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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】マルチ－キャリア通信システムにおける複数デ
ータストリームを多重化する。
【解決手段】Ｕ個の使用可能なサブバンドで複数のオー
バーラップしないインタレースを形成される。各インタ
レースは異なるセットのＳ個のサブバンドであり、各イ
ンタレースーサブバンドは、他のインタレースの各々の
サブバンドと組み合わせられている。Ｍ個のスロットが
各シンボル期間に対し定義され、１からＭのスロットイ
ンデックスが割り当てられる。（１）周波数ダイバーシ
ティが各スロットインデックスに対し達成され、又、（
２）パイロット伝送用に使用されるインタレースが、各
スロットインデックス用に使用されるインタレースまで
の可変距離を有して、マッピングされる。各データスト
リームは、固定サイズのデータパケットとして処理され
る、各データパケットに対し異なる数のスロットが、デ
ータパケット用に使用される符号化及び変調スキームに
応じて使用される。
【選択図】図９Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線マルチ－キャリア通信システムにおけるデータ伝送方法であって、
　スロットを複数のデータシンボルストリームの各々に割り当てることと、なおここでは
、各スロットは伝送のユニットであり、複数のスロットは各シンボル期間において周波数
分割多重化されている；
　各データシンボルストリーム中のデータシンボルを前記データシンボルストリームに割
り当てられた前記スロット上で多重化することと；
　前記複数のデータシンボルストリームに対し多重化されたデータシンボルで合成シンボ
ルストリームを形成することと、なおここでは、前記複数のデータシンボルストリームは
受信機によって独立して回復可能である；
　を備える方法。
【請求項２】
　伝送用に使用可能なＵ周波数サブバンドで複数のオーバーラップしないインタレースを
形成することと、なおここでは、Ｕ＞１であり各インタレースは前記Ｕ周波数サブバンド
の中から選択された異なるセットの周波数サブバンドである；
　各シンボル期間における前記複数のスロットを前記複数のインタレースにマッピングす
ることと；
　を更に備える、前記請求項１記載の方法。
【請求項３】
　伝送用に使用可能な複数の周波数サブバンドで２Ｎのオーバーラップしないインタレー
スを形成することと、なおここでは、Ｎ≧１であり各インタレースは前記複数の周波数サ
ブバンドの中から選択された異なるセットの周波数サブバンドである；
　各シンボル期間における前記複数のスロットを前記２Ｎのインタレースにマッピングす
ることと；
　を更に備える、前記請求項１記載の方法。
【請求項４】
　Ｎが１、２、３、又は４に等しい、前記請求項３記載の方法。
【請求項５】
　前記の、前記複数のオーバーラップしないインタレースを形成することは、
　等しい数の周波数サブバンドで前記複数のインタレースを形成すること、
　を備える、前記請求項２記載の方法。
【請求項６】
　前記の、前記複数のオーバーラップしないインタレースを形成することは、
　残りのインタレースの各々における前記周波数サブバンドと組み合わせられる各インタ
レースにおける前記周波数サブバンドで前記複数のインタレースを形成すること、
　を備える、前記請求項２記載の方法。
【請求項７】
　前記の、前記複数のオーバーラップしないインタレースを形成することは、
　複数のグループの周波数サブバンドを形成することと、なお各グループは前記システム
中のＴトータル周波数サブバンド全体にわたって一様に分布する周波数サブバンドを含ん
でおり、なおここでＴ≧Ｕ；
　夫々のグループの周波数サブバンドから選択されたサブバンドで各インタレースを形成
することと；
　を備える、前記請求項２記載の方法。
【請求項８】
　前記の、スロットを複数のデータシンボルストリームの各々に割り当てることは、
　各シンボル期間において、仮にそうなったとしても、前記複数のインタレースの各々を
１データシンボルストリームに割り当てること、
　を備える、前記請求項２記載の方法。
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【請求項９】
　各シンボル期間における前記複数のスロットはスロットインデックスによって識別され
、前記方法は、
　各シンボル期間に対し、前記スロットインデックスをマッピングスキームに基づき前記
複数のインタレースにマッピングすること、
　を更に備える、前記請求項２記載の方法。
【請求項１０】
　前記の、前記スロットインデックスを前記複数のインタレースにマッピングすることは
、
　データ伝送用に使用される各スロットインデックスを異なるシンボル期間における前記
複数のインタレースの内の異なるものにマッピングすること、
　を備える、前記請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　各々割り当てられたスロット上に多重化されたデータシンボルを、前記スロットがマッ
ピングされている前記インタレースの中の前記周波数サブバンド全体にわたって分布させ
ること、
　を更に備える、前記請求項２記載の方法。
【請求項１２】
　前記の、各々割り当てられたスロット上に多重化された前記データシンボルを分布させ
ることは、
　前記スロットに送られた各データパケット用のデータシンボルを、前記スロットがマッ
ピングされている前記インタレースの中の前記周波数サブバンド全体にわたって分布させ
ること、
　を備える、前記請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　各シンボル期間において前記複数のスロットの中からパイロット伝送用のスロットを選
択することと、
　パイロット伝送用に使用される前記スロット上にパイロットシンボルを多重化すること
と、
　を更に備える、前記請求項２記載の方法。
【請求項１４】
　パイロット伝送用に使用される前記スロットを異なるシンボル期間における異なるイン
タレースにマッピングすること、
　を更に備える、前記請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
　パイロット伝送用に使用されるインタレースがデータ伝送用に使用されるインタレース
まで可変の距離を有するように、各シンボル期間における前記複数のスロットを前記複数
のインタレースにマッピングすること、
　を更に備える、前記請求項１３記載の方法。
【請求項１６】
　パイロット伝送用に１以上のスロットインデックスを割り当てることと、
　データ伝送用に残りのスロットインデックスを割り当てることと、
　を更に備える、前記請求項９記載の方法。
【請求項１７】
　パイロット伝送用に使用される前記１以上のスロットインデックスを１以上の予め決め
られたインタレースにマッピングすることと、
　データ伝送用に使用される各スロットインデックスを異なるシンボル期間における異な
るインタレースにマッピングすることと、
　を更に備える、前記請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
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　各データストリームに対し１データシンボルストリームで、前記複数のデータシンボル
ストリームを得るために複数のデータストリームを処理すること、
　を更に備える、前記請求項１記載の方法。
【請求項１９】
　前記の、前記スロットを前記複数のデータシンボルストリームの各々に割り当てること
は、
　特定の数のスロットを各データシンボルストリームに、前記データシンボルストリーム
用に使用される少なくとも１符号化及び変調スキームと少なくとも１パケットサイズとに
基づき割り当てること、
　を更に備える、前記請求項１記載の方法。
【請求項２０】
　前記複数のデータストリームを前記処理することは、
　前記データストリーム用の符号化されたパケットを生成する符号化スキームに従い、各
データストリーム用のデータパケットを符号化することと、
　前記対応するデータシンボルストリーム用のデータシンボルを生成する変調スキームに
従い、各データストリーム用の前記符号化されたパケットを変調することと、
　を更に備える、前記請求項１８記載の方法。
【請求項２１】
　各データストリーム用のデータパケットを符号化することは、予め定められた時間区分
の各フレームにおける各データストリーム用の整数の数のデータパケットを符号化するこ
とを備え、
　前記の、前記スロットを前記複数のデータシンボルストリームの各々に割り当てること
は、整数の数のスロットを、各フレームにおける各データシンボルストリームに、前記対
応するデータストリーム用の前記フレームにおける伝送されている前記数のデータパケッ
トに基づき、割り当てることを備えている、
　前記請求項１８記載の方法。
【請求項２２】
　前記の、前記スロットを前記複数のデータシンボルストリームの各々に割り当てること
は、
　各データシンボルストリームを、前記データシンボルストリーム用に使用される符号化
及び変調スキームとデコーディング制約条件とによって決定される特定の数のスロットに
割り当てること、
　を備える、前記請求項１記載の方法。
【請求項２３】
　無線マルチ－キャリア通信システムにおける装置であって、
　スロットを複数のデータシンボルストリームの各々に割り当てるように動作するコント
ローラと、なおここでは、各スロットは伝送のユニットであり、複数のスロットは各シン
ボル期間において周波数分割多重化されている；
　各データシンボルストリーム中のデータシンボルを前記データシンボルストリームに割
り当てられた前記スロット上に多重化し、前記複数のデータシンボルストリームに対し多
重化されたデータシンボルで合成シンボルストリームを形成するように動作するデータプ
ロセッサと、なおここでは、前記複数のデータシンボシンボルストリームは、受信機によ
って独立して回復可能である；
　を備える装置。
【請求項２４】
　前記コントローラは更に、伝送用に使用可能なＵ周波数サブバンドで複数のオーバーラ
ップしないインタレースを形成するように（なおここで、Ｕ＞１）、又、各シンボル期間
における前記複数のスロットを前記複数のインタレースにマッピングするように、動作し
、各インタレースは前記Ｕ周波数サブバンドの中から選択された異なるセットの周波数サ
ブバンドである、前記請求項２３記載の装置。
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【請求項２５】
　各シンボル期間において前記複数のスロットはスロットインデックスによって識別され
、又、前記データプロセッサは更に、各シンボル期間の間、前記スロットインデックスを
マッピングスキームに基づき前記複数のインタレースにマッピングするように動作する、
前記請求項２４記載の装置。
【請求項２６】
　前記コントローラは更に、各シンボル期間において前記複数のスロットの中からパイロ
ット伝送用のスロットを選択するように動作し、又、前記データプロセッサは更に、パイ
ロット伝送用に使用される前記スロット上にパイロットシンボルを多重化するように動作
する、前記請求項２３記載の装置。
【請求項２７】
　前記コントローラは更に、特定の数のスロットを各データシンボルストリームに、前記
データシンボルストリーム用に使用される少なくとも１符号化及び変調スキームと少なく
とも１パケットサイズとに基づき割り当てるように動作する、前記請求項２３記載の装置
。
【請求項２８】
　前記データプロセッサは更に、各データストリームに対し１データシンボルストリーム
で、複数のデータシンボルストリームを得るために複数のデータストリームを処理するよ
うに動作する前記請求項２３記載の装置。
【請求項２９】
　前記無線マルチ－キャリア通信システムは、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）を利用す
る、前記請求項２３記載の装置。
【請求項３０】
　前記無線マルチ－キャリア通信システムは、ブロードキャストシステムである、前記請
求項２３記載の装置。
【請求項３１】
　無線マルチ－キャリア通信システムにおける装置であって、
　スロットを複数のデータシンボルストリームの各々に割り当てる手段と、なおここでは
、各スロットは伝送のユニットであり、複数のスロットは各シンボル期間において周波数
分割多重化されている；
　各データシンボルストリーム中のデータシンボルを前記データシンボルストリームに割
り当てられた前記スロット上に多重化する手段と；
　前記複数のデータシンボルストリームに対し多重化されたデータシンボルで合成シンボ
ルストリームを形成する手段と、なおここでは、前記複数のデータシンボルストリームは
受信機によって独立して回復可能である；
　を備える装置。
【請求項３２】
　伝送用に使用可能なＵ周波数サブバンドで複数のオーバーラップしないインタレースを
形成する手段と、なおここで、Ｕ＞１であり、各インタレースは前記Ｕ周波数サブバンド
の中から選択された異なるセットの周波数サブバンドである；
　各シンボル期間における前記複数のスロットを前記複数のインタレースにマッピングす
る手段と；
　を更に備える、前記請求項３１記載の装置。
【請求項３３】
　各シンボル期間における前記複数のスロットはスロットインデックスによって識別され
、前記装置は、
　マッピングスキームに基づき、各シンボル期間に対し、前記スロットインデックスを前
記複数のインタレースにマッピングするように動作する手段を更に備える、
　前記請求項３２記載の装置。
【請求項３４】
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　各シンボル期間において前記複数のスロットの中からパイロット伝送用のスロットを選
択する手段と、
　パイロット伝送用に使用される前記スロット上にパイロットシンボルを多重化する手段
と、
　を更に備える、前記請求項３１記載の装置。
【請求項３５】
　各データストリームに対し１データシンボルストリームで、複数のデータシンボルスト
リームを取得するために複数のデータストリームを処理する手段を、
　更に備える、前記請求項３１記載の装置。
【請求項３６】
　無線マルチ－キャリア通信システムにおけるデータ受信方法であって、
　前記システム中の送信機により伝送される複数のデータストリームの中から1以上の回
復用データストリームを選択することと；
　各選択されたデータストリーム用に使用されるスロットを決定することと、なおここで
は、各スロットは伝送のユニットであり、複数のスロットは各シンボル期間において周波
数分割多重化されており、又、ここでは、前記複数のデータストリームの各々に対しデー
タシンボルが前記データストリームに割り当てられたスロット上に多重化されており、そ
してここでは、前記複数のデータストリームは受信機によって独立して回復可能である；
　各選択されたデータストリーム用に使用されるスロットのために得られる検出されたデ
ータシンボルを検出されたデータシンボルストリーム上に多重化することと、なおここで
は、各検出されたデータシンボルはデータシンボルの推定値であり、少なくとも１つの検
出されたデータシンボルストリームは、回復用に選択された少なくとも１つのデータスト
リームのために得られる；
　対応するデコードされたデータストリームを取得するために各検出されたデータシンボ
ルストリームを処理することと；
　を備える方法。
【請求項３７】
　各シンボル期間における前記複数のスロットを、伝送用に使用可能なＵ周波数サブバン
ドで形成された複数のオーバーラップしないインタレースにマッピングすることを更に備
え、
　Ｕ＞１であり、各インタレースは前記Ｕ周波数サブバンドの中から選択された異なるセ
ットの周波数サブバンドである、
　前記請求項３５記載の方法。
【請求項３８】
　各シンボル期間における前記複数のスロットはスロットインデックスによって識別され
、そして、前記の、各シンボル期間における前記複数のスロットをマッピングすることは
、
　前記スロットインデックスをマッピングスキームに基づき各シンボル期間における前記
複数のインタレースにマッピングすること、
　を備える、前記請求項３７記載の方法。
【請求項３９】
　前記スロットのために受け取られたデータシンボルを得るために各選択されたデータス
トリーム用に使用される各スロットに対し、部分フーリエ変換を行うことと、なお前記部
分フーリエ変換は、前記システムにおける全てよりは少ない周波数サブバンドに対するフ
ーリエ変換である；
　前記スロット用に検出されたシンボルを得るために各選択されたデータストリーム用に
使用される各スロットのために受け取られたデータシンボルに関し検出することと；
　を更に備える、前記請求項３６記載の方法。
【請求項４０】
　前記スロット用のチャネル推定値を得るためにパイロット伝送用に使用される各スロッ
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トに対し部分フーリエ変換を行うことを、
　更に備える、前記請求項３６記載の方法。
【請求項４１】
　パイロット伝送用に使用されるスロットから得られるチャネル推定値に基づき、各選択
されたデータストリーム用に使用される各スロット用にチャネル推定値を導き出すこと、
　を更に備える、前記請求項４０記載の方法。
【請求項４２】
　無線マルチ－キャリア通信システムにおける装置であって、
　前記システム中の送信機により伝送される複数のデータストリームの中から少なくとも
１つの回復用データストリームを選択し、各選択されたデータストリーム用に使用される
スロットを決定するように動作するコントローラと、なおここでは、各スロットは伝送の
ユニットであり、複数のスロットは各シンボル期間において周波数分割多重化されており
、又、ここでは、前記複数のデータストリームの各々に対しデータシンボルが前記データ
ストリームに割り当てられたスロット上に多重化されており、そしてここでは、前記複数
のデータストリームは受信機によって独立して回復可能である；
　各選択されたデータストリーム用に使用されるスロットのために得られる検出されたデ
ータシンボルを検出されたデータシンボルストリーム上に多重化し、又、対応するデコー
ドされたデータストリームを得るために各検出されたデータシンボルストリームを処理す
るように動作するデータプロセッサと、なおここでは、各検出されたデータシンボルはデ
ータシンボルの推定値であり、回復用に選択された前記少なくとも１つのデータストリー
ムに対し少なくとも１つの検出されたデータシンボルストリームが得られる；
　を備える装置。
【請求項４３】
　前記コントローラは更に、各シンボル期間における前記複数のスロットを、伝送用に使
用可能なＵ周波数サブバンドで形成された複数のオーバーラップしないインタレースにマ
ッピングするように動作し、なおここでは、Ｕ＞１であり、各インタレースは前記Ｕ周波
数サブバンドの中から選択された異なるセットの周波数サブバンドである、前記請求項４
２記載の装置。
【請求項４４】
　前記スロット用に受け取られたデータシンボルを得るために各選択されたデータストリ
ーム用に使用される各スロットに対し部分フーリエ変換を行うように、又、前記スロット
用に検出されたシンボルを得るために各選択されたデータストリーム用に使用される各ス
ロット用の前記受け取られたデータシンボルに関し検出するように、動作する復調器を、
更に備える前記請求項４２記載の装置。
【請求項４５】
　無線マルチ－キャリア通信システムにおける装置であって、
　前記システム中の送信機により伝送される複数のデータストリームの中から少なくとも
１つの回復用データストリームを選択する手段と；
　各選択されたデータストリーム用に使用されるスロットを決定する手段と、なおここで
は、各スロットは伝送のユニットであり、複数のスロットは各シンボル期間において周波
数分割多重化されており、又、ここでは、前記複数のデータストリームの各々に対しデー
タシンボルが前記データストリームに割り当てられたスロット上に多重化されており、そ
してここでは、前記複数のデータストリームは受信機によって独立して回復可能である；
　各選択されたデータストリーム用に使用されるスロットのために得られる検出されたデ
ータシンボルを検出されたデータシンボルストリーム上に多重化する手段と、なおここで
は、各検出されたデータシンボルはデータシンボルの推定値であり、回復用に選択された
少なくとも１つのデータストリームに対し、少なくとも１つの検出されたデータシンボル
ストリームが得られる）；
　対応するデコードされたデータストリームを得るために各検出されたデータシンボルス
トリームを処理する手段と；
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を備える装置。
【請求項４６】
　各シンボル期間における前記複数のスロットを、伝送用に使用可能なＵ周波数サブバン
ドで形成された複数のオーバーラップしないインタレースにマッピングする手段を更に備
え、
　Ｕ＞１であり、各インタレースは前記Ｕ周波数サブバンドの中から選択された異なるセ
ットの周波数サブバンドである、
　前記請求項４５記載の装置。
【請求項４７】
　前記スロット用に受け取られたデータシンボルを得るために各選択されたデータストリ
ーム用に使用される各スロットに対し部分フーリエ変換を行う手段と、
　前記スロット用に検出されたシンボルを得るために各選択されたデータストリームのた
めに使用される各スロット用の前記受け取られたデータシンボルに関し検出する手段と、
　を更に備える前記請求項４５記載の装置。

【発明の詳細な説明】
【利益の主張】
【０００１】
　本願は、２００４年９月１日に出願され、「複数マルチメディアストリームをモバイル
端末に地上波ラジオ上で多重化伝送する方法」（“A Method for Multiplexing and Tran
smitting Multiple Multimedia Streams to Mobile Terminals over Terrestrial Radio
”）と題されたシリアル番号第１０／９３２，５８６号の米国特許出願、２００４年４月
５日に出願され、「無線マルチ－キャリア通信システムにおける複数データストリームの
多重化伝送」（“Multiplexing and Transmission of Multiple Data Streams in a Wire
less Multi-Carrier Communication System”）と題されたシリアル番号第６０／５５９
，７４０号の米国仮特許出願、及び、２００３年１０月２４日に出願され、「モバイルデ
バイスへのマルチキャスト無線伝送のための種々マルチメディアストリームの周波数分割
多重化方法」（“A Method for Frequency-Division Multiplex Various Multimedia Str
eams for Multicast Wireless Transmission to Mobile Devices”）と題されたシリアル
番号第６０／５１４，３１５号の米国仮特許出願、の利益（benefit）を主張する。
【背景】
【０００２】
［Ｉ．分野］
　本発明は、概して通信に関し、より具体的には、無線マルチ－キャリア通信システム(a
 wireless multi-carrier communication system)における複数データストリーム(multip
le data steams)を多重化する(multiplexing)技術に関する。
【０００３】
［ＩＩ．背景］
　マルチ－キャリア通信システムはデータ伝送用に複数のキャリア(multiple carriers)
を利用する。これらの複数のキャリアは直交周波数分割多重(orthogonal frequency divi
sion multiplexing)（ＯＦＤＭ）、幾つかの他のマルチ－キャリア変調技術(multi-carri
er modulation technique)、或いは他の何らかの構成よって提供されることが出来る。Ｏ
ＦＤＭは、総合体系帯域幅を複数の（Ｎ）直交周波数サブバンド(orthogonal frequency 
subbands)に有効的に区分する。これらのサブバンドは又、トーン(tones)、キャリア(car
riers)、サブキャリア(subcarriers)、ビン(bins)或いは周波数チャネル(frequency chan
nels)と呼ばれる。ＯＦＤＭによって、各サブバンドは、データで変調され得る夫々のサ
ブキャリアに関連付けられる。
【０００４】
　マルチ－キャリア通信システムにおける基地局は、複数のデータストリームを同時に伝
送することが出来る。各データストリームは、基地局で別々に処理される（例、符号化さ
れ変調される)ことが出来、従って、無線デバイス(a wireless device)によって独立に回
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復される（例、復調されデコードされる）ことが出来る。複数のデータストリームは、固
定又は可変のデータレートを持つことが出来、同じ又は異なる符号化及び変調スキームを
使用出来る。
【０００５】
　同時伝送のための複数のデータストリームの多重化は、これらのストリームが現実に可
変である（例、時間とともに変わるデータレート及び／又は符号化及び変調のスキームを
有する）ものかどうかに挑戦している(be challenge)のかもしれない。1つの単純な多重
化スキームでは、複数のデータストリームは、時分割多重化（ＴＤＭ）を使用する異なる
タイムスロット(time slots)或いはシンボル期間(symbol periods)が割り当てられる。こ
のＴＤＭスキームのために、唯1つのデータストリームだけがいつなんどきでも送られ、
又、このデータストリームはデータ伝送のために利用可能な全てのサブバンドを使用する
。このＴＤＭスキームは、ある好ましくない特性を有している。第一に、所定のデータス
トリームに割り当て可能な最小時間ユニットに送られることが出来るデータ量は、データ
ストリーム用の「粒度(granularity)」として考察され得ることができるが、データスト
リーム用に使用される符号化及び変調スキームに依存する。異なる符号化及び変調スキー
ムは、そのとき異なる粒度に関係付けられているかもしれず、これは、データストリーム
へのリソースの割り当てを複雑にするかもしれないし、結果として非効率なリソース活用
をもたらすかもしれない。第二に、もし所定の符号化及び変調スキーム用の粒度が、無線
デバイスのデコーディング能力に比べて大きすぎる場合、そのときは、受信されたシンボ
ルを保存する無線デバイスで大きな入力バッファが必要とされるかもしれない。
【０００６】
　従って、マルチ－キャリア通信システムにおいて複数のデータストリームを効率よく多
重化する技術に対し、技術的なニーズがある。
【発明の概要】
【０００７】
　無線マルチ－キャリア（例、ＯＦＤＭ）通信システムにおいて周波数分割多重化（ＦＤ
Ｍ）を使用して、複数のデータストリームを多重化する技術が、ここに説明される。一実
施例においては、Ｍ個の互いに素な(disjoint)或いはオーバーラップしない(non-overlap
ping)「インタレース(interlaces)」が伝送用に使用可能なＵ個のサブバンド(U subbands
)で形成される、なお、Ｍ＞１であり、且つＵ＞１である。各使用可能なサブバンドが唯
１つのインタレースの中に含まれる、という点で、インタレースはオーバーラップしない
。各インタレースは異なるセットのＳ個のサブバンド(a different set of S subbamds)
であり、ここでＵ＝Ｍ・Ｓである。各インタレースにおけるＳサブバンドは、Ｎトータル
サブバンド全体にわたって(across the N total subbands)一様に分布し(uniformly dist
ributed)、Ｍサブバンドによって等しく間隔を置かれる(evenly spaced apart)Ｓ’サブ
バンドから選択されることが出来る、なおＮ＝Ｍ・Ｓ’且つＳ’≧Ｓ。この組み合わせら
れた(interlaced)サブバンド構成は、周波数ダイバーシティ(frequency diversity)を提
供し、受信機での処理を単純化できる。例えば、受信機は、完全なＮ－ポイント高速フー
リエ変換(a full N-point FFT)（ＦＥＴ）の代わりに、対象とする各インタレースに対し
「部分的な」Ｓ’－ポイント高速フーリエ変換(“partial” S'-point fast Fourier tra
nsform)（ＦＥＴ）を行うことが出来る。Ｍインタレースは、ＦＤＭの方法で複数のデー
タストリームを伝送するために使用されることが出来る。一実施例においては、各インタ
レースは各シンボル期間において唯1つのデータストリームで(by only one data stream)
使用され、各シンボル期間においてＭインタレース上でＭデータストリームまで(up to M
 data streams)送られることが出来る。
【０００８】
　一実施例においては、複数のデータストリームは「スロット(slots)」が割り当てられ
、各スロットは、１シンボル期間における1インタレースと等しいかもしれない、伝送の1
ユニット(a unit)である。Ｍスロットがそのとき各シンボル期間において利用可能であり
、スロットインデックス(slot indices)１からＭが割り当てられることが出来る。各スロ
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ットインデックスは、スロット対インタレースマッピングスキーム(a slot-to-interlace
 mapping scheme)に基づき各シンボル期間における1インタレースにマッピングされるこ
とが出来る。１以上のスロットインデックスがＦＤＭパイロット用に使用されることが出
来、残りのスロットインデックスはデータ伝送用に使用されることが出来る。スロット対
インタレースマッピングは、パイロット伝送用に使用されるインタレースが、異なるＯＦ
ＤＭシンボル期間において各スロットインデックス用に使用されるインタレースまで可変
の距離(varying distances)を有するようなものであり得る。これは、データ伝送用に使
用される全てのスロットインデックスが同様のチャネル推定性能(similar channel estim
ation performance)を達成することを可能にする。
【０００９】
　各データストリームは固定サイズ(a fixed size)のデータパケットとして処理されるこ
とが出来る。この場合、異なる数のスロットが、データパケット用に使用される符号化及
び変調スキーム(the coding and modulation scheme)に応じ、各データパケット用に使用
されてもよい。或いは、各データストリームは可変サイズ(variable sizes)のデータパケ
ットとして処理されることが出来る。例えば、パケットサイズは、データパケットの整数
の数(an integer number of data packets)が各スロットの中で送られるように、選択さ
れることが出来る。どんな場合も、もし複数のデータパケット(multiple data packets)
が所定のスロットの中で送られる場合は、そのとき、各データパケットのデータシンボル
(data symbols)は、スロット用に使用される全てのサブバンドにわたって分布することが
出来るので、スロットの中で送られた各データパケットに対し、周波数ダイバーシティが
達成される。
【００１０】
　本発明の様々な面及び実施例が、更に詳細に以下に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、基地局及び無線デバイスのブロック図を示す。
【図２】図２は、例示的なスーパーフレーム構成を示す。
【図３】図３は、組み合わせられたサブバンド構成を示す。
【図４Ａ】図４Ａは、「互い違いに配置された」ＦＤＭパイロットを示す。
【図４Ｂ】図４Ｂは、「循環された」ＦＤＭパイロットを示す。
【図５】図５は、インタレースへのスロットインデックスの例示的なマッピングを示す。
【図６】図６は、外部符号を有するデータブロック（？）の符号化を図示する。
【図７Ａ】図７Ａは、異なるモードに対するパケットの伝送を示す。
【図７Ｂ】図７Ｂは、異なるモードに対するパケットの伝送を示す。
【図８Ａ】図８Ａは、異なる数のパケットのスロットへの区割りを示す。
【図８Ｂ】図８Ｂは、異なる数のパケットのスロットへの区割りを示す。
【図９Ａ】図９Ａは、伝送（ＴＸ）データプロセッサのブロック図を示す。
【図９Ｂ】図９Ｂは、変調器のブロック図を示す。
【図１０Ａ】図１０Ａは、復調器のブロック図を示す。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、受信（ＲＸ）データプロセッサのブロック図を示す。
【詳細な説明】
【００１２】
　本発明の特徴及び本質は、同様な参照文字が全体を通し同様に識別する添付図面と併せ
て以下に記載される詳細な説明から、より明らかとなるであろう。
【００１３】
　用語「例示的な(exemplary)」は、ここでは、「例(example)、実例(instance)、又は例
証(illustration)として役目をしている」ことを意味するのに使用されている。「例示的
な」としてここで説明されるどの実施例或いは設計も、他の実施例又は設計より好ましい
、又は有利であるとして必ずしも解釈されるべきではない。
【００１４】
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　ここで説明される多重化技術は、様々な無線マルチ－キャリア通信システム用に使用さ
れることが出来る。これらの技術は又、アップリンク(uplink)同様にダウンリンク(downl
ink)にも使用されることが出来る。ダウンリンク（又はフォワードリンク(forward link)
）は、基地局から無線デバイスへの通信リンクを指し、又、アップリンク（又はリバース
リンク(reverse link)）は、無線デバイスから基地局への通信リンクを指す。理解しやす
いように、これらの技術は、ＯＦＤＭに基づくシステムの中のダウンリンクに対し、以下
に説明される。
【００１５】
　図１は、ＯＦＤＭを利用する無線システム１００における、基地局(a base station)１
１０及び無線デバイス(a wireless device)１５０のブロック図を示す。基地局１１０は
、一般に固定局であり、又、ベーストランシーバーシステム(a base transceiver system
)（ＢＴＳ）、アクセスポイント、送信器、或いは他の何らかの専門用語として呼ばれる
ことも出来る。無線デバイス１５０は、固定されてもよいし、或いはモバイルであっても
よいし、又、ユーザー端末、移動局、受信機、或いは他の何らかの専門用語として呼ばれ
ることも出来る。無線デバイス１５０は又、ポータブルユニット、例えば、携帯電話、ハ
ンディタイプのデバイス、無線モジュール、携帯情報端末（ＰＤＡ）、などであってもよ
い。
【００１６】
　基地局１１０では、ＴＸデータプロセッサ１２０は、複数の（Ｔ）データストリーム（
或いは「トラフィック(traffic)」データ）を受け取り、データシンボル(data symbols)
を生成するため各データストリームを処理する（例、符号化する(encodes)、インタリー
ブする(interleaves)、そしてシンボルマッピングする(symbol maps)）。ここに使用され
るように、「データシンボル」はトラフィックデータ用の変調シンボル(a modulation sy
mbol)であり、「パイロットシンボル(pilot symbol)」はパイロット用の変調シンボルで
あり(それは基地局及び無線デバイスの両方によってアプリオリ(a priori)に知られてい
るデータである)、又、変調シンボルは、変調スキーム（例、Ｍ－ＰＳＫ、Ｍ－ＱＡＭな
ど)用の信号群におけるポイント用の複素数値(a complex value)である。ＴＸデータプロ
セッサ１２０は又、Ｔデータストリーム及びパイロットシンボル用のデータシンボルを適
切なサブバンド上に多重化し、合成シンボルストリーム(a composite symbol stream)を
供給する。変調器１３０は、ＯＦＤＭシンボルを生成するために、合成シンボルストリー
ムにおける多重化されたシンボルに関しＯＦＤＭ変調(OFDM modulation on the multiple
xed symbols)を行なう。送信器ユニット（ＴＭＴＲ）１３２は、ＯＦＤＭシンボルをアナ
ログ信号に変換し、変調された信号を生成するためにアナログ信号を更に調整する(例、
増幅する、フィルタにかける、そして、周波数をアップコンバートする(frequency upcon
verts))。基地局１１０はそのあと、変調された信号を、アンテナ１３４からシステム中
の無線デバイスに伝送する。
【００１７】
　無線デバイス１５０では、基地局１１０からの伝送された信号は、アンテナ１５２によ
って受信され、受信機ユニット（ＲＣＶＲ）１５４に供給される。受信機ユニット１５４
は受信信号を調整し(例、フィルタにかける、増幅する、そして周波数をダウンコンバー
トする(frequency downconverts))、入力サンプル(input samples)のストリームを生成す
るために変調された信号をデジタル化する。対象とする１以上のデータストリーム(one o
r more data streams of interest)のために受信されたシンボルを得るため、復調器１６
０は入力サンプルに関しＯＦＤＭ復調を行ない、更に、基地局１１０によって送られたデ
ータシンボルの推定値(estimates)である、検出されたデータシンボル(detected data sy
mbol)を得るため、受信されたシンボルに関し検出 (detection)（例、等化(equalization
)、或いは整合フィルタリング(matched filtering)）を行なう。ＲＸデータプロセッサ１
７０はそのあと、各選択されたデータストリーム用に検出されたデータシンボルを処理し
（例、シンボルデマッピングし(symbol demaps)、デインタリーブし(deinterleave)、そ
してデコードし)、又、そのストリーム用のデコードされたデータを供給する。復調器１
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６０及びＲＸデータプロセッサ170による処理は、基地局１１０で、変調器１３０及びＴ
Ｘデータプロセッサ１２０による処理に、夫々相補的(complementary)である。
【００１８】
　コントローラ１４０及び１８０は、基地局１１０及び無線デバイス１５０で夫々動作を
直接指示する。メモリ装置１４２及び１８２は、コントローラ１４０及び１８０によって
使用されるプログラムコード及びデータ用の保存場所を夫々提供する。コントローラ１４
０又はスケジューラ１４４は、Ｔデータストリームのためにシステムリソースを割り当て
ることが出来る。
【００１９】
　基地局１１０は、ブロードキャスト、マルチキャスト、及び／又はユニキャストのよう
な様々なサービス用に、Ｔデータストリームを伝送出来る。ブロードキャスト伝送(a bro
adcast transmission)は,指定されたサービスエリア内の全ての無線デバイスに送られ、
マルチキャスト伝送(a multicast transmission)は、グループの無線デバイスに送られ、
ユニキャスト伝送(a unicast transmission)は、特定の無線デバイスに送られる。例えば
、基地局１１０は、マルチメディア（例、テレビ）プログラム用に、又、ビデオ、オーデ
ィオ、テレテキスト、データ、ビデオ/オーディオクリップなどのようなマルチメディア
コンテンツ用に、多くのデータストリームをブロードキャスト出来る。単一のマルチメデ
ィアプログラムは、ビデオ、オーディオ、そしてデータ用の３つの別々のデータストリー
ムとしてブロードキャストされることが出来る。これは、無線デバイスによってマルチメ
ディアプログラムのビデオ、オーディオ、そしてデータ部分の独立した受信を可能とする
。
【００２０】
　図２は、システム１００用に使用されることが出来る、例示的なスーパーフレーム構成
(super-frame structure)２００を示す。Ｔデータストリームはスーパーフレームの中で
伝送されることが出来、各スーパーフレームは予め決められた時間の継続期間 (a predet
ermined time duration)を有する。スーパーフレームは又、フレーム(a frame)、タイム
スロット(a time slot)、或いは他の何らかの専門用語であると呼ばれることが出来る。
図２の中で示される実施例については、各スーパーフレームは、1以上のＴＤＭパイロッ
ト用のフィールド２１２、オーバーヘッド/制御データ用のフィールド２１４、及びトラ
フィックデータ用のフィールド２１６を含んでいる。ＴＤＭパイロット(s)は、同期（例
、フレーム検出(frame detection)、周波数エラー推定(frequency error estimation)、
タイミング獲得(timing acquisition)、など）をとるために無線デバイスによって使用さ
れることが出来る。オーバーヘッド/制御データは、Ｔデータストリーム用の様々なパラ
メータ（例、各データストリーム用に使用される符号化及び変調スキーム、スーパーフレ
ーム内の各データストリームの特定の場所(location)、など）を示すことが出来る。Ｔデ
ータストリームはフィールド２１６で送られる。図２の中では示されていないが、各スー
パーフレームは、データ伝送を容易にするために、複数の(例、４)同じサイズのフレーム
に分割されることが出来る。他のフレーム構造も又、システム１００用に使用されること
が出来る。
【００２１】
　図３は、システム１００用に使用されることが出来る、組み合わせられたサブバンド構
成(an interlaced subband structure)を示す。システム１００は、Ｎトータルサブバン
ド(N total subbands)を有するＯＦＤＭ構造を利用する。Ｕサブバンド(U subbands)は、
データ及びパイロット伝送用に使用されることが出来、「使用可能な(usable)」サブバン
ドと呼ばれる、尚、ここではＵ≦Ｎである。残りのＧサブバンド(G subbands)は、使用さ
れず、「ガード(guard)」サブバンドと呼ばれる、尚、ここではＮ＝Ｕ＋Ｇである。一例
として、システム１００は、Ｎ＝４０９６トータルサブバンド、Ｕ＝４０００使用可能な
サブバンド、及びＧ＝９６ガードサブバンドを有する、ＯＦＤＭ構造を利用できる。
【００２２】
　Ｕ使用可能なサブバンドは、Ｍインタレース(M interlaces)或いは互いに素な(disjoin
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t)サブバンドセットにアレンジされることが出来る。Ｍインタレースは、Ｕ使用可能なサ
ブバンドの各々が1つのインタレースのみに属する、という点で、互いに素であり、或い
は、オーバーラップしない。各インタレースはＳ使用可能なサブバンド(S usable subban
ds)を含んでいる、尚、ここでＵ＝Ｍ・Ｓである。グループ中の連続するサブバンドがＭ
サブバンドによって相隔てられる(spaded apart by M subbands)ように、Ｎトータルサブ
バンド全体にわたって一様に分布する、異なるグループのＳ’＝Ｎ／Ｍ サブバンドに、
各インタレースは関連付けられる。例えば、グループ１は、サブバンド１、Ｍ＋１、２Ｍ
＋１、等を、グループ２は、サブバンド２、Ｍ＋２、２Ｍ＋２、等を、又グループＭは、
サブバンドＭ、２Ｍ、３Ｍ、等を、含むことが出来る。各グループに対し、Ｓ’の内のＳ
サブバンドは使用可能なサブバンドであり、残りのＳ’－Ｓサブバンドはガードサブバン
ドである。各インタレースは、そのとき、各インタレースに関連するグループの中に、Ｓ
使用可能なサブバンドを含むことが出来る。上記に説明の例示的なＯＦＤＭ構造に対し、
Ｍ＝８インタレースが形成されることが出来、各インタレースは、等しくＭ＝８サブバン
ドの間隔を置いて配置された、Ｓ’＝５１２サブバンドの中から選択されたＳ＝５００使
用可能なサブバンドを含んでいる。各インタレースにおけるＳ使用可能なサブバンドは、
このように、他のＭ－１インタレースの各々におけるＳ使用可能なサブバンドと組み合わ
せられる(interlaced)。
【００２３】
　一般に、システムは、任意の数のトータルサブバンド、使用可能なサブバンド、及びガ
ードサブバンドを有する任意のＯＦＤＭ構造を利用できる。任意の数のインタレースも又
、形成されることが出来る。各インタレースは、任意の数の使用可能なサブバンドとＵ使
用可能なサブバンドの内から任意の1つを含むことが出来る。簡単にするために、次の説
明は、Ｍインタレースを備え、各インタレースが一様に分布するＳ使用可能なサブバンド
を含んでいる、図３の中で示される組み合わせられたサブバンド構成に対するものである
。この組み合わせられたサブバンド構造はいくつかの利点を提供する。第一に、各インタ
レースが全体のシステム帯域幅中から得られた使用可能なサブバンドを含んでいるので、
周波数ダイバーシティが達成される。第二に、完全なＮ－ポイントＦＥＴの代わりに、部
分的Ｓ’－ポイントＦＥＴを行うことによって、無線デバイスが、所定インタレース上で
送られたデータ/パイロットシンボルを回復出来、無線デバイスによる処理を単純化出来
る。
【００２４】
　基地局１１０は、無線デバイスが、様々な機能、例えばチャネル推定、周波数トラッキ
ング、時間トラッキング等、を実行することを可能にするため、１以上のインタレース上
でＦＣＭパイロットを伝送出来る。
【００２５】
　図４Ａは、「互い違いに配置された(staggered)」ＦＤＭパイロットを有する、データ
及びパイロット伝送スキーム４００を示す。この例では、Ｍ＝８で、１つのインタレース
が、各シンボル期間におけるＦＤＭパイロット用に使用されており、残りの７つのインタ
レースが、トラフィックデータ用に使用される。パイロットシンボルが、奇数番号シンボ
ル期間においては１つのインタレース（例、インタレース３）上で、又、偶数シンボル期
間においては別のインタレース（例、インタレース７）上で、送られるような、交互する
方法で(in an alternating manner)、ＦＤＭパイロットは２つの指定されたインタレース
上で送られる。ＦＤＭパイロット用に使用される２つのインタレースは、互い違いに配置
される、或いは、Ｍ／２＝４インタレースでオフセットされる。この互い違い配置は、無
線デバイスが、より多くのサブバンドに対するチャネルリスポンスを注視する(observe)
ことを可能にし、性能を改善できる。
【００２６】
　図４Ｂは、「循環された(cycled)」ＦＤＭパイロットを有する、データ及びパイロット
伝送スキーム４１０を示す。この例では、Ｍ＝８で、１つのインタレースが、各シンボル
期間におけるＦＤＭパイロット用に使用されており、残りの７つのインタレースが、トラ



(14) JP 2010-104012 A 2010.5.6

10

20

30

40

50

フィックデータ用に使用される。パイロットシンボルが各Ｍ－シンボル期間の間(each M-
symbol period duration)において異なるインタレース上で送られるような循環する方法
で(in a cycled manner)、ＦＤＭパイロットが全ての８インタレース上で送られる。例え
ば、ＦＤＭパイロットは、シンボル期間１においてはインタレース１上で、そのあとシン
ボル期間２においてはインタレース５上で、そのあとシンボル期間３においてはインタレ
ース２上で、など、又、シンボル期間８においてはインタレース８上で、次にシンボル期
間９においてはインタレース１に戻って、などのように、送られることが出来る。この循
環は、無線デバイスが、全ての使用可能なサブバンドに対するチャネルリスポンスを注視
することを可能にする。
【００２７】
　一般に、ＦＤＭパイロットは、任意の数のインタレース上で、又、各シンボル期間にお
けるＭインタレースの内の任意の１インタレース上で送られることが出来る。ＦＤＭパイ
ロットは又、任意のパターンを使って、なおその内の２つは図４Ａ及び４Ｂにおいて示さ
れているが、送られることが出来る。
【００２８】
　基地局１１０は、様々な方法で、ＴデータストリームをＭインタレース上で伝送するこ
とが出来る。第一の実施例においては、各データストリームは、データストリームが送ら
れる各シンボル期間において、同じ１以上のインタレース上で送られる。この実施例につ
いては、インタレースは、各データストリームに静的に割り当てられる。第二の実施例で
は、各データストリームは、データストリームが送られる異なるシンボル期間において異
なるインタレース上で送られることが出来る。この実施例については、インタレースは、
各データストリームに動的に割り当てられて、周波数ダイバーシティを改善出来、又、チ
ャネル推定値の質がデータストリームに割り当てられたスロットインデックス或いはイン
デックスに依存しないことを確実にすることが出来る。第二実施例は、周波数ホッピング
(frequency hopping)の形態として見られることも出来、以下に更に詳細に説明される。
【００２９】
　全てのＴデータストリームに対するチャネル推定(channel estimation)及び検出性能(d
etection performance)を平均するために、伝送スキーム４１０が、静的に割り当てられ
たインタレースを有する第一実施例のために使用されることが出来、伝送スキーム４００
又は４１０が、動的に割り当てられたインタレースを有する第二実施例のために使用され
ることが出来る。もしＦＤＭパイロットが各シンボル期間において同じ１つのインタレー
ス（パイロットインタレースと呼ばれる）上で送られ、全てのＭインタレースのためのチ
ャネル推定値(channel estimates)を得るために使用される場合、そのときはパイロット
インタレースにより近いインタレースのチャネル推定値は、パイロットインタレースから
更に離れたインタレースのチャネル推定値よりも、一般的により良い。データストリーム
のための検出性能は、もしストリームが常に、パイロットインタレースから遠く離れたイ
ンタレースを割り当てられる場合は、低下し得る。パイロットインタレースまでの可変の
距離(varying distance)（又は間隔(spacing)又はオフセット(offset)）を持つインタレ
ースの割り当ては、チャネル推定バイアス(channel estimation bias)に起因するこの性
能低下を回避出来る。
【００３０】
　第二実施例については、Ｍスロットは各シンボル期間に対し定義されることが出来、又
、各スロットは、１シンボル期間において１インタレースにマッピングされることが出来
る。トラフィックデータ用に使用可能なスロットは又、データスロット(a data slot)と
も呼ばれ、そして、ＦＤＭパイロット用に使用可能なスロットは又、パイロットスロット
(a pilot slot)とも呼ばれる。各シンボル期間におけるＭ個のスロットは、インデックス
１からＭを付与されることが出来る。スロットインデックス１は、ＦＤＭパイロット用に
使用されることが出来、スロットインデックス２からＭは、データ伝送用に使用されるこ
とが出来る。Ｔデータストリームは、各シンボル期間において、インデックス２からＭを
持ったスロットを割り当てられることが出来る。固定されたインデックスを持ったスロッ
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トの使用は、スロットのデータストリームへの割り当てを簡単に出来る。Ｍスロットイン
デックスは、所望の周波数ダイバーシティ及びチャネル推定性能を達成できる任意のマッ
ピングスキームに基づき、各シンボル期間におけるＭインタレースにマッピングされるこ
とが出来る。
【００３１】
　第一のスロット対インタレース マッピングスキームにおいて、スロットインデックス
が並び替えられた方法(in a permutated manner)でインタレースにマッピングされる。Ｍ
＝８で、各シンボル期間において１パイロットスロットと７データスロットを持った伝送
スキーム４００に対し、マッピングは次のとおり行われる。８インタレースがオリジナル
シーケンス｛Ｉ１,Ｉ２,Ｉ３,Ｉ４,Ｉ５,Ｉ６,Ｉ７,Ｉ８｝によって表わされることが出
来る。並び替えられたシーケンスは、｛Ｉ１,Ｉ５,Ｉ３,Ｉ７,Ｉ２,Ｉ６,Ｉ４,Ｉ８｝と
して形成される。オリジナルシーケンスにおけるｉ番目のインタレースは、並び替えられ
たシーケンスにおいてｉｂｒ番目の位置(position)に置かれる、なお、ｉ∈｛１・・・８
｝、ｉｂｒ∈｛１・・・８｝、又、（ｉｂｒ－１）は（ｉ－１）の逆ビットインデックス
(a bit-reverse index)である。これらのインデックスが０の代わりに１からスタートす
るので、ｉ及びｉｂｒに対し、－１のオフセットが使用される。一例として、ｉ＝７に対
し、（ｉ－１）＝６、ビット表現は「１１０」であり、逆ビットインデックスは「０１１
」であり、（ｉｂｒ－１）＝３、ｉｂｒ＝４である。オリジナルシーケンスにおける７番
目のインタレースは、このように並び替えられたインタレーススにおいて４番目の位置に
置かれる。ＦＤＭパイロット用に使用される２つのインタレースは、このとき短縮された
インタレースシーケンス｛Ｉ１,Ｉ５,Ｉ３/7,Ｉ２,Ｉ６,Ｉ４,Ｉ８｝を形成するために並
び替えられたシーケンスにおいて組み合わせられる(combined)。データ伝送用に使用され
るｋ番目のスロットインデックス（又はｋ番目のデータスロットインデックス）は、ｋ∈
｛２・・・８｝に対し、このとき短縮されたインタレースシーケンスにおける（ｋ－１）
番目のインタレースにマッピングされる。その後の各シンボル期間に対し、短縮されたイ
ンタレースシーケンスは、２つの位置分、右に循環的にシフトされ、左に折り返される。
ｋ番目のデータスロットインデックスは、循環的にシフトされた短縮されたインタレース
シーケンスにおいて、再び、（ｋ－１）番目のインタレースにマッピングされる。
【００３２】
　図５は、上記で説明された第一マッピングスキーム用の、スロットインデックスのイン
タレースへのマッピングを示す。ＦＤＭパイロット用に使用されるスロットインデックス
１は、伝送スキーム４００用の交互シンボル期間(alternating symbol periods)上のイン
タレース３及び７にマッピングされる。データスロットインデックス２－８は、第１シン
ボル期間は短縮されたインタレースレースシーケンス｛Ｉ１,Ｉ５,Ｉ３/7,Ｉ２,Ｉ６,Ｉ

４,Ｉ８｝における７つのインタレースに、第２シンボル期間は環状に又は循環的にシフ
トされたインタレースシーケンス｛Ｉ４,Ｉ８,Ｉ１,Ｉ５,Ｉ３/7,Ｉ２,Ｉ６｝に、など、
にマッピングされる。図５において示されるように、各データスロットインデックスは、
７つのインタレースの内の１つがインタレース３か７である、７つの連続するシンボル期
間において、各データスロットインデックスは７つの異なるインタレースにマッピングさ
れる。７つのデータスロットインデックスは全てそのとき同様の性能を達成する。
【００３３】
　第二のスロット対インタレース マッピングスキームにおいては、スロットインデック
スは、疑似乱数の方法(in a pseudo-random manner)でインタレースにマッピングされる
。疑似乱数(a pseudo-random number)（ＰＮ）生成器が、スロットインデックスをインタ
レースにマッピングするために使用されるＰＮ数を生成するために、使用されることが出
来る。ＰＮ生成器は、特定の生成器多項式(a particular generator polynomial)、例え
ば、ｇ（ｘ）＝ｘ１５＋ｘ１４＋１を実行するリニアフィードバックシフトレジスタ（Ｌ
ＦＳＲ）で実現されることが出来る。各シンボル期間ｊに対し、ＬＦＳＲはアップデート
され、ＬＦＳＲのＶ最下位ビット（ＬＳＢｓ）はＰＮ（ｊ）として表されることが出来る
、なおここで、ｊ＝１，２、・・・そして、Ｖ＝ｌｏｇ２Ｍである。ｋ番目のデータスロ
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ットインデックスは、ｋ∈｛２・・・８｝に対し、もしこのインタレースがＦＤＭパイロ
ット用に使用されない場合はインタレース［（ＰＮ（ｊ）＋ｋ）ｍｏｄ Ｍ］＋１にマッ
ピングされ、そうでなければインタレース［（ＰＮ（ｊ）＋ｋ＋１）ｍｏｄ Ｍ］＋１に
マッピングされる。
【００３４】
　第三のスロット対インタレース マッピングスキームにおいては、スロットインデック
スは、循環方法により、インタレースにマッピングされる。各シンボル期間ｊに対し、ｋ
番目のデータスロットインデックスは、ｋ∈｛２・・・Ｍ｝に対し、もしこのインタレー
スがＦＤＭパイロット用に使用されない場合はインタレース［（ｊ＋ｋ）ｍｏｄ Ｍ］＋
１にマッピングされ、そうでなければインタレース［（ｊ＋ｋ＋１）ｍｏｄ Ｍ］＋１に
マッピングされる。
【００３５】
　Ｍスロットインデックスは、このように、様々な方法で、Ｍインタレースにマッピング
されることが出来る。幾つかの例示的なスロインタレースースマッピングスキームは、上
記で説明された。他のマッピングスキームも又使用されることが出来、これは本発明の範
囲内である。
【００３６】
　スロットは、様々な方法で、Ｔデータストリームに割り当てられることが出来る。第一
のスロット割り当てスキームでは、各データストリームは、負でない整数の数のデータパ
ケット（即ち、ゼロ又はそれより多いデータパケット)を伝送するため、各スーパーフレ
ーム中の十分な数のスロットが割り当てられる。このスキームのために、データパケット
は、固定されたサイズ（例えば、予め決められた数の情報ビット）を持つように定義され
ることが出来、データパケット用に符号化及びデコーディングすることを単純化出来る。
パケット用に使用される符号化及び変調スキームに依存する可変サイズを有する、符号化
されたパケットを生成するために、各固定されたサイズのデータパケットは、符号化され
変調されることが出来る。符号化されたパケットを伝送するために必要とされるスロット
の数は、そのとき、パケットに使用される符号化及び変調スキームに依存する。
【００３７】
　第二のスロット割り当てスキームでは、各データストリームは、各スーパーフレーム中
の負でない整数の数のスロットを割り当てられることが出来、又、整数の数のデータパケ
ットは、各割り当てられたスロット中で送られることが出来る。同じ符号化及び変調スキ
ームは、任意のスロット中で送られる全てのデータパケットに対し使用されることが出来
る。各データパケットは、（１）スロット中で送られるデータパケットの数、及び（２）
そのスロット用に使用される符号化及び変調スキーム、に依存するサイズを持つことが出
来る。このスキームのために、データパケットは、可変サイズを持つことが出来る。
【００３８】
　スロットも又、他の方法で、データストリームに割り当てられることが出来る。理解し
やすいように、以下の説明では、第一のスロット割り当てスキームがシステムによって使
用されると仮定する。
【００３９】
　各データストリームは、様々な方法で符号化されることが出来る。一実施例においては
、各データストリームは、外部符号(an outer code)及び内部符号(an inner code)から成
る連結符号(a concatenated code)で符号化される。外部符号は、ブロック符号、例えば
、リードソロモン(Reed-Solomon)（ＲＳ）符号、或いはある他の符号、でもよい。内部符
号は、ターボ符号(Turbo code)、畳み込み符号(convolutional code)、或いはある他の符
号でもよい。
【００４０】
　図６は、リードソロモン外部符号を使用する、例示的な外部符号化スキームを示す。デ
ータストリームは、データパケットに分割される。一実施例においては、各データパケッ
トは、固定化されたサイズを持ち、予め決められた数の情報ビット又はＬ情報バイト（例
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メモリの行(rows)に、１行当たり１パケットで書き込まれている。Ｋｒｓデータパケット
がＫｒｓ行に書き込まれた後、ブロック符号化が列に関し(column-wise)、一度に1列ずつ
行なわれる。一実施例では、各列は、Ｋｒｓバイト（１行当たり１バイト）含んでおり、
又、Ｎｒｓバイトを含む対応するコードワード(codeword)を生成するため、（Ｎｒｓ，Ｋ

ｒｓ）リードソロモン符号で符号化される。コードワードの最初のＫｒｓバイトは、デー
タバイト（これらは又システマティックバイトと呼ばれる）であり、最後のＮｒｓ-Ｋｒ

ｓバイトは、パリティバイト(これらはエラー修正のため無線デバイスによって使用され
ることが出来る)である。リードソロモン符号化は、各コードワードに対しＮｒｓ-Ｋｒｓ

パリティバイトを生成し、これらは、データのＫｒｓ行の後の、メモリのＮｒｓ-Ｋｒｓ

からＮｒｓまでの行に書かれる。ＲＳブロックは、データのＫｒｓ行とパリティのＮｒｓ

-Ｋｒｓ行を含む。一実施例では、Ｎ＝１６とＫｒｓは、コンフィギュレーション可能な(
configurable)パラメータであり、例えば、Ｋｒｓ∈｛１２、１４、１６｝である。リー
ドソロモン符号は、Ｋｒｓ=Ｎｒｓの時、ディスエーブルされる(disabled)。ＲＳブロッ
クのデータ／パリティパケット（又は各行）は、このとき、対応する符号化されたパケッ
トを生成するためにターボ内部符号によって符号化される。符号ブロックは、ＲＳブロッ
クのＮｒｓ行のためのＮｒｓ符号化されたパケット(Nrs coded packets)を含んでいる。
【００４１】
　各符号ブロックのＮｒｓ符号化されたパケットは、様々な方法で送られることが出来る
。例えば、各符号ブロックは、1つのスーパーフレームの中で伝送されることが出来る。
各スーパーフレームは、複数の（例、４）フレームに分割されることが出来る。各符号ブ
ロックはそのあと、複数の（例、４)サブブロックに分割されることが出来、符号ブロッ
クの各サブブロックは、スーパーフレームの1フレームの中で送られることが出来る。ス
ーパーフレーム全体にわたる複数部分における各符号ブロックの伝送は、時間ダイバーシ
ティ(time diversity)を提供できる。
【００４２】
　各データストリームは、階層符号化で、又は、階層符号化なしで、伝送されることが出
来る、なおここでは、このコンテクストにおける用語「符号化」は、送信機での、データ
符号化よりはチャネル符号化を指す。データストリームは、２つのサブストリームから構
成されることが出来、これらはベースストリーム及びエンハンスメントストリームと呼ば
れる。ベースストリームは、基礎情報を伝えることが出来、基地局のサービスエリア内の
全ての無線デバイスに送られることが出来る。エンハンスメントストリームは、更なる情
報を伝えることが出来、より良いチャネル条件を注視する無線デバイスに送られることが
出来る。階層符号化を用いて、ベースストリームは、第１の変調シンボルストリームを生
成するために符号化され変調され、又、エンハンスメントストリームは、第２の変調シン
ボルストリームを生成するために符号化され、変調される。同じか異なる符号化及び変調
スキームは、ベースストリーム及びエンハンスメントストリームのために使用されること
が出来る。２つの変調シンボルストリームはそのあと、1つのデータシンボルストリーム
を得るために、スケール変更され(scale)、組み合わせられる(combine)ことが出来る。
【００４３】
　テーブル１は、システム１００によってサポートされることが出来る８つの「モード」
の例示的なセットを示す。これらの８モードは、１から８のインデックスを与えられる。
各モードは特定の変調スキーム（例、ＱＰＳＫ又は１６－ＱＡＭ）及び特定の内部符号レ
ート（例、１／３、１／２、又は２／３）に関係付けられている。最初の５つのモードは
、ベースストリームだけを備えた「通常の(regular)」符号化用であり、又、最後の３つ
のモードは、ベース及びエンハンスメントのストリームを備えた階層符号化用である。簡
単にするために、各階層符号化モードに対し、ベース及びエンハンスメントのストリーム
の両方に同じ変調スキーム及び内部符号レートが使用される。
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【表１】

【００４４】
　テーブル１の第４列は、各モードに対し、１つの固定されたサイズのデータパケットを
伝送するために必要とされるスロットの数を示す。テーブル1では、スロット当たりＳ使
用可能サブバンド及び２・Ｓ情報ビットのデータパケットサイズ(a data packet size of
2-S information bits and S usable subbands per slot)（例えば、Ｓ＝５００）を前提
とする。スロットは、Ｓ使用可能なサブバンドを有する１つのインタレースにマッピング
され、各サブバンドは、1つのデータシンボルを搬送することが出来るので、各スロット
は、Ｓデータシンボルの容量を有する。モード1については、２・Ｓ情報ビットを備えた
データパケットが、６・Ｓ符号ビットを生成するためにレート１／３内部符号で符号化さ
れ、それら６・Ｓ符号ビットは、そのあとＱＰＳＫを使用する３・Ｓデータシンボルにマ
ッピングされる。データパケット用の３・Ｓデータシンボルは、３つのスロット中で送ら
れることが出来、各スロットはＳデータシンボルを搬送する。同様な処理が、テーブル１
における他のモードの各々に対し、実行されることが出来る。
【００４５】
　テーブル1は例示的な設計を示す。他のサイズ（例、５００情報ビット、２０００情報
ビット、など)のデータパケットも又使用されることが出来る。各パケットが整数の数の
スロットの中で送られることが出来るように、例えば、複数のパケットサイズも又使用さ
れることが出来る。例えば、１０００情報ビットのパケットサイズが、モード１、２、及
び４に対し使用されることが出来、又、１３３３情報ビットのパケットサイズが、モード
３及び５に対し使用されることが出来る。一般に、システムは又、任意の数の符号化及び
変調のスキーム、任意の数のデータパケットサイズ、及び任意のパケットサイズ、のため
の任意の数のモードをサポート出来る。
【００４６】
　図７Ａは、テーブル１にリストされた最初の５つのモードの各々に対しての、整数の数
のシンボル期間の夫々の中で１つのスロットを使用する、最小の整数の数のデータパケッ
トの伝送を示す。1つのデータパケットは、（１）モード１に対しては３シンボル期間、
（２）モード２に対しては２シンボル期間、又（３）モード４に対しては１シンボル期間
、の中で、１つのスロットを使用して送られることが出来る。２つのデータパケットは、
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モード３に対し、各データパケットが送るのに１．５スロットを要するので、３シンボル
期間中に１つのスロットを使用して送られることが出来る。４つのデータパケットは、モ
ード５に対し、各データパケットが送るのに０．７５スロットを要するので、３シンボル
期間中に１つのスロットを使用して送られることが出来る。
【００４７】
　図７Ｂは、テーブル１にリストされた最初の５つのモードの各々に対しての、１シンボ
ル期間中で整数の数のスロットを使用する、最小の整数の数のデータパケットの伝送を示
す。1つのデータパケットは、（１）モード１に対しては３スロット、（２）モード２に
対しては２スロット、又（３）モード４に対しては１スロット、を使って、１シンボル期
間中に送られることが出来る。２つのデータパケットは、モード３に対し、３スロットを
使用して、１シンボル期間中に送られることが出来る。４つのデータパケットは、モード
５に対し、３スロットを使用して、１シンボル期間中に送られることが出来る。
【００４８】
　図７Ａ及び７Ｂにおいて示されるように、最小の数のデータパケットが、各モード(モ
ード４を除いて)に対し、幾つかの方法で伝送されることが出来る。より短い時間の期間
に最小の数のデータパケットを伝送することは、データパケットを受け取るのに必要なＯ
Ｎ時間の量を減らすが、より少ない時間ダイバーシティを提供する。より長い時間の期間
にわたって最小の数のデータパケットを伝送することに対しては、逆も真実である。
【００４９】
　図８Ａは、モード１の場合の、単一の符号化されたパケットの３つのスロットへの区割
り(partitioning)を示す。３つのスロットは、１シンボル期間における３つの異なるイン
タレース用であるかもしれないし、或いは、３つの異なるシンボル期間における１つのイ
ンタレース用であるかもしれない。３つのスロットは異なるチャネル条件を注視できる。
符号化されたパケット中のビットは、３つのスロットへの区割りの前に、インタリーブさ
れる（即ち、再整理される(reordered)）ことが出来る。各符号化されたパケットに対す
るインターリービングは、符号化されたパケット全体にわたるビットの信号対雑音比（Ｓ
ＮＲ）をランダム化でき、それはでコーディング性能を改善することが出来る。インター
リービングは、本技術分野で知られているような、様々な方法で行われることが出来る。
インターリービングは又、符号化されたパケット中の隣接するビットが同じデータシンボ
ルの中で送られないようなものかもしれない。
【００５０】
　図８Ｂは、モード５の場合の、４つの符号化されたパケットの３つのスロットへの区割
りを示す。図８Ｂ中で示されるように、３つのスロットは、４つの符号化されたパケット
によって連続して一杯にされることが出来る。複数の符号化されたパケットがスロットを
共有する場合(例えば、モード３及び５に対してのように)、スロットの中で送られる全て
のビットは、スロットの中で送られる各符号化されたパケットに対するビットがスロット
用に使用されるサブバンド全体にわたって分布されるように、インタリーブされることが
出来る。各スロットをまたがるインターリービング(the interleaving across each slot
)は、スロットの中で送られる各符号化されたパケットに対し周波数ダイバーシティを提
供し、又、デコーディング性能を改善することが出来る。
【００５１】
　スロットをまたがるインターリービングは、様々な方法で行なわれることが出来る。一
実施例では、与えられたスロットの中で送られる全ての符号化されたパケット用のビット
は、データシンボルに最初にマッピングされ、そして、データシンボルはそのあと、順序
を入れ替えた方法で(in a permutated manner)、そのスロット用に使用されるサブバンド
にマッピングされる。シンボル対サブバンド マッピング(the symbol-to-subband mappin
g)のために、Ｓ’連続値、０からＳ’－１まで、を備えた第１シーケンスが、最初に形成
される。第２シーケンスのi番目の値が第１シーケンスのi番目の値のビットリバース(the
 bit reverse)と等しいように、Ｓ’値の第２シーケンスがそのあと作成される。第２シ
ーケンス中の、Ｓ’以上の値は全て、０からＳ－１までの範囲のＳ値を備えた第３シーケ
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ンスを得るために取り除かれる。Ｆ（ｊ）として表わされる、１からＳまでの範囲の、順
序を入れ替えられたＳインデックス値(S permutated index values)のシーケンスを得る
ために、第３シーケンス中の各値はそのあと１だけインクレメントされる。スロット中の
j番目のデータシンボルは、スロット用に使用されるインタレース中のＦ（j）番目のサブ
バンド(F(j)-th subband)にマッピングされることが出来る。例えば、もしＳ＝５００且
つＳ’＝５１２である場合は、そのとき、第１シーケンスは｛０,１,２,３,・・・,５１
０,５１１｝、第２シーケンスは｛０,２５６,１２８,３８４，・・・,２５５,５１１｝、
又、第３シーケンスは｛０,２５６,１２８,３８４,・・・,２５５｝である。シーケンス
Ｆ（ｊ）は、一度コンピュータ計算されることを必要とするだけであり、全スロット用に
使用されることが出来る。他のマッピングスキームも又、各スロットをまたがるインター
リービングを達成するためにシンボル対サブバンド マッピング用に使用されることが出
来る。
【００５２】
　一般に、各データストリームは、ストリームのデータレートに依存して、各スーパーフ
レームにおける任意の数のデータパケットを搬送出来る。各データストリームは、スロッ
トの利用可能性とそしてもしかすると他の要因に従って、そのデータレートに基づき、各
スーパーフレームにおいて十分な数のスロットが割り当てられる。例えば、各データスト
リームは、各シンボル期間におけるスロットの特定された最大数に制約を受け得、それは
データストリーム用に使用されるモードに依存し得る。各データストリームは、データス
トリーム用の各シンボル期間に伝送されることが出来る情報ビットの最大数である、特定
された最大のデータレートに制限され得る。最大のデータレートは、典型的には、無線デ
バイスのデコーディング及びバッファリングの性能によって決められる(set)。各データ
ストリームを最大のデータレート内に制約することは、データストリームが、定められた
デコーディング及びバッファリングの性能を有する無線デバイスによって回復されること
が出来る、ことを確実にする。最大データレートは、データストリーム用の各シンボル期
間に伝送されることが出来るデータパケットの数を制限する。スロットの最大数は、その
とき、データパケットの最大数、及びデータストリーム用に使用されるモードによって決
定されることが出来る。
【００５３】
　一実施例において、各データストリームは、所定のシンボル期間において整数の数のス
ロットを割り当てられることが出来、又、複数のデータストリームはインタレースを共有
しない。この実施例の場合、１スロットがＦＤＭパイロット用に使用されると仮定し、Ｍ
－１までのデータストリームが、各シンボル期間においてＭ－１データスロット上で送ら
れることが出来る。別の実施例では、複数のデータストリームはインタレースを共有出来
る。
【００５４】
　図９Ａは、基地局１１０でのＴＸ伝送データプロセッサの一実施例のブロック図を示す
。ＴＸデータプロセッサ１２０は、Ｔデータストリーム用のＴ ＴＸデータストリームプ
ロセッサ９１０ａ－９１０ｔ、オーバーヘッド／制御データ用のＴＸオーバヘッドデータ
プロセッサ９３０、ＴＤＭ及びＦＤＭパイロット用のパイロットプロセッサ９３２、及び
マルチプレクサ（Ｍｕｘ）９４０を含む。各データストリームプロセッサ９１０は、対応
するデータシンボルストリーム｛Ｙｉ｝、但しｉ∈｛１・・・Ｔ｝の場合、を生成するた
めにそれぞれのデータストリーム｛ｄｉ｝を処理する。
【００５５】
　各ＴＸデータストリームプロセッサ９１０内では、エンコーダ９１２が、そのデータス
トリーム｛ｄｉ｝用のデータパケットを受け取り、符号化し、そして符号化されたパケッ
トを供給する。エンコーダ９１２は、例えば、リードソロモンの外部符号及びターボ又は
畳み込みの内部符号からなる連結符合に従い、符号化を行なう。この場合、図６の中で示
されるように、エンコーダ９１２は、Ｎｒｓの符号化されたパケットを生成するため各ブ
ロックのＫｒｓデータパケットを符号化する。符号化は、データストリームのための伝送
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の信頼性を増加させる。エンコーダ９１２は又、各符号化されたパケットに対する周期的
冗長検査（ＣＲＣ）価値を生成し付け加えることが出来、それは、無線デバイスによって
エラー検出のために（即ち、パケットが正確に或いは間違ってデコードされるのかどうか
を決定するために)使用されることが出来る。エンコーダ９１２又、符号化されたパケッ
トを混ぜる(shuffle)ことが出来る。
【００５６】
　インタリーバ９１４は、エンコーダ９１２から符号化されたパケットを受け取り、イン
タリーブされたパケットを生成するために、各符号化されたパケットの中のビットをイン
タリーブする。インターリービングは、パケットのための、時間及び／又は周波数ダイバ
ーシティを提供する。スロットバッファ９１６はこのあと、例えば、図８Ａ又は８Ｂの中
で示されるように、データストリームに割り当てられた全てのスロット用に、インタリー
ブされたパケットで一杯になる。
【００５７】
　スクランブラ９１８は、ビットをランダム化するためにＰＮシーケンスを備えた各スロ
ット用のビットを受け取り、スクランブルをかける(scramble)。Ｍの異なるＰＮシーケン
スはＭのスロットインデックスのために使用されることが出来る。Ｍ ＰＮシーケンスは
、例えば、特別の生成器多項式(a particular generator polynomial)、例、ｇ（ｘ）＝
ｘ１５＋ｘ１４＋１、を実行する線形のフィードバックシフトレジスタ（ＬＦＳＲ）で生
成されることが出来る。ＬＦＳＲは、各スロットインデックス用の異なる１５ビットの初
期値がロードされることが出来る。更に、ＬＦＳＲは、各シンボル期間の最初に再ロード
されることが出来る。スクランブラ９１８は、スクランブルをかけられたビットを生成す
るために、スロット中の各ビット上でＰＮシーケンス中のビットを用いて排他的論理和を
行なうことが出来る。
【００５８】
　ビット対シンボル マッピングユニット９２０は、スクランブラ９１８から各スロット
用のスクランブルをかけられたビットを受け取り、データストリーム用に選択された変調
スキーム(例、ＱＰＳＫ又は１６－ＱＡＭ)に従ってこれらのビットを変調シンボルにマッ
ピングし、そしてスロット用のデータシンボルを供給する。シンボルマッピングは、（１
）Ｂビット２進値(B-bit binary values)を形成するためにＢビットのセットをグループ
化すること、なおここでＢ≧１、そして、（２）各Ｂビット２進値を、変調スキームのた
めの信号群におけるポイント用の複素数値(a complex value for a point in a signal c
onstellation)にマッピングすること、によって達成される。エンコーダ９１２のための
外部及び内部符号と、マッピングユニット９２０のための変調スキームは、データストリ
ーム用に使用されるモードによって決定される。
【００５９】
　もしデータストリームが階層符号化を使って送られる場合、そのときベースストリーム
は、変調シンボルの第１ストリームを生成するために、1セットの処理装置(processing u
nits)９１２－９２０によって処理されることが出来、又、エンハンスメントストリーム
は、変調シンボル(簡単にするために図９にいては示されない)の第２ストリームを生成す
るために、別のセットの処理装置９１２－９２０によって処理されることが出来る。テー
ブル1の中で示されるように、ベースストリーム及びエンハンスメントストリームの両方
に対し、同じ符号化及び変調スキームが使用されてもよく、或いは、２つのストリームに
対しては、異なる符号化及び変調スキームが使用されてもよい。結合器(a combiner)がそ
のあと、データストリーム用のデータシンボルを生成するために、第１及び第２の変調シ
ンボルストリームを受け取り、組み合わせる(combine)ことが出来る。階層符号化も又、
他の方法で行なわれることが出来る。例えば、ベースストリーム及びエンハンスメントス
トリームの両方のためのスクランブルをかけられたビットは、データストリームにデータ
シンボルを供給する単一のビット対シンボル マッピングユニットに、供給されることが
出来る。
【００６０】
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　スロット対インタレース マッピングユニット９２２は、システムによって使用される
スロット対インタレース マッピングスキームに基づき、データストリーム｛ｄｉ｝に割
り当てられた各スロットを適切なインタレースにマッピングする（例、図５の中で示され
るように)。シンボル対サブバンド マッピングユニット９２４は、そのあと、各スロット
中のＳデータシンボルを、スロットがマッピングされるインタレース中の適切なサブバン
ドにマッピングする。シンボル対サブバンド マッピングは、上記に説明されたように、
スロットのために使用されるＳサブバンド全体にわたりＳデータシンボルを分布する(to 
distribute)方法で行なわれることが出来る。マッピングユニット９２４は、データスト
リーム｛ｄｉ｝に、データストリーム用に使用される適切なサブバンドにマッピングされ
るデータシンボルを供給する。
【００６１】
　ＴＸオーバヘッドデータプロセッサ９３０は、オーバーヘッド/制御 データ用に使用さ
れる符号化及び変調スキームに従いオーバーヘッド/制御 データを処理し、オーバーヘッ
ドシンボル(overhead symbols)を提供する。パイロットプロセッサ９３２は、ＴＤＭ及び
ＦＤＭパイロットのための処理を行ない、パイロットシンボル(pilot symbols)を提供す
る。マルチプレクサ９４０は、Ｔデータストリーム用のマッピングされたデータシンボル
をＴＸデータストリームプロセッサ９１０ａ－９１０ｔから、オーバーヘッドシンボルを
オーバヘッドデータプロセッサ９３０から、パイロットシンボルをパイロットプロセッサ
９３２から、そしてガードシンボル(guard symbols)を、受け取る。マルチプレクサ９４
０は、コントローラ１４０からのＭＵＸ＿ＴＸに基づき、適切なサブバンド上でシンボル
期間(onto the proper subbands and symbol periods),データシンボル、オーバーヘッド
シンボル、パイロットシンボル及びガードシンボルを提供し、合成シンボルストリーム、
｛Ｙｃ｝を出力する。
【００６２】
　図９Ｂは、基地局１１０での変調器１３０の一実施例のブロック図を示す。変調器１３
０は逆高速フーリエ変換(inverse fast Fourier transform)（ＩＦＦＴ）ユニット９５０
及び周期的プレフィクス発生器（a cyclic prefix generator）９５２を含む。各シンボ
ル期間、ＩＦＦＴユニット９５０は、Ｎ時間ドメインサンプル(N time-domain samples)
を含んだ「変換された(transformed)」シンボルを得るために、Ｎトータルサブバンド用
のＮシンボル(the N symbols for the N total subbands)を、Ｎ－ポイントＩＦＦＴを有
する時間ドメイン(the time domain with an N-point IFFT)に変換する。周波数選択性フ
ェージング(frequency selecting fading)によって引き起こされる符号間干渉(intersymb
ol interference)（ＩＳＩ）を抑制するために(to combat)、周期的プレフィックス発生
器９５２は、Ｎ＋Ｃサンプルを含んでいる対応するＯＦＤＭシンボルを形成するために、
各変換されたシンボルの部分（又はＣサンプル)を繰り返す。繰り返された部分は、周期
的プレフィックス(a cyclic prefix)又はガード間隔(guard interval)としばしば呼ばれ
る。例えば、周期的プレフィックス長さは、Ｎ＝４０９６の場合、Ｃ＝５１２であるかも
しれない。各ＯＦＤＭは、Ｎ＋Ｃサンプル期間である１ＯＦＤＭシンボル期間（又は、単
に、シンボル期間）に伝送される。周期的プレフィックス発生器９５２は、合成シンボル
ストリーム｛Ｙｃ｝に出力サンプルストリーム｛Ｙ｝を供給する。
【００６３】
　図１０Ａは、無線デバイス１５０復調器(demodulator)の一実施例のブロック図を示す
。
【００６４】
復調器１６０は、周期的プレフィックス除去ユニット(a cyclic prefix removal unit)１
０１２、フーリエ変換ユニット(a Fourier transform unit)１０１４、チャネル推定器(a
 channel estimator)１０１６、及び検出器(a detector)１０１８を含む。周期的プレフ
ィックス除去ユニット１０１２は、各受信されたＯＦＤＭシンボル中の周期的プレフィッ
クスを除去し(removes)、Ｎ入力サンプルのシーケンス、{ｘ(ｎ)}、を受信されたＯＦＤ
Ｍシンボルのために供給する。フーリエ変換ユニット１０１４は、各選択されたインタレ
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ースｍのための入力サンプルシーケンス{ｘ(ｎ)}上で部分的フーリエ変換を行ない、1セ
ットのＳ受信されたシンボル(a set of S received symbols)、｛Ｘｍ(k)｝｝、をそのイ
ンタレースに供給する、なおここでｍ＝１・・・Ｍである。チャネル推定器１０１６は、
入力サンプルシーケンス{ｘ(ｎ)}に基づいた、各選択されたインタレースｍのためのチャ
ネル利得推定値(channel gain estimate)
【数１】

【００６５】
を導き出す(derives)。検出器１０１８は、そのインタレース用のチャネル利得推定値
【数２】

【００６６】
を持った各選択されたインタレースのための該セットのＳ受信されたシンボル｛Ｘｍ(k)
｝｝に関し検波(detection)（例、等化(equalization)又は整合フィルタリング(matched 
filtering)）を行い、そのインタレースのためのＳ検波されたデータシンボル(S detecte
d data symbols)
【数３】

【００６７】
を供給する。
【００６８】
　図１０Ｂは、無線デバイス１５０でのＲＸデータプロセッサの一実施例のブロック図を
示す。マルチプレクサ１０３０は、検波器１０１８からの全てのインタレース用の検波さ
れたデータシンボルを受け取り、ＭＵＸ＿ＲＸ制御に基づき各シンボル期間の検波された
データ及びオーバーヘッドシンボルの多重化を行ない(performs multiplexing)、夫々の
ＲＸデータストリームプロセッサ１０４０にとって関心のある(of interest to a respec
tive RX data stream processor)各検波されたデータシンボルストリームを供給し、ＲＸ
オーバヘッドデータプロセッサ１０６０に検波されたオーバーヘッドシンボルストリーム
を供給する。
【００６９】
　各ＲＸデータストリームプロセッサ１０４０内で、サブバンド対シンボル デマッピン
グユニット(a subband-to-symbol demapping unit)１０４２が、各選択されたインタレー
スの中の各サブバンド上の受信されたシンボルをスロット内の適切な位置(position)にマ
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ッピングする。インタレース対スロット デ゛マッピングユニット (an interlace-to-slo
t demapping unit)１０４４は、各選択されたインタレースを適切なスロットにマッピン
グする。シンボル対ビット デ゛マッピングユニット (a symbol-to-bit demapping unit)
１０４６は、各スロット用の受信されたシンボルを符号ビットにマッピングする。デスク
ランブラ(descrambler)１０４８は、各スロット用の符号ビットをデスクランブルし(desc
rambles)し、デスクランブルされたデータ(descrambled data)を供給する。スロットバッ
ファ１０５０は、デスクランブルされたデータの1以上のスロットをバッファし、必要と
されるようなパケットのリアセンブリを行ない(performs reassembly)、デスクランブル
されたパケットを供給する。デインタリーバ(deinterleaver)１０５２は、各デスクラン
ブルされたパケットをデインタリーブし(deinterleaves)、デインタリーブされたパケッ
ト(a deinterleaved packet)を供給する。デコーダ(a decoder)１０５４は、デインタリ
ーブされたパケットをデコード(decodes)し、データストリーム｛ｄｉ｝用のデコードさ
れたデータパケットを供給する。一般に、ＲＸデータストリームプロセッサ１０４０内の
ユニットによって行なわれる処理は、図９Ａの中のＴＸデータストリームプロセッサ９１
０内の対応するユニットによって行なわれる処理に相補的(complementary)である。シン
ボル対ビット デ゛マッピング及びデコーディングは、データストリーム用に使用される
モードに従って行なわれる。ＲＸオーバヘッドデータプロセッサ１０６０は、受信された
オーバーヘッドシンボルを処理し、デコードされたオーバーヘッドデータを供給する。
【００７０】
　Ｍインタレースの周期的な構造のために、フーリエ変換ユニット１０１４は、そのイン
タレース用のそのセットのＳ受信されたシンボル(the set of S received symbol)｛Ｘｍ
(k)｝｝を得るため、各選択されたインタレースｍのための部分的Ｓ'ポイントフーリエ変
換(a partial S'-point Fourier transform)を行なうことが出来る。インタレースｍ、こ
こでｍ＝１・・・Ｍ、の全てのＳサブバンドを含んでいるＳ'サブバンドのためのフーリ
エ変換は、次のように表わされることが出来る：
【数４】

【００７１】
ここで、ｘ(ｎ)は、サンプル期間ｎ、
【数５】

【００７２】
、及びＮ＝Ｍ・Ｓ’の場合の入力サンプルである。
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【数６】

【００７３】
ここで、
【数７】

【００７４】
は、回転させられたサンプル(a rotated sample)であり、入力サンプルｘ(ｎ)を、サンプ
ルからサンプルへと変わるフェーザー(a phasor that varies from sample to sample)で
ある

【数８】

【００７５】
によって回転させることにより(by rotating)得られ（項ｍ－１及びｎ－１の指数におけ
る－１は、０の代わりに１で始まるインデックスナンバリングスキーム(an index number
ing scheme)のためである）、又、
ｇｍ(ｎ)は、Ｓ’サンプルによって相隔てられた、Ｍ回転させられたサンプル(M rotated
 samples)を累積すること(accumulating)により得られる時間ドメイン値(a time-domain 
value)である。
【００７６】
　式（１）は次のように表わされることが出来る：
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【数９】

【００７７】
　インタレースｍのための部分的Ｓ'ポイントフーリエ変換は、次のように行われる。Ｎ
回転させられたサンプル
【数１０】

【００７８】
のシーケンスを得るために、式（２）において示されるように、１シンボル期間のシーケ
ンス｛ｘ(ｎ)｝におけるＮ入力サンプルの各々が、

【数１１】

【００７９】
によって先ず回転させられる。式（３）において示されるように、Ｓ’時間ドメイン値｛
ｇｍ(ｎ)｝を得るために、Ｓ’セットのＭ回転させられたサンプルの中で、回転させられ
たサンプルがそのあと累積される。各セットは、シーケンス
【数１２】

【００８０】
において全てのＳ’番目の回転させられたサンプル(every S'-th rotated sample)を含ん
でおり、Ｓ’セットは、シーケンス
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【数１３】

【００８１】
における異なる開始の回転させられたサンプル(different starting rotated samples)に
関連している。インタレースｍのためのＳ'受け取られたシンボル(the S' received symb
ols)を得るために、通常のＳ'ポイントフーリエ変換(a normal S'-point Fourier transf
orm)がそのあと、Ｓ'時間ドメイン値{ｇｍ(ｎ)}上で行なわれる。Ｓ使用可能なサブバン
ドのための受信されたシンボルは保持され(retained)、そのあと、Ｓ'－Ｓの未使用のサ
ブバンドのための受信されたシンボルは廃棄される(discarded)。
【００８２】
　チャネル推定のため(for channel estimation)、部分的Ｓ'ポイントフーリエ変換が、1
セットのＳ受信されたパイロットシンボル、{Ｘｐ(ｋ)}又はＸ（Ｍ・ｋ＋ｐ）、を得るた
めに、ＦＤＭパイロット用に使用されるインタレースｐのためのＮ入力サンプル上で行な
われることが出来る。インタレースｐにおけるサブバンドのためのチャネル利得推定値
【数１４】

【００８３】
を得るために、受信されたパイロットシンボル上の変調(the modulation on the receive
d pilot symbols)がそのあと、次のとおり取り除かれる(removed):

【数１５】

【００８４】
ここで、Ｐ（Ｍ・ｋ＋ｐ）は、インタレースｐ中のｋ番目のサブバンド(the k-th subban
d)のための知られたパイロットシンボルであり、「＊」は、複素共役(a complex conjuga
te)である。式（５）は、全てのＳ'サブバンドがパイロット伝送に使用されることを前提
にしている。
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【数１６】

【００８５】
として表わされることが出来る、Ｓ'変調された時間ドメインチャネル利得値のシーケン
ス(a sequence of S' modulated time-domain channel gain values)、｛ｈｐ(ｎ)｝、を
得るために、Ｓ'ポイントＩＦＦＴがそのあとチャネル利得推定値
【数１７】

【００８６】
に関し行なわれる。シーケンス｛ｈｐ(ｎ)｝中のチャネル利得値はそのあと、Ｓ'デロー
テートされた時間ドメインチャネル利得値のシーケンス(a sequence of S' derotated ti
me-domain channel gain values)

【数１８】

【００８７】
を得るために、
【数１９】

【００８８】
で掛け算することによってデローテートされる(derotated by multiplication with)。
【００８９】
　インタレースｍ中のサブバンドのためのチャネル利得推定値は、そのとき次のように表
わされることが出来る:
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【数２０】

【００９０】
　式（６）の中で示されるように、インタレースｍ中のサブバンドのためのチャネル利得
推定値は、Ｓ’回転させられたチャネル利得値のシーケンス

【数２１】

【００９１】
を得るために、シーケンス{ｈ(n)}中の各デローテートされた時間ドメインチャネル利得
値を
【数２２】

【００９２】
によって先ず掛け算することによって得られることが出来る。通常のＳ’ポイントＦＦＴ
がこのあと、インタレースｍ中のサブバンドのためのＳ’チャネル利得推定値を得るため
にシーケンス
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【数２３】

【００９３】
に関し行われる。インタレースｍのための回転させられたチャネル利得値が
【数２４】

【００９４】
として得られることが出来るように、
【数２５】

【００９５】
によるｈｐ(ｎ)のデローテーション(the derotation)と

【数２６】

【００９６】
によるｈ(ｎ)の回転(the rotation)とが、組み合わされる(combined)ことが出来る。
【００９７】
　例示的なチャネル推定スキーム(channel estimation scheme)が上記に説明されてきた
。チャネル推定(the channel estimation)は又、他の方法で行なわれることが出来る。例
えば、パイロット伝送用に使用される異なるインタレースのために得られるチャネル推定
値(the channel estimates)は、対象となっている各インタレース(each interlace of in
terest)のためにより正確なチャネル推定値を得るために、フィルタにかけられことが出
来（例、長い間にわたって(over time)）、及び／又は、後処理される(post-processed)
ことが出来る（例、インパルスリスポンス{ｈ(ｎ)}の最小二乗推定値(a least square es
timate)に基づき)。
【００９８】
　ここで説明された多重化技術(the multiplexing techniques)は、様々な手段によって
実施されることが出来る。例えば、これらの技術は、ハードウェア、ソフトウェアあるい
はそれらの組合せで実施されることが出来る。ハードウェアの実施については、基地局で
多重化を行なうために使用される処理装置は、１以上の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ
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ｓ）、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰｓ）、デジタル信号処理装置（ＤＳＰＤｓ）
、プログラマブルロジック装置（ＰＬＤｓ）、フィールドプログラマブルゲートアレー（
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、
ここで説明された機能を実行するように設計された他の電子装置、或いはこれらの組み合
わせの中で実施されることが出来る。無線デバイスでの相補的処理を実行するために使用
される処理装置は又、１以上のＡＳＩＣｓ、ＤＳＰｓ、などの中で実施されることが出来
る。
【００９９】
　ソフトウェアの実施については、多重化技術は、ここで説明された機能を実行するモジ
ュール（例、手続き、機能、など）で実施されることが出来る。ソフトウェアコードは、
記憶装置（例、図１における記憶装置１４２又は１８２）に保存され、プロセッサ（例、
コントローラ１４０又は１８０）によって実行されることが出来る。記憶装置はプロセッ
サ内に又はプロセッサの外部で実施されることが出来、その場合には、それは、本技術分
野で知られているように、様々な手段を介して、プロセッサに通信上結合されることが出
来る。
【０１００】
　開示された実施例の以上の説明は、当業者の誰もが本発明を作り又は使用できるように
提供されている。これら実施例の様々の変形は当業者には容易に明らかであり、ここに定
義された包括的な原理は本発明の精神或いは範囲を逸脱することなく他の実施例に適用さ
れることが出来る。従って、本発明は、ここで示された実施例に限定されるように意図さ
れてはおらず、ここに開示された原理及び新規な特徴と矛盾しない、最も広い範囲が与え
られるべきものである。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図５】 【図６】

【図７Ａ】
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【図７Ｂ】 【図８Ａ】

【図８Ｂ】 【図９Ａ】
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【図９Ｂ】

【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】

【手続補正書】
【提出日】平成21年12月25日(2009.12.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線マルチ－キャリア通信システムにおけるデータ伝送方法であって、
　スロットを複数のデータシンボルストリームの各々に割り当てることと、なおここでは
、各スロットは伝送のユニットであり、複数のスロットは各シンボル期間において周波数
分割多重化されている；
　各データシンボルストリーム中のデータシンボルを前記データシンボルストリームに割
り当てられた前記スロット上で多重化することと；
　伝送用に使用可能な複数の周波数サブバンドで２Ｎのオーバーラップしないインタレー
スを形成することと、なおここでは、Ｎ≧１であり各インタレースは前記複数の周波数サ
ブバンドの中から選択された異なるセットの周波数サブバンドである；
　各シンボル期間における前記複数のスロットを前記２Ｎのインタレースにマッピングす
ることと；
　前記複数のデータシンボルストリームに対し多重化されたデータシンボルで合成シンボ
ルストリームを形成することと、なおここでは、前記複数のデータシンボルストリームは
受信機によって独立して回復可能である；
　を備える方法。
【請求項２】
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　Ｎが１、２、３、又は４に等しい、前記請求項１記載の方法。
【請求項３】
　無線マルチ－キャリア通信システムにおけるデータ伝送方法であって、
　スロットを複数のデータシンボルストリームの各々に割り当てることと、なおここでは
、各スロットは伝送のユニットであり、複数のスロットは各シンボル期間において周波数
分割多重化されている；
　各データシンボルストリーム中のデータシンボルを前記データシンボルストリームに割
り当てられた前記スロット上で多重化することと；
　伝送用に使用可能なＵ周波数サブバンドで複数のオーバーラップしないインタレースを
形成することと、なおここでは、Ｕ＞１であり各インタレースは前記Ｕ周波数サブバンド
の中から選択された異なるセットの周波数サブバンドである；
　各シンボル期間における前記複数のスロットを前記複数のインタレースにマッピングす
ることと；
　前記複数のデータシンボルストリームに対し多重化されたデータシンボルで合成シンボ
ルストリームを形成することと、なおここでは、前記複数のデータシンボルストリームは
受信機によって独立して回復可能である；
　を備え、
　前記方法は、
　各データストリームに対し１データシンボルストリームで、前記複数のデータシンボル
ストリームを得るために複数のデータストリームを処理すること、
　を更に備える、
　方法。
【請求項４】
　無線マルチ－キャリア通信システムにおけるデータ伝送方法であって、
　スロットを複数のデータシンボルストリームの各々に割り当てることと、なおここでは
、各スロットは伝送のユニットであり、複数のスロットは各シンボル期間において周波数
分割多重化されている；
　各データシンボルストリーム中のデータシンボルを前記データシンボルストリームに割
り当てられた前記スロット上で多重化することと；
　前記複数のデータシンボルストリームに対し多重化されたデータシンボルで合成シンボ
ルストリームを形成することと、なおここでは、前記複数のデータシンボルストリームは
受信機によって独立して回復可能である；
　を備え、
　前記の、前記スロットを前記複数のデータシンボルストリームの各々に割り当てること
は、特定の数のスロットを各データシンボルストリームに、前記データシンボルストリー
ム用に使用される少なくとも１符号化及び変調スキームと少なくとも１パケットサイズと
に基づき割り当てること、を備える、
　方法。
【請求項５】
　無線マルチ－キャリア通信システムにおけるデータ伝送方法であって、
　スロットを複数のデータシンボルストリームの各々に割り当てることと、なおここでは
、各スロットは伝送のユニットであり、複数のスロットは各シンボル期間において周波数
分割多重化されている；
　各データシンボルストリーム中のデータシンボルを前記データシンボルストリームに割
り当てられた前記スロット上で多重化することと；
　前記複数のデータシンボルストリームに対し多重化されたデータシンボルで合成シンボ
ルストリームを形成することと、なおここでは、前記複数のデータシンボルストリームは
受信機によって独立して回復可能である；
　を備え、
　前記複数のデータストリームを処理することは、
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　前記データストリーム用の符号化されたパケットを生成する符号化スキームに従い、各
データストリーム用のデータパケットを符号化することと、
　前記対応するデータシンボルストリーム用のデータシンボルを生成する変調スキームに
従い、各データストリーム用の前記符号化されたパケットを変調することと、
　を備える、
　方法。
【請求項６】
　無線マルチ－キャリア通信システムにおけるデータ伝送方法であって、
　スロットを複数のデータシンボルストリームの各々に割り当てることと、なおここでは
、各スロットは伝送のユニットであり、複数のスロットは各シンボル期間において周波数
分割多重化されている；
　各データシンボルストリーム中のデータシンボルを前記データシンボルストリームに割
り当てられた前記スロット上で多重化することと；
　前記複数のデータシンボルストリームに対し多重化されたデータシンボルで合成シンボ
ルストリームを形成することと、なおここでは、前記複数のデータシンボルストリームは
受信機によって独立して回復可能である；
　を備え、
　各データストリーム用のデータパケットを符号化することは、予め定められた時間区分
の各フレームにおける各データストリーム用の整数の数のデータパケットを符号化するこ
とを備え、
　前記の、前記スロットを前記複数のデータシンボルストリームの各々に割り当てること
は、整数の数のスロットを、各フレームにおける各データシンボルストリームに、前記対
応するデータストリーム用の前記フレームにおける伝送されている前記数のデータパケッ
トに基づき、割り当てることを備えている、
　方法。
【請求項７】
　無線マルチ－キャリア通信システムにおけるデータ伝送方法であって、
スロットを複数のデータシンボルストリームの各々に割り当てることと、なおここでは、
各スロットは伝送のユニットであり、複数のスロットは各シンボル期間において周波数分
割多重化されている；
　各データシンボルストリーム中のデータシンボルを前記データシンボルストリームに割
り当てられた前記スロット上で多重化することと；
　前記複数のデータシンボルストリームに対し多重化されたデータシンボルで合成シンボ
ルストリームを形成することと、なおここでは、前記複数のデータシンボルストリームは
受信機によって独立して回復可能である；
　を備え、
　前記の、前記スロットを前記複数のデータシンボルストリームの各々に割り当てること
は、各データシンボルストリームを、前記データシンボルストリーム用に使用される符号
化及び変調スキームとデコーディング制約条件とによって決定される特定の数のスロット
に割り当てること、を備える、
　方法。
【請求項８】
　無線マルチ－キャリア通信システムにおける装置であって、
　スロットを複数のデータシンボルストリームの各々に割り当てるように動作するコント
ローラと、なおここでは、各スロットは伝送のユニットであり、複数のスロットは各シン
ボル期間において周波数分割多重化されている；
　各データシンボルストリーム中のデータシンボルを前記データシンボルストリームに割
り当てられた前記スロット上に多重化し、前記複数のデータシンボルストリームに対し多
重化されたデータシンボルで合成シンボルストリームを形成するように動作するデータプ
ロセッサと、なおここでは、前記複数のデータシンボシンボルストリームは、受信機によ
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って独立して回復可能である；
　を備え、
　前記コントローラは更に、各シンボル期間において前記複数のスロットの中からパイロ
ット伝送用のスロットを選択するように動作し、又、前記データプロセッサは更に、パイ
ロット伝送用に使用される前記スロット上にパイロットシンボルを多重化するように動作
する、
　装置。
【請求項９】
　無線マルチ－キャリア通信システムにおける装置であって、
　スロットを複数のデータシンボルストリームの各々に割り当てるように動作するコント
ローラと、なおここでは、各スロットは伝送のユニットであり、複数のスロットは各シン
ボル期間において周波数分割多重化されている；
　各データシンボルストリーム中のデータシンボルを前記データシンボルストリームに割
り当てられた前記スロット上に多重化し、前記複数のデータシンボルストリームに対し多
重化されたデータシンボルで合成シンボルストリームを形成するように動作するデータプ
ロセッサと、なおここでは、前記複数のデータシンボシンボルストリームは、受信機によ
って独立して回復可能である；
　を備え、
　前記コントローラは更に、特定の数のスロットを各データシンボルストリームに、前記
データシンボルストリーム用に使用される少なくとも１符号化及び変調スキームと少なく
とも１パケットサイズとに基づき割り当てるように動作する、
　装置。
【請求項１０】
　無線マルチ－キャリア通信システムにおける装置であって、
　スロットを複数のデータシンボルストリームの各々に割り当てるように動作するコント
ローラと、なおここでは、各スロットは伝送のユニットであり、複数のスロットは各シン
ボル期間において周波数分割多重化されている；
　各データシンボルストリーム中のデータシンボルを前記データシンボルストリームに割
り当てられた前記スロット上に多重化し、前記複数のデータシンボルストリームに対し多
重化されたデータシンボルで合成シンボルストリームを形成するように動作するデータプ
ロセッサと、なおここでは、前記複数のデータシンボシンボルストリームは、受信機によ
って独立して回復可能である；
　を備え、
　前記コントローラは更に、伝送用に使用可能なＵ周波数サブバンドで複数のオーバーラ
ップしないインタレースを形成するように（なおここで、Ｕ＞１）、又、各シンボル期間
における前記複数のスロットを前記複数のインタレースにマッピングするように、動作し
、各インタレースは前記Ｕ周波数サブバンドの中から選択された異なるセットの周波数サ
ブバンドであり、
　前記データプロセッサは更に、各データストリームに対し１データシンボルストリーム
で、複数のデータシンボルストリームを得るために複数のデータストリームを処理するよ
うに動作する、
　装置。
【請求項１１】
　無線マルチ－キャリア通信システムにおける装置であって、
　スロットを複数のデータシンボルストリームの各々に割り当てるように動作するコント
ローラと、なおここでは、各スロットは伝送のユニットであり、複数のスロットは各シン
ボル期間において周波数分割多重化されている；
　各データシンボルストリーム中のデータシンボルを前記データシンボルストリームに割
り当てられた前記スロット上に多重化し、前記複数のデータシンボルストリームに対し多
重化されたデータシンボルで合成シンボルストリームを形成するように動作するデータプ
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ロセッサと、なおここでは、前記複数のデータシンボシンボルストリームは、受信機によ
って独立して回復可能である；
　を備え、
　前記コントローラは更に、伝送用に使用可能なＵ周波数サブバンドで複数のオーバーラ
ップしないインタレースを形成するように（なおここで、Ｕ＞１）、又、各シンボル期間
における前記複数のスロットを前記複数のインタレースにマッピングするように、動作し
、各インタレースは前記Ｕ周波数サブバンドの中から選択された異なるセットの周波数サ
ブバンドであり、
　前記無線マルチ－キャリア通信システムは、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）を利用す
る、
　装置。
【請求項１２】
　無線マルチ－キャリア通信システムにおける装置であって、
　スロットを複数のデータシンボルストリームの各々に割り当てるように動作するコント
ローラと、なおここでは、各スロットは伝送のユニットであり、複数のスロットは各シン
ボル期間において周波数分割多重化されている；
　各データシンボルストリーム中のデータシンボルを前記データシンボルストリームに割
り当てられた前記スロット上に多重化し、前記複数のデータシンボルストリームに対し多
重化されたデータシンボルで合成シンボルストリームを形成するように動作するデータプ
ロセッサと、なおここでは、前記複数のデータシンボシンボルストリームは、受信機によ
って独立して回復可能である；
　を備え、
　前記コントローラは更に、伝送用に使用可能なＵ周波数サブバンドで複数のオーバーラ
ップしないインタレースを形成するように（なおここで、Ｕ＞１）、又、各シンボル期間
における前記複数のスロットを前記複数のインタレースにマッピングするように、動作し
、各インタレースは前記Ｕ周波数サブバンドの中から選択された異なるセットの周波数サ
ブバンドであり、
　前記無線マルチ－キャリア通信システムは、ブロードキャストシステムである、
　装置。
【請求項１３】
　無線マルチ－キャリア通信システムにおける装置であって、
　スロットを複数のデータシンボルストリームの各々に割り当てる手段と、なおここでは
、各スロットは伝送のユニットであり、複数のスロットは各シンボル期間において周波数
分割多重化されている；
　各データシンボルストリーム中のデータシンボルを前記データシンボルストリームに割
り当てられた前記スロット上に多重化する手段と；
　前記複数のデータシンボルストリームに対し多重化されたデータシンボルで合成シンボ
ルストリームを形成する手段と、なおここでは、前記複数のデータシンボルストリームは
受信機によって独立して回復可能である；
　各シンボル期間において前記複数のスロットの中からパイロット伝送用のスロットを選
択する手段と、
　パイロット伝送用に使用される前記スロット上にパイロットシンボルを多重化する手段
と、
　を備える装置。
【請求項１４】
　無線マルチ－キャリア通信システムにおける装置であって、
　スロットを複数のデータシンボルストリームの各々に割り当てる手段と、なおここでは
、各スロットは伝送のユニットであり、複数のスロットは各シンボル期間において周波数
分割多重化されている；
　各データシンボルストリーム中のデータシンボルを前記データシンボルストリームに割
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り当てられた前記スロット上に多重化する手段と；
　前記複数のデータシンボルストリームに対し多重化されたデータシンボルで合成シンボ
ルストリームを形成する手段と、なおここでは、前記複数のデータシンボルストリームは
受信機によって独立して回復可能である；
　伝送用に使用可能なＵ周波数サブバンドで複数のオーバーラップしないインタレースを
形成する手段と、なおここでは、Ｕ＞１であり各インタレースは前記Ｕ周波数サブバンド
の中から選択された異なるセットの周波数サブバンドである；
　各シンボル期間における前記複数のスロットを前記複数のインタレースにマッピングす
る手段と；
　を備え、
　前記装置はさらに、
　各データストリームに対し１データシンボルストリームで、複数のデータシンボルスト
リームを取得するために複数のデータストリームを処理する手段、
　を備える、
　装置。
【請求項１５】
　無線マルチ－キャリア通信システムにおけるデータ受信方法であって、
　前記システム中の送信機により伝送される複数のデータストリームの中から１以上の回
復用データストリームを選択することと；
　各選択されたデータストリーム用に使用されるスロットを決定することと、なおここで
は、各スロットは伝送のユニットであり、複数のスロットは各シンボル期間において周波
数分割多重化されており、又、ここでは、前記複数のデータストリームの各々に対しデー
タシンボルが前記データストリームに割り当てられたスロット上に多重化されており、そ
してここでは、前記複数のデータストリームは受信機によって独立して回復可能である；
　各選択されたデータストリーム用に使用されるスロットのために得られる検出されたデ
ータシンボルを検出されたデータシンボルストリーム上に多重化することと、なおここで
は、各検出されたデータシンボルはデータシンボルの推定値であり、少なくとも１つの検
出されたデータシンボルストリームは、回復用に選択された少なくとも１つのデータスト
リームのために得られる；
　対応するデコードされたデータストリームを取得するために各検出されたデータシンボ
ルストリームを処理することと；
　前記スロットのために受け取られたデータシンボルを得るために各選択されたデータス
トリーム用に使用される各スロットに対し、部分フーリエ変換を行うことと、なお前記部
分フーリエ変換は、前記システムにおける全てよりは少ない周波数サブバンドに対するフ
ーリエ変換である；
　前記スロット用に検出されたシンボルを得るために各選択されたデータストリーム用に
使用される各スロットのために受け取られたデータシンボルに関し検出することと；
　を備える方法。
【請求項１６】
　無線マルチ－キャリア通信システムにおけるデータ受信方法であって、
　前記システム中の送信機により伝送される複数のデータストリームの中から１以上の回
復用データストリームを選択することと；
　各選択されたデータストリーム用に使用されるスロットを決定することと、なおここで
は、各スロットは伝送のユニットであり、複数のスロットは各シンボル期間において周波
数分割多重化されており、又、ここでは、前記複数のデータストリームの各々に対しデー
タシンボルが前記データストリームに割り当てられたスロット上に多重化されており、そ
してここでは、前記複数のデータストリームは受信機によって独立して回復可能である；
　各選択されたデータストリーム用に使用されるスロットのために得られる検出されたデ
ータシンボルを検出されたデータシンボルストリーム上に多重化することと、なおここで
は、各検出されたデータシンボルはデータシンボルの推定値であり、少なくとも１つの検
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出されたデータシンボルストリームは、回復用に選択された少なくとも１つのデータスト
リームのために得られる；
　対応するデコードされたデータストリームを取得するために各検出されたデータシンボ
ルストリームを処理することと；
　前記スロット用のチャネル推定値を得るためにパイロット伝送用に使用される各スロッ
トに対し部分フーリエ変換を行うこと、
　を備える方法。
【請求項１７】
　パイロット伝送用に使用されるスロットから得られるチャネル推定値に基づき、各選択
されたデータストリーム用に使用される各スロット用にチャネル推定値を導き出すこと、
を更に備える、前記請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
　無線マルチ－キャリア通信システムにおける装置であって、
　前記システム中の送信機により伝送される複数のデータストリームの中から少なくとも
１つの回復用データストリームを選択し、各選択されたデータストリーム用に使用される
スロットを決定するように動作するコントローラと、なおここでは、各スロットは伝送の
ユニットであり、複数のスロットは各シンボル期間において周波数分割多重化されており
、又、ここでは、前記複数のデータストリームの各々に対しデータシンボルが前記データ
ストリームに割り当てられたスロット上に多重化されており、そしてここでは、前記複数
のデータストリームは受信機によって独立して回復可能である；
　各選択されたデータストリーム用に使用されるスロットのために得られる検出されたデ
ータシンボルを検出されたデータシンボルストリーム上に多重化し、又、対応するデコー
ドされたデータストリームを得るために各検出されたデータシンボルストリームを処理す
るように動作するデータプロセッサと、なおここでは、各検出されたデータシンボルはデ
ータシンボルの推定値であり、回復用に選択された前記少なくとも１つのデータストリー
ムに対し少なくとも１つの検出されたデータシンボルストリームが得られる；
　前記スロット用に受け取られたデータシンボルを得るために各選択されたデータストリ
ーム用に使用される各スロットに対し部分フーリエ変換を行うように、又、前記スロット
用に検出されたシンボルを得るために各選択されたデータストリーム用に使用される各ス
ロット用の前記受け取られたデータシンボルに関し検出するように、動作する復調器と、
　を備える装置。
【請求項１９】
　無線マルチ－キャリア通信システムにおける装置であって、
　前記システム中の送信機により伝送される複数のデータストリームの中から少なくとも
１つの回復用データストリームを選択する手段と；
　各選択されたデータストリーム用に使用されるスロットを決定する手段と、なおここで
は、各スロットは伝送のユニットであり、複数のスロットは各シンボル期間において周波
数分割多重化されており、又、ここでは、前記複数のデータストリームの各々に対しデー
タシンボルが前記データストリームに割り当てられたスロット上に多重化されており、そ
してここでは、前記複数のデータストリームは受信機によって独立して回復可能である；
　前記スロット用に受け取られたデータシンボルを得るために各選択されたデータストリ
ーム用に使用される各スロットに対し部分フーリエ変換を行う手段と；
　前記スロット用に検出されたシンボルを得るために各選択されたデータストリームのた
めに使用される各スロット用の前記受け取られたデータシンボルに関し検出する手段と；
　各選択されたデータストリーム用に使用されるスロットのために得られる検出されたデ
ータシンボルを検出されたデータシンボルストリーム上に多重化する手段と、なおここで
は、各検出されたデータシンボルはデータシンボルの推定値であり、回復用に選択された
少なくとも１つのデータストリームに対し、少なくとも１つの検出されたデータシンボル
ストリームが得られる）；
　対応するデコードされたデータストリームを得るために各検出されたデータシンボルス
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トリームを処理する手段と；
　を備える装置。
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