス端末。
［Ｃ６１］
　干渉情報を通信するために、前記受信したプリアンブルにおいて、少なくとも２つのシ
ンボルが使用され、前記干渉情報復元モジュールは、前記少なくとも２つのシンボルから
干渉情報を復元するＣ５５に記載のアクセス端末。
［Ｃ６２］
　前記干渉情報復元モジュールは、第２のパイロットを生成するために第１のパイロット
に適用されるスクランブリング・シーケンスを用いてアンスクランブリング動作を実行す
るアンスクランブリング・モジュールを含むＣ６１に記載のアクセス端末。
［Ｃ６３］
　アクセス端末であって、
　プリアンブルを受信する受信手段を備え、
　前記プリアンブルは、複数のパイロット・シンボルを含み、前記複数のパイロット・シ
ンボルのうちの少なくとも１つは、干渉情報を含み、
　前記アクセス端末はさらに、
　前記受信したプリアンブルから干渉情報を復元する手段と、
　前記復元された干渉情報に基づいて、信号送信を制御する手段と
を備えるアクセス端末。
［Ｃ６４］
　プリアンブル内に干渉情報を含む前記少なくとも１つのパイロット・シンボルの位置を
示す、格納されたプリアンブル構造情報を含むメモリ手段をさらに備え、
　前記復元する手段は、前記受信したプリアンブル内に干渉情報を含む前記少なくとも１
つのパイロット・シンボルの位置を決定するために、前記格納されたプリアンブル構造情
報を用いるＣ６３に記載のアクセス端末。
［Ｃ６５］
　前記受信したプリアンブルに含まれる前記パイロット・シンボルのうちの少なくとも１
つを用いてタイミング獲得動作を実行する手段をさらに備えるＣ６４に記載のアクセス端
末。
［Ｃ６６］
　干渉情報を通信するために、前記受信したプリアンブルにおいて、少なくとも２つのシ
ンボルが使用され、前記復元する手段は、前記少なくとも２つのシンボルから干渉情報を
復元するＣ６４に記載のアクセス端末。
［Ｃ６７］
　前記復元する手段は、第２のパイロットを生成するために第１のパイロットに適用され
るスクランブリング・シーケンスを用いてアンスクランブリング動作を実行する手段を含
むＣ６６に記載のアクセス端末。
［Ｃ６８］
　装置であって、
　プリアンブルを受信するように構成されたプロセッサを備え、
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　前記プリアンブルは、複数のパイロット・シンボルを含み、前記複数のパイロット・シ
ンボルのうちの少なくとも１つは、干渉情報を含み、
　前記プロセッサはさらに、
　前記受信したプリアンブルから干渉情報を復元し、前記復元された干渉情報に基づいて
、信号送信を制御するように構成された装置。
［Ｃ６９］
　前記プロセッサはさらに、前記干渉情報を復元する際に、前記受信したプリアンブル内
に干渉情報を含む前記少なくとも１つのパイロット・シンボルの位置を決定するために、
プリアンブル構造情報を用いるＣ６８に記載の装置。
［Ｃ７０］
　前記プロセッサはさらに、前記受信したプリアンブルに含まれる干渉情報を含む前記パ
イロット・シンボルのうちの少なくとも１つから、前記受信したプリアンブルが送信され
たセクタを特定するように構成されたＣ６９に記載の装置。
［Ｃ７１］
　干渉情報を通信するために、前記受信したプリアンブルにおいて、少なくとも２つのシ
ンボルが使用され、
　前記プロセッサはさらに、前記受信したプリアンブルから干渉情報を復元する際に、前
記少なくとも２つのシンボルから干渉情報を復元するように構成されたＣ６９に記載の装
置。
［Ｃ７２］
　前記プロセッサはさらに、干渉情報を復元する際に、第２のパイロットを生成するため
に第１のパイロットに適用されるスクランブリング・シーケンスを用いてアンスクランブ
リング動作を実行するように構成されたＣ７１に記載の装置。
［Ｃ７３］
　他の通信デバイスと通信する方法を実施するようにアクセス端末を制御するための機械
実行可能命令を組み込んだコンピュータ読取可能媒体であって、前記方法は、
　プリアンブルを受信することを備え、
　前記プリアンブルは、複数のパイロット・シンボルを含み、前記複数のパイロット・シ
ンボルのうちの少なくとも１つは、干渉情報を含み、
　前記方法はさらに、
　前記受信したプリアンブルから干渉情報を復元することと、
　前記復元された干渉情報に基づいて、信号送信を制御することとを備えるコンピュータ
読取可能媒体。
［Ｃ７４］
　前記受信したプリアンブル内に干渉情報を含む前記少なくとも１つのパイロット・シン
ボルの位置を決定するために、プリアンブル構造情報を用いるための機械実行可能命令を
さらに組み込んだＣ７３に記載のコンピュータ読取可能媒体。
［Ｃ７５］
　前記受信したプリアンブルに含まれる干渉情報を含む前記パイロット・シンボルのうち
の少なくとも１つから、前記受信したプリアンブルが送信されたセクタを特定するための
機械実行可能命令をさらに組み込んだＣ７４に記載のコンピュータ読取可能媒体。
［Ｃ７６］
　干渉情報を通信するために、前記受信したプリアンブルにおいて、少なくとも２つのシ
ンボルが使用され、前記方法はさらに、前記受信したプリアンブルから干渉情報を復元す
る際に、前記少なくとも２つのシンボルから干渉情報を復元するための機械実行可能命令
を組み込んだＣ７４に記載のコンピュータ読取可能媒体。
［Ｃ７７］
　干渉情報を復元する際に、第２のパイロットを生成するために第１のパイロットに適用
されるスクランブリング・シーケンスを用いてアンスクランブリング動作を実行するため
の機械実行可能命令を組み込んだＣ７６に記載のコンピュータ読取可能媒体。
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