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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムによって利用される少なくとも２つの無線技術の中の第1無線技術の
ために使用されるタイムスロットを確認し、前記第１無線技術のために使用される前記タ
イムスロット中で送られる複数のストリームのためのオーバヘッド情報を生成し、そして
前記複数のストリームの各ストリームにインジケータを付けるコントローラと、なおここ
では、コントロールチャネルは、前記オーバヘッド情報を搬送し、前記インジケータは、
前記コントロールチャネルを介して搬送される前記オーバヘッド情報に含まれておらず、
特定のストリームについての前記インジケータは、そのストリームについてのデータを含
むタイムスロットにおいて送られ、特定のストリームについての前記インジケータは、こ
れからやってくる時間間隔中の前記ストリームのための前記オーバヘッド情報において何
らかの変更があるかどうかを示し、そして、各ストリームのための前記オーバヘッド情報
は、前記ストリームに割り当てられるタイムスロットを示す；そして、
　伝送のための前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報を処理するプロセッ
サと；
　を備える装置。
【請求項２】
　前記第1無線技術は、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）であり、そして、前記少なくと
も２つの無線技術は、ＯＦＤＭと広帯域符号分割多元接続（ＷＣＤＭＡ）を含む、請求項
１記載の装置。
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【請求項３】
　各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、更に、前記ストリームのために使用さ
れる符号化および変調を示す、請求項１記載の装置。
【請求項４】
　前記コントローラは、前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報に対し複数
のレコードを形成し、そして、前記複数のレコードのうちの少なくとも１つは、ストリー
ム識別子フィールド、トランスポートブロックフォーマットフィールド、およびアウター
符号レートフィールドを含む、請求項１記載の装置。
【請求項５】
　前記コントローラは、更に、前記第１無線技術のために使用される前記タイムスロット
を示す情報を生成する、請求項１記載の装置。
【請求項６】
　無線通信システムにおけるオーバヘッド情報を伝送する方法であって、
　前記無線通信システムによって利用される少なくとも２つの無線技術の中の第1無線技
術のために使用されるタイムスロットを、無線通信装置によって、確認することと;
　前記第１無線技術のために使用される前記タイムスロット中で送られる複数のストリー
ムのためのオーバヘッド情報を、前記無線通信装置によって、決定することと、なおここ
では、各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、前記ストリームに割り当てられる
タイムスロットを示す；
　伝送のための前記複数のストリームのためのオーバヘッド情報を、前記無線通信装置に
よって、処理することと；そして、
　前記複数のストリームの各ストリームにインジケータを、前記無線通信装置によって、
付けることと；
　を備えており、
　コントロールチャネルは、前記オーバヘッド情報を搬送し、前記インジケータは、前記
コントロールチャネルを介して搬送される前記オーバヘッド情報に含まれておらず、特定
のストリームについての前記インジケータは、そのストリームについてのデータを含むタ
イムスロットにおいて送られ、そして、特定のストリームについての前記インジケータは
、これからやってくる時間間隔中の前記ストリームのための前記オーバヘッド情報におい
て何らかの変更があるかどうかを示す、
　方法。
【請求項７】
　前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報に対し複数のレコードを形成する
こと、を更に備え、前記複数のレコードのうちの少なくとも１つは、ストリーム識別子フ
ィールド、トランスポートブロックフォーマットフィールド、およびアウター符号レート
フィールドを含む、請求項６記載の方法。
【請求項８】
　無線通信システムによって利用される少なくとも２つの無線技術の中の第1無線技術の
ために使用されるタイムスロットを確認するための手段と；
　前記第１無線技術のために使用される前記タイムスロット中で送られる複数のストリー
ムのためのオーバヘッド情報を決定するための手段と、なおここでは、各ストリームのた
めの前記オーバヘッド情報は、前記ストリームに割り当てられるタイムスロットを示す；
　伝送のための前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報を処理するための手
段と；そして、
　前記複数のストリームの各ストリームにインジケータを付けるための手段と；
　を備え、
　コントロールチャネルは、前記オーバヘッド情報を搬送し、前記インジケータは、前記
コントロールチャネルを介して搬送される前記オーバヘッド情報に含まれておらず、特定
のストリームについての前記インジケータは、そのストリームについてのデータを含むタ
イムスロットにおいて送られ、そして、特定のストリームについての前記インジケータは
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、これからやってくる時間間隔中の前記ストリームのための前記オーバヘッド情報におい
て何らかの変更があるかどうかを示す、
　装置。
【請求項９】
　前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報に対し複数のレコードを形成する
ための手段、を更に備え、前記複数のレコードのうちの少なくとも１つは、ストリーム識
別子フィールド、トランスポートブロックフォーマットフィールド、およびアウター符号
レートフィールドを含む、請求項８記載の装置。
【請求項１０】
　複数のタイムスロットで構成されたスーパーフレームの中で直交周波数分割多重（ＯＦ
ＤＭ）のために使用されるタイムスロットを確認し、ＯＦＤＭのために使用される前記タ
イムスロット中で送られる複数のストリームのためのオーバヘッド情報を決定し、そして
前記複数のストリームの各ストリームにインジケータを付けるコントローラと、なおここ
では、コントロールチャネルは、前記オーバヘッド情報を搬送し、前記インジケータは、
前記コントロールチャネルを介して搬送される前記オーバヘッド情報に含まれておらず、
特定のストリームについての前記インジケータは、そのストリームについてのデータを含
むタイムスロットにおいて送られ、特定のストリームについての前記インジケータは、こ
れからやってくる時間間隔中の前記ストリームのための前記オーバヘッド情報において何
らかの変更があるかどうかを示し、前記スーパーフレーム中の残りのタイムスロットは広
帯域符号分割多元接続（Ｗ－ＣＤＭＡ）のために使用され、そして、各ストリームのため
の前記オーバヘッド情報は、前記スーパーフレーム中の前記ストリームに割り当てられる
少なくとも１つのタイムスロットを示す；そして、
　前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報を処理し、そして、前記スーパー
フレーム中の前記複数のストリーム用のデータで前記処理されたオーバヘッド情報を時分
割多重化するプロセッサと；
　を備える装置。
【請求項１１】
　各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、更に、インナー符号レート、アウター
符号レート、および前記ストリームのために使用される変調方式、あるいはそれらの組合
せを示す、請求項１０記載の装置。
【請求項１２】
　各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、更に、前記ストリームのためのトラン
スポートブロックサイズを、あるいは前記ストリームのための前記スーパーフレーム中で
送られるコードブロックの数を、あるいは両方を示す、請求項１０記載の装置。
【請求項１３】
　前記コントローラは、ＯＦＤＭのために使用される前記タイムスロットに対し複数のレ
コードを形成し、各レコードは、ＯＦＤＭのために使用される少なくとも１つのタイムス
ロットをカバーしそして前記少なくとも１つのタイムスロット上で送られるストリームの
ためのオーバヘッド情報を搬送し、そして、前記複数のレコードのうちの少なくとも１つ
は、ストリーム識別子フィールド、トランスポートブロックフォーマットフィールド、お
よびアウター符号レートフィールドを含む、請求項１０記載の装置。
【請求項１４】
　前記コントローラは、前記スーパーフレーム中の前記複数のタイムスロットのための複
数のレコードを、前記スーパーフレーム中の前記複数のタイムスロットの中の少なくとも
１つのタイムスロットの各セットに対し１つのレコードで、形成し、なおここでは、各レ
コードは、少なくとも１つのタイムスロットの前記対応するセットがＯＦＤＭのために使
用されるのかどうかを示し、そして、もしＯＦＤＭのために使用されるのであれば、更に
、少なくとも１つのタイムスロットの前記セットの中で送られるストリームのためのオー
バヘッド情報を搬送し、そして、前記複数のレコードのうちの少なくとも１つは、ストリ
ーム識別子フィールド、トランスポートブロックフォーマットフィールド、およびアウタ
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ー符号レートフィールドを含む、請求項１０記載の装置。
【請求項１５】
　前記コントローラは、前記複数のストリームのための複数のレコードを形成し、そして
、各レコードは、前記複数のストリームのうちの１つのためのオーバヘッド情報を搬送し
、そして、前記複数のレコードのうちの少なくとも１つは、ストリーム識別子フィールド
、トランスポートブロックフォーマットフィールド、およびアウター符号レートフィール
ドを含む、請求項１０記載の装置。
【請求項１６】
　前記スーパーフレームは複数のアウターフレームを備え、各アウターフレームは複数の
フレームを備え、そして、各フレームは少なくとも２つのタイムスロットを備える、請求
項１０記載の装置。
【請求項１７】
　前記コントローラは、前記スーパーフレームの各アウターフレーム中の少なくとも１つ
のタイムスロットの１セットを、各ストリームに割り当てる、請求１６記載の装置。
【請求項１８】
　前記コントローラは、ＯＦＤＭに対し各フレーム中のタイムスロットの１セットを割り
当て、そして、タイムスロットの同じセットが、各アウターフレームの前記複数のフレー
ムのためのＯＦＤＭに対し割り当てられる、請求項１６記載の装置。
【請求項１９】
　前記コントローラは更に、前記スーパーフレーム中でＯＦＤＭ用に使用される前記タイ
ムスロットを示す情報を生成する、請求項１０記載の装置。
【請求項２０】
　無線通信システムにおいてオーバヘッド情報を伝送する方法であって、
　複数のタイムスロットで構成されたスーパーフレームの中で直交周波数分割多重（ＯＦ
ＤＭ）のために使用されるタイムスロットを、無線通信装置によって、確認することと、
なおここでは、前記スーパーフレーム中の残りのタイムスロットは広帯域符号分割多元接
続（Ｗ－ＣＤＭＡ）のために使用される；
　ＯＦＤＭのために使用される前記タイムスロット中で送られる複数のストリームのため
のオーバヘッド情報を、前記無線通信装置によって、決定することと、なおここでは、各
ストリームのための前記オーバヘッド情報は、前記スーパーフレーム中の前記ストリーム
に割り当てられる少なくとも１つのタイムスロットを示す；そして、
　前記スーパーフレーム中の前記複数のストリーム用のデータで前記複数のストリームの
ための前記オーバヘッド情報を、前記無線通信装置によって、時分割多重化することと；
　前記複数のストリームの各ストリームにインジケータを、前記無線通信装置によって、
付けることと；
　を備えており、
　コントロールチャネルは、前記オーバヘッド情報を搬送し、前記インジケータは、前記
コントロールチャネルを介して搬送される前記オーバヘッド情報に含まれておらず、特定
のストリームについての前記インジケータは、そのストリームについてのデータを含むタ
イムスロットにおいて送られ、そして、特定のストリームについての前記インジケータは
、これからやってくる時間間隔中の前記ストリームのための前記オーバヘッド情報におい
て何らかの変更があるかどうかを示す、
　方法。
【請求項２１】
　ＯＦＤＭのために使用される前記タイムスロットに対し複数のレコードを形成すること
、を更に備え、そして、各レコードは、ＯＦＤＭのために使用される少なくとも１つのタ
イムスロットをカバーしそして前記少なくとも１つのタイムスロット上で送られるストリ
ームのためのオーバヘッド情報を搬送する、請求項２０記載の方法。
【請求項２２】
　複数のタイムスロットで構成されたスーパーフレームの中で直交周波数分割多重（ＯＦ
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ＤＭ）のために使用されるタイムスロットを確認するための手段と、なおここでは、前記
スーパーフレーム中の残りのタイムスロットは広帯域符号分割多元接続（Ｗ－ＣＤＭＡ）
のために使用される；
　ＯＦＤＭのために使用される前記タイムスロット中で送られる複数のストリームのため
のオーバヘッド情報を決定するための手段と、なおここでは、各ストリームのための前記
オーバヘッド情報は、前記スーパーフレーム中の前記ストリームに割り当てられる少なく
とも１つのタイムスロットを示す；そして
　前記スーパーフレーム中の前記複数のストリーム用のデータで前記複数のストリームの
ための前記オーバヘッド情報を時分割多重化するための手段と；そして、
　前記複数のストリームの各ストリームにインジケータを付けるための手段と；
　を備えており、
　コントロールチャネルは、前記オーバヘッド情報を搬送し、前記インジケータは、前記
コントロールチャネルを介して搬送される前記オーバヘッド情報に含まれておらず、特定
のストリームについての前記インジケータは、そのストリームについてのデータを含むタ
イムスロットにおいて送られ、そして、特定のストリームについての前記インジケータは
、これからやってくる時間間隔中の前記ストリームのための前記オーバヘッド情報におい
て何らかの変更があるかどうかを示す、
　装置。
【請求項２３】
　ＯＦＤＭのために使用される前記タイムスロットに対し複数のレコードを形成するため
の手段を、
　更に備え、そして、各レコードは、ＯＦＤＭのために使用される少なくとも１つのタイ
ムスロットをカバーしそして前記少なくとも１つのタイムスロット上で送られるストリー
ムのためのオーバヘッド情報を搬送する、請求項２２記載の装置。
【請求項２４】
　無線通信システムによって利用される少なくとも２つの無線技術の中の第1無線技術の
ために使用されるタイムスロット中で伝送される複数のストリームのためのオーバヘッド
情報を得るコントローラと、なおここでは、各ストリームのための前記オーバヘッド情報
は、前記ストリームに割り当てられる少なくとも１つのタイムスロットを示す；そして、
　選択されたストリームのための少なくとも1つのタイムスロットを前記ストリームのた
めのデータを得るために処理するプロセッサと、なおここでは、前記コントローラは、こ
れからやってくる時間間隔中の前記選択されたストリームのための前記オーバヘッド情報
において何らかの変更があるかどうかを示すために、前記選択されたストリームと共に送
られたインジケータを受け取り、前記選択されたストリームについての前記インジケータ
は、前記ストリームについての前記データを含むタイムスロットにおいて送られ、コント
ロールチャネルは、前記オーバヘッド情報を搬送し、そして、前記インジケータは、前記
コントロールチャネルを介して搬送される前記オーバヘッド情報に含まれていない；
　を備える装置。
【請求項２５】
　前記第1無線技術は、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）であり、そして、前記少なくと
も２つの無線技術は、ＯＦＤＭと広帯域符号分割多元接続（ＷＣＤＭＡ）を含む、請求項
２４記載の装置。
【請求項２６】
　各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、前記ストリームのために使用される符
号化および変調、前記ストリームのために使用されるトランスポートブロックサイズ、あ
るいはそれらの組合せを示す、請求項２４記載の装置。
【請求項２７】
　前記コントローラは、前記第1無線技術のために使用される前記タイムスロットを示す
情報を得る、請求項２４記載の装置。
【請求項２８】
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　前記コントローラは、前記第1無線技術のために使用される前記タイムスロットに対し
複数のレコードを受け取り、各レコードは、前記第1無線技術のために使用される少なく
とも１つのタイムスロットをカバーしそして前記少なくとも１つのタイムスロット上で送
られるストリームのためのオーバヘッド情報を搬送し、そして、前記複数のレコードのう
ちの少なくとも１つは、ストリーム識別子フィールド、トランスポートブロックフォーマ
ットフィールド、およびアウター符号レートフィールドを含む、請求項２４記載の装置。
【請求項２９】
　前記コントローラは、前記複数のストリームのための複数のレコードを受け取り、各レ
コードは、前記複数のストリームのうちの１つのためのオーバヘッド情報を搬送し、そし
て、前記複数のレコードのうちの少なくとも１つは、ストリーム識別子フィールド、トラ
ンスポートブロックフォーマットフィールド、およびアウター符号レートフィールドを含
む、請求項２４記載の装置。
【請求項３０】
　前記コントローラは、予め定められた持続時間の各スーパーフレーム中の前記複数のス
トリームのための前記オーバヘッド情報を得、そして、前記プロセッサは、各スーパーフ
レーム中の前記選択されたストリームのための前記少なくとも１つのタイムスロットを処
理する、請求項２４記載の装置。
【請求項３１】
　無線通信システムにおいてデータを受け取る方法であって、
　前記無線通信システムによって利用される少なくとも２つの無線技術の中の第1無線技
術のために使用されるタイムスロット中で伝送される複数のストリームのためのオーバヘ
ッド情報を、無線通信装置によって、得ることと、なおここでは、各ストリームのための
前記オーバヘッド情報は、前記ストリームに割り当てられる少なくとも１つのタイムスロ
ットを示す；そして、
　前記ストリームのためのデータを得るために選択されたストリームに対し少なくとも1
つのタイムスロットを、前記無線通信装置によって、処理することと;
　これからやってくる時間間隔中の前記選択されたストリームのための前記オーバヘッド
情報において何らかの変更があるかどうかを示すために、前記選択されたストリームと共
に送られたインジケータを、前記無線通信装置によって、受け取ることと、なおここでは
、前記選択されたストリームについての前記インジケータは、前記ストリームについての
前記データを含むタイムスロットにおいて送られる；
　を備え、
　コントロールチャネルは、前記オーバヘッド情報を搬送し、そして、前記インジケータ
は、前記コントロールチャネルを介して搬送される前記オーバヘッド情報に含まれていな
い、
　方法。
【請求項３２】
　前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報に対する複数のレコードを受け取
ることと；そして、
　前記選択されたストリームのために使用される前記少なくとも１つのタイムスロットを
決定するために前記選択されたストリームに対するレコードを処理することと；
　を更に備える、請求項３１記載の方法。
【請求項３３】
　無線通信システムによって利用される少なくとも２つの無線技術の中の第1無線技術の
ために使用されるタイムスロット中で伝送される複数のストリームのためのオーバヘッド
情報を得るための手段と、なおここでは、各ストリームのための前記オーバヘッド情報は
、前記ストリームに割り当てられる少なくとも１つのタイムスロットを示す；
　選択されたストリームのための少なくとも1つのタイムスロットを前記ストリームのた
めのデータを得るために処理するための手段と；そして、
　これからやってくる時間間隔中の前記選択されたストリームのための前記オーバヘッド
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情報において何らかの変更があるかどうかを示すために、前記選択されたストリームと共
に送られたインジケータを受け取るための手段と、なおここでは、前記選択されたストリ
ームについての前記インジケータは、前記ストリームについての前記データを含むタイム
スロットにおいて送られる；
　を備え、
　コントロールチャネルは、前記オーバヘッド情報を搬送し、そして、前記インジケータ
は、前記コントロールチャネルを介して搬送される前記オーバヘッド情報に含まれていな
い、装置。
【請求項３４】
　前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報に対する複数のレコードを受け取
るための手段と；そして、
　前記選択されたストリームのために使用される前記少なくとも１つのタイムスロットを
決定するために前記選択されたストリームに対するレコードを処理するための手段と、な
おここでは、前記複数のレコードのうちの少なくとも１つは、ストリーム識別子フィール
ド、トランスポートブロックフォーマットフィールド、およびアウター符号レートフィー
ルドを含む；
　を更に備える、請求項３３記載の装置。
【請求項３５】
　製造品としてのコンピュータ読み取り可能記憶媒体であって、
　　無線通信システムによって利用される少なくとも２つの無線技術の中の第1無線技術
のために使用されるタイムスロットを確認し；
　　前記第1無線技術のために使用される前記タイムスロット中で送られる複数のストリ
ームのためのオーバヘッド情報を決定し、なおここでは、各ストリームのための前記オー
バヘッド情報は、前記ストリームに割り当てられるタイムスロットを示す；
　　伝送のための前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報を処理し；そして
、
　　前記複数のストリームの各ストリームにインジケータを付ける；
　　ために、プロセッサによって実行できる命令、
　を備えており、
　コントロールチャネルは、前記オーバヘッド情報を搬送し、前記インジケータは、前記
コントロールチャネルを介して搬送される前記オーバヘッド情報に含まれておらず、特定
のストリームについての前記インジケータは、そのストリームについてのデータを含むタ
イムスロットにおいて送られ、そして、特定のストリームについての前記インジケータは
、これからやってくる時間間隔中の前記ストリームのための前記オーバヘッド情報におい
て何らかの変更があるかどうかを示す、
　コンピュータ読み取り可能記憶媒体。
【請求項３６】
　特定のストリームについての前記インジケータは、次のスーパーフレーム中の前記スト
リームのための前記オーバヘッド情報において何らかの変更があるかどうかを示し、そし
て、特定のストリームについての前記インジケータとそのストリームについての前記デー
タは、同じメディアアクセス制御カプセル内に含まれている、請求項１記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（米国特許法１１９条のもとでの優先権の主張）
　本特許出願は、本譲受人に譲渡され、参照してここに明示的に組み込まれる、２００４
年６月４日に出願された「ＦＬＯ－ＴＤＤ物理層(FLO-TDD physical layer)」と題される
米国特許仮出願第６０／５７７，０８３号の優先権を主張する。
【０００２】
　（分野）
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　本発明は、概して、通信に関し、より具体的には、無線通信システムにおけるオーバヘ
ッド情報を伝送するための技術に関係する。
【背景技術】
【０００３】
　（背景）
　無線通信システムは、様々な通信サービス、例えば、音声、パケットデータ、マルチメ
ディアブロードキャスト、テキストメッセージなど、を提供するために広く有効的に使用
されている。これらのシステムは、利用可能なシステムリソースを共有することにより複
数のユーザに対し通信をサポートすることができる多元接続性システム(multiple-access
 system)かもしれない。そのような多元接続性システムの例は、符号分割多元接続（ＣＤ
ＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ
）システム、そして直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システムを含む。ＣＤＭＡシ
ステムは、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）、ｃｄｍａ２０００などをインプリメントで
きる。Ｗ－ＣＤＭＡは、「第三世代協力プロジェクト」（３ＧＰＰ）という名のコンソー
シアムからのドキュメントの中で説明されている。ｃｄｍａ２０００は、「第三世代協力
プロジェクト２」（３ＧＰＰ２）という名のコンソーシアムからのドキュメントの中で説
明されている。３ＧＰＰと３ＧＰＰ２のドキュメントは公に利用可能である。
【０００４】
　Ｗ－ＣＤＭＡおよびｃｄｍａ２０００は、狭帯域信号を拡散符号でシステム帯域幅全体
にわたってスペクトル的に広げる、直接シーケンスＣＤＭＡ（ＤＳ－ＣＤＭＡ）無線技術
を使用する。ＤＳ－ＣＤＭＡは、ある長所、例えば、多元接続性、狭帯域拒否、等をサポ
ートする容易さ、などを有する。然しながら、ＤＳ－ＣＤＭＡは、周波数選択性フェージ
ングの影響を受けやすく、それは符号間干渉（ＩＳＩ）を引き起こす。イコライザを持っ
た複雑なレシーバは、符号間干渉を抑制するように努めることが必要とされるかもしれな
い。
【０００５】
　無線通信システムは、特定ユーザのためのユーザ特定あるいはユニキャスト伝送、一群
のユーザのためのマルチキャスト伝送、そして、ブロードキャストサービスエリア内のす
べてのユーザのためのブロードキャスト伝送、のような様々なタイプの伝送を送ることが
できる。マルチキャストとブロードキャストの伝送は、本質的に可変であり得、例えば、
時間の経過と共に変化する変動データレートで送られるかもしれない。この場合、マルチ
キャストとブロードキャストの伝送用のオーバヘッド／制御情報が、何時そしてどのよう
に各伝送が送られるのかを示すために、コントロールチャネル上で送られることができる
。コントロールチャネルがどのように伝送されるか次第で、端末は、関心のある各伝送に
対する制御情報を得るためにコントロールチャネルを連続して復号する(decode)ことを必
要とするかもしれない。コントロールチャネルのこの連続的な複合化(decoding)は、バッ
テリパワーを使い尽くしえるものであり、望ましくない。
【０００６】
　それ故に、軽減されたパワー消費で関心のある伝送を端末が効率的に受け取ることがで
きるような、オーバヘッド情報を送るための技術に対し技術的な必要性がある。
【発明の開示】
【０００７】
　［要約］
　複数の無線技術、例えば、Ｗ－ＣＤＭＡおよび直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）など、
を利用する無線通信システムにおいて、オーバヘッド情報を伝送するための技術が、ここ
に説明される。これらの技術は、様々なタイプの伝送（例、特定ユーザ向け伝送、マルチ
キャス伝送、そしてブロードキャスト伝送）に対し、そして様々なサービス（例、拡張マ
ルチメディアブロードキャスト／マルチキャストサービス（Ｅ－ＭＢＭＳ））に対して使
用されることができる。
【０００８】
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　本発明の一実施形態によれば、コントローラとプロセッサを含んでいる装置が説明され
る。コントローラは、システムによって利用される少なくとも２つの無線技術（例、Ｗ－
ＣＤＭＡおよびＯＦＤＭ）の中の第1無線技術（例、ＯＦＤＭ）に対し使用されるタイム
スロットを確認し(ascertain)、第１無線技術に対し使用されるタイムスロットの中で送
られるべき複数のストリームのためのオーバヘッド情報を生成する。各ストリームのため
のオーバヘッド情報は、ストリームに割り当てられるタイムスロットを示し、そして、典
型的に、更に、ストリームのために使用される符号化と変調のパラメータを伝達する。プ
ロセッサは、無線チャネル経由で伝送のための複数のストリーム用のためのオーバヘッド
情報を処理する。
【０００９】
　別の実施形態によれば、少なくとも２つの無線技術の中の第１無線技術に対し使用され
るタイムスロットが確認される方法が、提供される。第１無線技術に対し使用されるタイ
ムスロットの中で送られるべき複数のストリームのためのオーバヘッド情報が、伝送のた
めに決定され、そして処理される。
【００１０】
　更に別の実施形態によれば、無線通信システムによって利用される少なくとも２つの無
線技術の中の第1無線技術のために使用されるタイムスロットを確認するための手段と、
第１無線技術のために使用されるタイムスロット中で送られる複数のストリームのための
オーバヘッド情報を決定するための手段と、そして、伝送のための複数のストリームのた
めのオーバヘッド情報を処理するための手段とを含む装置、が説明される。
【００１１】
　更に別の実施形態によれば、コントローラとプロセッサを含む装置が説明される。コン
トローラは、複数のタイムスロットで構成されたスーパーフレームの中でＯＦＤＭのため
に使用されるタイムスロットを確認する。コントローラは更に、ＯＦＤＭのために使用さ
れるタイムスロットの中で送られるべき複数のストリームのためのオーバヘッド情報を、
決定する。各ストリームのためのオーバヘッド情報は、スーパーフレーム中のストリーム
に割り当てられる少なくとも１つのタイムスロットを示す。プロセッサは、複数のストリ
ームのためのオーバヘッド情報を処理し、そして、処理されたオーバヘッド情報を、スー
パーフレーム中の複数のストリーム用のデータで時分割多重化する。
【００１２】
　更に別の実施形態によれば、スーパーフレームの中でＯＦＤＭのために使用されるタイ
ムスロットが確認される方法、が提供される。ＯＦＤＭのために使用されるタイムスロッ
トの中で送られるべき複数のストリームのためのオーバヘッド情報が決定され、処理され
、そして、スーパーフレーム中の複数のストリーム用のデータで時分割多重化される。
【００１３】
　更に別の実施形態によれば、スーパーフレームの中で直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）
のために使用されるタイムスロットを確認するための手段と、ＯＦＤＭのために使用され
るタイムスロット中で送られるべき複数のストリームのためのオーバヘッド情報を決定す
るための手段と、そして、スーパーフレーム中の複数のストリーム用のデータで複数のス
トリームのためのオーバヘッド情報を時分割多重化するための手段とを含む装置、が説明
される。
【００１４】
　更に別の実施形態によれば、コントローラとプロセッサを含む装置が説明される。コン
トローラは、少なくとも２つの無線技術中の第１無線技術のために使用されるタイムスロ
ットの中で伝送される複数のストリームのためのオーバヘッド情報を得る。プロセッサは
、ストリーム用のデータを得るために選択されたストリームのための少なくとも１つのタ
イムスロットを処理する。
【００１５】
　更に別の実施形態によれば、少なくとも２つの無線技術の中の第１無線技術のために使
用されるタイムスロットの中で伝送される複数のストリームのためのオーバヘッド情報が
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得られる方法、が提供される。
【００１６】
　更に別の実施形態によれば、少なくとも２つの無線技術の中の第１無線技術のために使
用されるタイムスロットの中で伝送される複数のストリームのためのオーバヘッド情報を
得るための手段と、そして、ストリーム用のデータを得るために選択されたストリームの
ための少なくとも１つのタイムスロットを処理するための手段とを含む装置、が説明され
る。
【００１７】
　本発明の様々な面(aspects)および実施形態が、以下に、更に詳細に説明される。
【００１８】
　［詳細な説明］
　ここで使用される用語「例示的な(exemplary)」は、「例(example)、実例(instance)、
または例証(illustration)である」を意味している。「例示的な」としてここで説明され
るどの実施形態も、他の実施形態より好ましいまたは有利であるとして必ずしも解釈され
るべきではない。
【００１９】
　図１は、複数の基地局１１０および複数の端末１２０を備える無線通信システム１００
を示す。基地局は一般に、端末と通信する固定局であり、そしてまた、ノードＢ、アクセ
スポイント、ベーストランシーバサブシステム（ＢＴＳ）、あるいは他の何らかの用語で
、呼ばれるかもしれない。各基地局１１０は、特定の地理的エリア(a particular geogra
phic area)に通信エリア(communication coverage)を提供する。用語「セル(cell)」は、
その用語が使用されているコンテキストに応じて、基地局、及び／又は、そのサービスエ
リア(its coverage area)を指すことがありうる。
【００２０】
　端末１２０は、システム全体にわたって分散配置されることができる。端末は、固定さ
れている又はモバイルであって、移動局、無線デバイス、ユーザ機器、ユーザ端末、加入
者ユニット、あるいは他の何らかの用語で呼ばれるかもしれない。「端末」と「ユーザ」
という用語は、ここでは同じように使用される。端末は、いつなんどきでも、０の、１つ
の、あるいは複数の基地局と通信できる。端末はまた、基地局と、ダウンリンク上で、及
び／又は、アップリンク上で、通信できる。ダウンリンク（あるいは順方向リンク）は基
地局から端末への通信リンクを指し、そして、アップリンク（あるいは逆方向リンク）は
端末から基地局への通信リンクを指す。
【００２１】
　基地局は異なるタイプの伝送で様々なコンテンツ（例、オーディオ、ビデオ、テレテキ
スト、データ、ビデオ／オーディオ クリップなど）をブロードキャスト(broadcast)する
ことができる。広域伝送(a wide-area transmission)は、システムにおいて全てのあるい
は多くの基地局によってブロードキャストされる伝送である。異なる広域伝送は、システ
ムにおいて異なるグループの基地局によってブロードキャストされることができる。ロー
カル伝送(a local transmission)は、特定の広域伝送(a given wide-area transmission)
用基地局のサブセット(subset)によってブロードキャストされる伝送である。異なるロー
カル伝送は、特定の広域伝送用基地局の異なるサブセットによってブロードキャストされ
ることができる。ローカルと広域の伝送は、異なる層の受信可能範囲(coverage)を有する
伝送と見なされることができる。各伝送のサービスエリア(coverage area)は、その伝送
をブロードキャストするすべての基地局のサービスエリアによって決定される。
【００２２】
　図２は、システム１００のための異なるサービスエリアを示す。この例においては、シ
ステムは、広域２１０ａおよび２１０ｂを含み、広域２１０ａは３つのローカルエリア２
２０ａ、２２０ｂおよび２２０ｃを包含する。一般に、システムは、任意の数の広域と任
意の数のローカルエリアを含むことができる。各ローカルエリアは、別のローカルエリア
に隣接してもよいし、あるいは分離されてもよい。特定の広域のための広域伝送は、その
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広域のすべての基地局によってブロードキャストされる。特定のローカルエリアのための
ローカル伝送は、そのローカルエリア内のすべての基地局によってブロードキャストされ
る。
【００２３】
　ここで説明されるオーバヘッド伝送技術は、様々な無線技術、例えば、Ｗ－ＣＤＭＡ、
ｃｄｍａ２０００、ＩＳ－８５６、ＣＤＭＡの他のバージョン、ＯＦＤＭ、インタリーブ
ＦＤＭＡ(Interleaved FDMA)（ＩＦＤＭＡ）（これはまた、分散型ＦＤＭＡ(Distributed
 FDMA)と呼ばれる）、局地的ＦＤＭＡ(Localized FDMA)（ＬＦＤＭＡ）（これはまた、狭
帯域ＦＤＭＡあるいは古典的ＦＤＭＡと呼ばれる）、汎欧州デジタル移動電話方式（ＧＳ
Ｍ）、直接シーケンススペクトラム拡散(direct sequence spread spectrum)（ＤＳＳＳ
）、周波数ホッピングスペクトラム拡散(frequency hopping spread spectrum)（ＦＨＳ
Ｓ）など、と共に使用されることができる。ＯＦＤＭ、ＩＦＤＭＡ、そしてＬＦＤＭＡは
、マルチキャリア無線技術であり、全体のシステム帯域幅を多重（Ｓ）直交周波数サブバ
ンド(multiple (S) orthogonal frequency subbands)に区分する。これらのサブバンドは
また、トーン(tones)、サブキャリア(subcarriers)、ビン(bins)、そして周波数チャネル
(frequency channels)と呼ばれる。各サブバンドは、データで変調され得るそれぞれのサ
ブキャリアに関連付けられている。ＯＦＤＭは、周波数領域(frequency domain)の変調シ
ンボル(modulation symbols)を、全てのあるいはサブセットのＳサブバンド上で伝送する
する。ＩＦＤＭＡは、時間領域(time domain)の変調シンボル(modulation symbols)を、
Ｓサブバンドを横切って一様に間隔をあけられたサブバンド上で伝送する。ＬＦＤＭＡは
、時間領域中で、且つ典型的に隣接したサブバンド上で変調シンボルを伝送する。ユニキ
ャスト伝送、マルチキャスト伝送そしてブロードキャスト伝送のためのＯＦＤＭの使用は
また、異なる無線技術と見なされるかもしれない。上記で与えられた無線技術のリストは
網羅的ではなく、フレーム構造と伝送技術は、上記で言及されない他の無線技術にもまた
使用されてよい。理解しやすいように、Ｗ－ＣＤＭＡ及びＯＦＤＭに対してのオーバヘッ
ド伝送技術が、以下に特に詳細に説明される。
【００２４】
　　図３は、Ｗ－ＣＤＭＡとＯＦＤＭのような多重無線技術(multiple radio technologi
es)をサポートする、例示的な４層フレーム構造３００を示す。伝送タイムライン(transm
ission time line)はスーパーフレーム(super-frames)に区分され、各スーパーフレーム
は、所定の持続時間、例えば、およそ１秒、を有する。図３の中で示される実施形態の場
合、各スーパーフレームは、（１）時分割多重（ＴＤＭ）パイロットおよびオーバヘッド
情報のためのヘッダフィールドと、（２）トラフィックデータおよび周波数分割多重（Ｆ
ＤＭ）パイロットのためのデータフィールドと、を含む。ＴＤＭパイロットは、同期、例
えば、スーパーフレーム検知、周波数エラー推定、およびタイミング獲得、のために使用
されることができる。ＴＤＭとＦＤＭのパイロットは、チャネル推定のために使用される
ことができる。各スーパーフレーム用のオーバヘッド情報は、そのスーパーフレーム中で
送られる物理的チャネル用の様々なパラメータを伝える。
【００２５】
　各スーパーフレームのデータフィールドは、データ伝送を容易にするためにＫの同じサ
イズのアウターフレーム(outer-frames)に区分される、但し、Ｋ＞１である。各アウター
フレームは、Ｎフレーム(frames)に区分され、そして、各フレームは更にＴタイムスロッ
ト(time slots)に区分される、但し、Ｎ＞１、Ｔ＞１である。各アウターフレームは、こ
のように、１からＭまでのインデックスを割り当てられたＭ＝Ｎ・Ｔのタイムスロットを
含む。一般に、スーパーフレームは、任意の数のアウターフレーム、フレーム、およびタ
イムスロットを含むことができる。スーパーフレーム、アウターフレーム、フレーム、お
よびタイムスロットもまた、他の何らかの用語によって呼ばれるかもしれない。
【００２６】
　一般に、任意の数の層を有するフレーム構造は、複数の無線技術をサポートするために
使用されることができる。理解しやすいように、次の説明の多くは、図３の中で示される
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４層フレーム構造に対するものである。フレーム構造は、時分割ヂュプレックス(time di
vision duplex)（ＴＤＤ）と周波数分割ヂュプレックス(frequency division duplex)（
ＦＤＤ）のシステムの両方に使用されることができる。ＴＤＤシステムにおいては、ダウ
ンリンクとアップリンクは同じ周波数帯域を共有し、そして、ダウンリンクとアップリン
クの伝送は異なるタイムスロット中で送られる。ＦＤＤシステムにおいては、ダウンリン
クとアップリンクは別々の周波数帯域に割り当てられ、そして、ダウンリンクとアップリ
ンクの伝送は２つの周波数帯域上で同時に送られることができる。
【００２７】
　図４は、ＴＤＤシステムのためのフレーム中のＷ－ＣＤＭＡおよびＯＦＤＭの例示的な
多重化を示す。一般に、フレーム中の各タイムスロットは、ダウンリンク（ＤＬ）かアッ
プリンク（ＵＬ）かのいずれかに使用されることができる。ダウンリンクに使用されるタ
イムスロットは、ダウンリンクスロットと呼ばれ、そして、アップリンクに使用されたタ
イムスロットはアップリンクスロットと呼ばれる。各タイムスロットに対し、任意の無線
技術（例、Ｗ－ＣＤＭＡまたはＯＦＤＭ）が使用されることができる。Ｗ－ＣＤＭＡに対
し使用されるタイムスロットは、Ｗ－ＣＤＭＡスロットと呼ばれ、そして、ＯＦＤＭに対
し使用されるタイムスロットは、ＯＦＤＭスロットと呼ばれる。ＯＦＤＭを使用するダウ
ンリンクスロット用に使用されるタイムスロットは、Ｅ－ＭＢＭＳスロット、あるいは順
方向リンク専用（ＦＬＯ）スロットと、あるいは他の何らかの用語で、呼ばれる。
【００２８】
図４の中で示される例の場合、タイムスロット１はダウンリンクＷ－ＣＤＭＡスロットで
あり、タイムスロット２から６まではＥ－ＭＢＭＳスロットであり、タイムスロット７は
アップリンクＷ－ＣＤＭＡスロットであり、そして、タイムスロット８から１５まではＥ
－ＭＢＭＳスロットである。Ｅ－ＭＢＭＳスロットは、マルチキャスト伝送、ブロードキ
ャスト伝送、あるいはユニキャスト伝送を送るために使用されることができる。
【００２９】
　各Ｗ－ＣＤＭＡスロットに対し、1以上の物理的チャネル用のデータが、異なる直交（
例、ＯＶＳＦ）符号でチャネル接続され(channelized)、スクランブル用符号でスペクト
ル的に拡散され、時間領域の中で組み合わされ、そして、Ｗ－ＣＤＭＡスロット全体にわ
たって伝送される。各ＯＦＤＭスロットに対し、１以上の物理的チャネル用のデータが処
理され、そして、そのＯＦＤＭスロットの中で伝送されるＬ　ＯＦＤＭシンボルに変換さ
れることができる、なおＬ≧１である。
【００３０】
　表１は、図３の中で示されるフレーム構造の３例示設計を示す。これらのフレーム設計
の場合、ＴＤＭパイロットおよびオーバヘッド情報のためのヘッダフィールドは４０ミリ
秒（ｍｓ）であり、各スーパーフレームは４アウターフレーム（Ｋ＝４）を含み、フレー
ムとタイムスロットはＷ－ＣＤＭＡに準拠し、そして、各フレーム中の２タイムスロット
はＷ－ＣＤＭＡのために確保される。Ｗ－ＣＤＭＡの場合、各フレームは、１０ｍｓの持
続時間を有し、１５タイムスロット（Ｔ＝１５）を含み、各タイムスロットは、０．６６
７ｍｓの持続時間を有し、２５６０チップを含み、そして各チップは、３．８４ＭＨｚの
システム帯域幅に対し０．２６ミリ秒（μｓ）の持続時間を有する。アウターフレーム当
りのタイムスロットの数（Ｍ）は、フレーム当りのタイムスロットの数（Ｔ）とアウター
フレーム当りのフレームの数（Ｎ）との積、すなわちＭ＝Ｔ×Ｎ、に等しい。アウターフ
レーム当りのＥ－ＭＢＭＳスロットの最大数（Ｖ）は、フレーム当りのＥ－ＭＢＭＳスロ
ットの最大数（１３）とアウターフレーム当りのフレームの数（Ｎ）との積、すなわちＶ
＝１３×Ｎ、に等しい。Ｋ、Ｎ、Ｔ、Ｍ、およびＶに対し他の値を有する他のフレーム設
計もまた使用されてよく、本発明の範囲内である。
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【表１】

【００３１】
　システムは、データの伝送を容易にするために物理的チャネルを定義できる。物理的チ
ャネルは、物理層でデータを送るための手段であり、物理層チャネル、トラフィックチャ
ネル、等、ともまた呼ばれるかもしれない。ＯＦＤＭを使用してダウンリンク上で伝送さ
れる物理的チャネルは、Ｅ－ＭＢＭＳ物理的チャネルと呼ばれる。Ｅ－ＭＢＭＳ物理的チ
ャネルは、様々なタイプのデータ（例、マルチキャストデータ、ブロードキャストデータ
、制御データなど）を送るために使用されることができ、そして、様々なサービス（例、
Ｅ－ＭＢＭＳ）に対し使用されることができる。
【００３２】
　図５は、Ｅ－ＭＢＭＳおよびＷ－ＣＤＭＡの処理の一実施形態を示す。Ｅ－ＭＢＭＳの
場合、ストリーム層５１０は、上層からのデータおよび信号(signaling)を受け取り処理
し、そして、データの複数のストリームを提供する。各ストリームは、１以上のタイプの
メディア（例、ビデオ、オーディオ、データキャスト、マルチキャストなど）を搬送でき
る。一実施形態においては、各スーパーフレームに対し、ストリーム層は、各ストリーム
がそのスーパーフレーム中で送られるように、１つのトランスポートブロックを提供する
。メディアアクセス制御（ＭＡＣ）層５２０は、Ｅ－ＭＢＭＳ物理的チャネル上での伝送
のためのストリーム用のトランスポートブロックを処理する。ＭＡＣ層は、各トランスポ
ートブロックに対しＭＡＣカプセル(MAC capsule)を形成できる。物理層５３０は、Ｅ－
ＭＢＭＳ物理的チャネル用のＭＡＣカプセルを処理し、そして、ＯＦＤＭ波形を生成する
。
【００３３】
　Ｗ－ＣＤＭＡの場合、無線リンク制御（ＲＬＣ）層５１２が、上層からのデータおよび
信号を処理し、そして、ＲＬＣ層データを論理チャネルにマッピングする(map)。ＭＡＣ
層５２２は、論理チャネルデータを処理し、そして、ＭＡＣ層データをトランスポートチ
ャネルにマッピングする。物理層５３２は、トランスポートチャネルデータを処理し、処
理されたデータを物理的チャネルにマッピングし、そして更に、Ｗ－ＣＤＭＡ波形を生成
する。マルチプレクサ５４０は、Ｗ－ＣＤＭＡ波形をダウンリンクＷ－ＣＤＭＡスロット
上に多重化し、そして、ＯＦＤＭ波形をＥ－ＭＢＭＳスロット上に多重化する。
【００３４】
　各アウターフレームは、図３の中で示されるように、Ｗ－ＣＤＭＡおよびＯＦＤＭのた
めに使用されることができるＭタイムスロットを含んでいる。ゼロ、１、あるいは複数の
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タイムスロット（例、各フレームにおける最初のタイムスロット）は、Ｗ－ＣＤＭＡ用に
確保される。確保されないタイムスロットは、様々な方法で、そして、様々な要因、例え
ばシステムローディング、使用条件などに基づき、Ｗ－ＣＤＭＡおよびＯＦＤＭに割り当
てられることができる。
【００３５】
　図６Ａは、Ｅ－ＭＢＭＳにスーパーフレーム中のタイムスロットを割り当てる第一実施
形態を示す。この実施形態の場合、スーパーフレームの各アウターフレーム中のＮフレー
ムは、同じセットのＥ－ＭＢＭＳスロット、すなわち、各フレーム内で同じスロットイン
デックスに位置している同じ数のＥ－ＭＢＭＳスロット、を含んでいる。図６Ａの中で示
される例については、各フレーム中のタイムスロットｔａおよびｔｂは、Ｅ－ＭＢＭＳス
ロットである。各アウターフレームにおけるＥ－ＭＢＭＳスロットの数（Ｑ）は、フレー
ム当りのＥ－ＭＢＭＳスロットの数（Ｇ）とアウターフレーム当りのフレームの数（Ｎ）
の積と等しい、すなわち、Ｑ＝Ｇ×Ｎである。
【００３６】
　図６Ｂは、Ｅ－ＭＢＭＳにスーパーフレーム中のタイムスロットを割り当てる第二実施
形態を示す。この実施形態の場合、Ｗ－ＣＤＭＡのために確保されない各タイムスロット
は、Ｅ－ＭＢＭＳスロットとして使用されることができる。この実施形態は、Ｅ－ＭＢＭ
Ｓにタイムスロットを割り当てる際に完全な柔軟性を提供する。図６Ｂにおいて示される
例については、アウターフレーム１のフレーム１中の２つのタイムスロットがＥ－ＭＢＭ
Ｓに割り当てられ、フレーム２中の１つのタイムスロットがＥ－ＭＢＭＳに割り当てられ
、等、そして、フレームＮ中の３つのタイムスロットがＥ－ＭＢＭＳに割り当てられる。
【００３７】
　図６Ａおよび６Ｂにおいて示される実施形態の場合、Ｅ－ＭＢＭＳに割り当てられたタ
イムスロットは、シーケンシャルなインデックス１からＱまでが割り当てられる、なおＱ
は、１つのアウターフレーム中のＥ－ＭＢＭＳスロットの数であり、Ｑ≦Ｖである。Ｅ－
ＭＢＭＳ物理的チャネルは、Ｑ　Ｅ－ＭＢＭＳスロット上で送られることができる。
【００３８】
　所定の(given)Ｅ－ＭＢＭＳ物理的チャネルは、所定のスーパーフレーム中で伝送され
るかもしれないし、伝送されないかもしれない。一実施形態では、所定のスーパーフレー
ム中で伝送されるＥ－ＭＢＭＳ物理的チャネルは、スーパーフレーム中の各アウターフレ
ームの１以上のフレーム中の１以上のタイムスロットが割り当てられている。更に、Ｅ－
ＭＢＭＳ物理的チャネルは、スーパーフレームのすべてのＫアウターフレームに対し、同
じスロットおよびフレームの割り当てを持っている。例えば、Ｅ－ＭＢＭＳ物理的チャネ
ルは、スーパーフレーム中の各アウターフレームのフレームｎの中のタイムスロッｔを割
り当てられることができる。この例においては、Ｅ－ＭＢＭＳ物理的チャネルは、Ｍタイ
ムスロットによって均一に間隔を空けて置かれる総数Ｋのタイムスロットを割り当てられ
る。Ｅ－ＭＢＭＳ物理的チャネルはまた、各アウターフレーム中の複数のタイムスロット
を割り当てられることもでき、また、これらのタイムスロットは、互いに隣接していても
よいし、あるいは、アウターフレーム全体にわたって分布してもよい。
【００３９】
　Ｅ－ＭＢＭＳ物理的チャネルは、システムによってサポートされる１セットのＴＢフォ
ーマットの中から選択されたトランスポートブロック（ＴＢ）フォーマットを使用して伝
送されることができる。ＴＢフォーマットはまた、モード、レート、トランスポートブロ
ックサイズなどと呼ばれるかもしれない。ＴＢフォーマットは、スーパーフレーム中のＥ
－ＭＢＭＳ物理的チャネルを伝送するための様々なパラメータを示してもよい。例えば、
各ＴＢフォーマットは、特定のデータレート、特定のインナー符号レート(inner code ra
te)、特定の変調方式、特定のトランスポートブロックサイズ、コードブロックの特定の
数などを示すことができる。インナー符号は、ターボ符号(Turbo code)、畳み込み符号(c
onvolutional code)、あるいは他のあるコードであり得る。Ｅ－ＭＢＭＳ物理的チャネル
は更に、リードソロモン符号(Reed-Solomon)のようなブロック符号であり得るアウター符
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号(outer code)で、符号化されることができる。
【００４０】
　表２は、表１におけるフレーム設計３の場合の１例示的なセットのＴＢフォーマットを
示す。表２は、Ｅ－ＭＢＭＳ物理的チャネルが、スーパーフレーム中の４つのアウターフ
レーム（あるいは総計４つのタイムスロット）の各々において１つのタイムスロットを割
り当てられると仮定している。１つのトランスポートブロックが、スーパーフレーム中の
Ｅ－ＭＢＭＳ物理的チャネル上で送られる。トランスポートブロックは、（ｎ、ｋ）リー
ドソロモン符号でオプションとして符号化され、そのあと、１６ビットのＣＲＣ値で付け
られ(appended)、そしてそれから、１つあるいは２つのコードブロックに区分される(par
titioned)。各コードブロックは、インナー符号で符号化され、インタリーブされ(interl
eaved)、そして変調シンボルにマッピングされる。表２中のインナー符号レートは、２３
３１の変調シンボルが各Ｅ－ＭＢＭＳスロットの中で送られることができること、例えば
、７７７の変調シンボル／ＯＦＤＭシンボル×３のＯＦＤＭシンボル／Ｅ－ＭＢＭＳスロ
ット、を前提としている。
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【表２】

【００４１】
　表２はいくつかの例示的なＴＢフォーマットを示す。一般に、任意の数のＴＢフォーマ
ットが定義されることができ、そして、ＴＢフォーマットは、任意のセットのパラメータ
に関連付けられることができる。
【００４２】
　Ｅ－ＭＢＭＳ物理的チャネルのために使用されるＴＢフォーマットは、様々な方法で送
られことができる。一実施形態では、ＴＢフォーマットは別のコントロールチャネル上で
送られる。―例は、Ｗ－ＣＤＭＡにおいて高速ダウンリンクパケットアクセス（ＨＳＤＰ



(17) JP 4653165 B2 2011.3.16

10

20

30

40

50

Ａ）チャネル用にトランスポートブロックフォーマットを搬送する高速共用制御チャンネ
ル（ＨＳ－ＳＣＣＨ）である。もしＴＢフォーマットが固定されているかあるいは遅いレ
ートで変更されるのであれば、この実施形態は使用されてよい。別の実施形態では、ＴＢ
フォーマットは、バンド内でトラフィックデータと共にＥ－ＭＢＭＳ物理的チャネル上で
送られる。一例として、トランスポートフォーマット（ＴＦ）は、Ｗ－ＣＤＭＡにおいて
ＭＢＭＳ用にＭＢＭＳ１対多方向トラフィックチャネル(MBMS point-to-multipoint Traf
fic Channel)（ＭＴＣＨ）を搬送する二次的共通制御物理的チャンネル（Ｓ－ＣＣＰＣＨ
）のトランスポート フォーマット コンビネーション インジケータ(transport format c
ombination indicator)（ＴＦＣＩ）フィールドにおいて、明示的に信号で示される。以
下に詳細に説明される、更に別の実施形態においては、ＴＢフォーマットは、各スーパー
フレームのヘッダフィールドで送られるＭＢＭＳ１対多方向制御チャネル(MBMS point-to
-multipoint Control Channel)（ＭＣＣＨ）において、送られる。ＭＣＣＨはまた、オー
バヘッド情報シンボル（ＯＩＳ）とも、あるいは、他の何らかの専門用語で呼ばれるかも
しれない。
【００４３】
　ＭＣＣＨは、各スーパーフレームの最初に送られることができ、そして、そのスーパー
フレーム中で送られる全てのＥ－ＭＢＭＳ物理的チャネルを受け取るために使用される関
連情報を伝達できる。ＭＣＣＨは、ストリームおよびＥ－ＭＢＭＳ物理的チャネルが伝送
される方法に応じて様々なタイプの情報を搬送できる。一実施形態においては、ＭＣＣＨ
は、スーパーフレームの中で送られている各Ｅ－ＭＢＭＳ物理的チャネルに対し、次のオ
ーバヘッド情報を搬送する：　
　　　　１．　Ｅ－ＭＢＭＳ物理的チャネルによって運ばれているストリーム；　
　　　　２．　Ｅ－ＭＢＭＳ物理的チャネルに割り当てられたタイムスロット；そして　
　　　　３．　Ｅ－ＭＢＭＳ物理的チャネルのために使用されたＴＢフォーマット；　
　　　　４．　Ｅ－ＭＢＭＳ物理的チャネルのために使用されたアウター符号レート。　
　一実施形態においては、各ストリームは、１つのＥ－ＭＢＭＳ物理的チャネルにマッピ
ングされ、該チャネル上で送られる。従って、ストリームとＥ－ＭＢＭＳ物理的チャネル
との間には１対１マッピングがあるので、ストリームｘはＥ－ＭＢＭＳ物理的チャネルｘ
上で送られる。この実施形態の場合、同じ識別子が、ストリームとそのストリームを運ぶ
Ｅ－ＭＢＭＳ物理的チャネルの両方のために使用されるので、オーバヘッド情報は、上記
の項目１を伝達する必要がない。このとき、「ストリーム」と「Ｅ－ＭＢＭＳ物理的チャ
ネル」の用語は、区別なく同様に使用されることができる。各ストリームは、各アウター
フレームの１以上のフレーム中の１以上のタイムスロットを割り当てられることができる
。項目２、３および４は、様々な方法で伝達されることができる。
【００４４】
　図７Ａは、スーパーフレームの中で送られたストリーム用オーバヘッド情報を搬送する
ために使用される、Ｅ－ＭＢＭＳパラメータメッセージ７１０の一実施形態を示す。メッ
セージ７１０は、Ｑ　Ｅ－ＭＢＭＳスロットレコードを、スーパーフレーム中の各Ｅ－Ｍ
ＢＭＳスロットに対し１レコードで、含んでおり、ＣＲＣフィールドがこれに続いている
。各Ｅ－ＭＢＭＳスロットレコードは、ストリーム識別子（ＩＤ）フィールド、ＴＢフォ
ーマットフィールド、およびアウター符号レートフィールドを含んでいる。各レコードの
ために、ストリームＩＤフィールドは、そのレコードに関連したＥ－ＭＢＭＳスロットの
中で送られているストリームの識別子を伝え、ＴＢフォーマットフィールドは、ストリー
ムのために使用されたＴＢフォーマットを伝え、そして、アウター符号レートフィールド
は、ストリームのために使用されたリードソロモン符号レートを伝える。ＣＲＣフィール
ドは、メッセージ中のＱ　Ｅ－ＭＢＭＳスロットレコードに基づいて生成されるＣＲＣ値
を搬送する。端末は、メッセージが正確に復号されるかどうか判断するためにＣＲＣ値を
使用できる。
【００４５】
　もし各ストリームが、各アウターフレーム中の少なくとも１つのＥ－ＭＢＭＳスロット
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上で送られる場合、そのとき、ストリームの最大数が、１つのアウターフレーム中のＥ－
ＭＢＭＳスロットの最大数によって決定される。所定のＥ－ＭＢＭＳスロット上で送られ
ているストリームを伝達するために必要とされるビットの数（Ｂ）は、Ｂ＝［ｌｏｇ２Ｖ
］である、なお、［ｙ］は、ｙ以上の整数値を提供するシーリングオペレータ(ceiling o
perator)を示す。１例として、表１の中で示されるフレーム設計２の場合、各アウターフ
レームは、４０３までのＥ－ＭＢＭＳスロットを含むことができ、それは４０３までのス
トリームを送るために使用されることができる。各ストリームは、９ビットの値によって
識別されることができる。
【００４６】
　ＴＢフォーマットは、アウター符号レートを除いて、表２の中で示される全てのパラメ
ータを示す。ＴＢフォーマットを伝達するために使用されるビットの数は、システムによ
ってサポートされたＴＢフォーマットの数に依存している。アウター符号レートを伝達す
るために使用されるビットの数は、システムによってサポートされたアウター符号レート
の数に依存している。
【００４７】
　表３は、Ｅ－ＭＢＭＳスロットレコードの２つの例示的な設計を示す。９ビットのスト
リームＩＤフィールドは５１２までのストリームをサポートし、そして、表１の中で示さ
れる３つのフレーム設計すべてに使用されることができる。８ビットのＴＢフォーマット
フィールドは２５６までのＴＢフォーマットをサポートする。レコード設計１の場合、４
ビットアウター符号レートフィールドは、１６までのアウター符号レートをサポートする
。例えば、システムは、（１６、k）のリードソロモン符号レートをサポートすることが
できる、なお、ｋは１６以下で、４ビットで送られることができる。レコード設計２の場
合、リードソロモン符号レートは、（１）固定されることができ（例えば、符号レート（
１６、１２に）、また送られる必要がない、あるいは、（２）他のあるチャネル経由で送
られることができ、あるいは、（３）ＴＢフォーマット内に埋め込まれる(embedded)こと
ができる。
【表３】

【００４８】
　表３は、特定のフィールドを備えたＥ－ＭＢＭＳスロットレコードの特定の実施形態を
示す。Ｅ－ＭＢＭＳスロットレコードは、より少ない、異なる、あるいは追加のフィール
ドを、含むことができる、そして、これは本発明の範囲内である。
【００４９】
　表４は、異なる数のＥ－ＭＢＭＳスロットレコードについての、処理および伝送のパラ
メータを示す。表１中のフレーム設計２の場合、もし１つのタイムスロットがアウターフ
レームの各フレームの中でＥ－ＭＢＭＳに対して使用されるのであれば、３１のＥ－ＭＢ
ＭＳスロットが各アウターフレームにおいて利用可能であり、もし２つのタイムスロット
が各フレーム中のＥ－ＭＢＭＳに対して使用されるのであれば、６２のＥ－ＭＢＭＳスロ
ットが利用可能である、等、そして、１３のタイムスロットが各フレームの中でＥ－ＭＢ
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ＭＳに対して使用されるのであれば、４０３のＥ－ＭＢＭＳスロットが利用可能である。
Ｅ－ＭＢＭＳスロットレコードの数は、Ｅ－ＭＢＭＳスロットの数に等しい。Ｅ－ＭＢＭ
Ｓパラメータメッセージ７１０のためのビットの数は、レコードの数（Ｑ）とレコード当
りのビットの数（１７から２１）の積に、ＣＲＣのための１６ビットをプラスしたものに
等しい。
【００５０】
　実施形態では、Ｅ－ＭＢＭＳパラメータメッセージ７１０は、表４の中で与えられる符
号レートでターボ符号化され(Turbo encoded)、そのあと、ＱＰＳＫ変調シンボルにマッ
ピングされる。一般に、メッセージのための符号レートおよび変調方式は、サービスエリ
アの端で信頼できる受信を達成するために選択されている。メッセージは、ＭＣＣＨのた
めに使用された１つ以上のタイムスロットの中で送られことができ、それはＭＣＣＨスロ
ットと呼ばれる。ＭＣＣＨスロットの数は、メッセージサイズによって決定される。表４
の中で示されるレコード設計の場合、ＭＣＣＨスロットの数は、各フレームにおけるＥ－
ＭＢＭＳスロットの数に等しい。

【表４】

【００５１】
　Ｅ－ＭＢＭＳパラメータメッセージ７１０は、スーパーフレームの各アウターフレーム
中のＱ　Ｅ－ＭＢＭＳスロットのためのＱ　Ｅ－ＭＢＭＳスロットレコードを搬送する。
メッセージ中のレコードは、最初のアウターフレーム中のＥ－ＭＢＭＳスロットに、シー
ケンシャルの順序でマッピングされるので、ｑ番目のレコードはｑ番目のＥ－ＭＢＭＳス
ロットのためのものである。
【００５２】
　Ｅ－ＭＢＭＳスロットとして使用する特定のタイムスロットは、様々な方法で、例えば
、図６Ａあるいは６Ｂの中で示されるように、選択されることができる。どのタイムスロ
ットがＥ－ＭＢＭＳスロットであるのかを示す情報は、それは割り当て情報と呼ばれるが
、様々なフォーマットで与えられることができる。図６Ａの中で示される第１の実施形態
の場合、スーパーフレーム中の各フレームは、同じセットのＥ－ＭＢＭＳスロットを含ん
でいる。従って、スーパーフレーム中の全てのＥ－ＭＢＭＳスロットは、１つのフレーム
用のＥ－ＭＢＭＳスロットを識別する情報を送ることによって伝達されることができる。
例えば、１３ビットのフィールドは、各フレームの中でＥ－ＭＢＭＳのために使用される
ことができる１３タイムスロットに対し、各タイムスロットに対し１つのビットで、定義
されることができる。この１３ビットのフィールドにおける各ビットは、もし対応するタ
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イムスロットがＥ－ＭＢＭＳスロットであれば「１」に、あるいはそうでなければ「０」
に、設定されることができる。図６Ｂにおいて示される第２の実施形態の場合、アウター
フレーム中の各タイムスロットは、Ｗ－ＣＤＭＡあるいはＯＦＤＭに対し使用されること
ができる。スーパーフレーム中の全てのＥ－ＭＢＭＳスロットは、１つのアウターフレー
ム用のＥ－ＭＢＭＳスロットを識別する情報を送ることによって伝達されることができる
。例えば、４０３ビットのフィールドは、フレーム設計２でＥ－ＭＢＭＳのために使用さ
れることができる４０３のタイムスロットに対し、各タイムスロットに対し１つのビット
で、定義されることができる。各ビットは、もし対応するタイムスロットがＥ－ＭＢＭＳ
スロットであれば、「１」に、あるいはそうでなければ「０」に、設定されることができ
る。
【００５３】
　割り当て情報は、様々な方法で送られることができる。一実施形態においては、割り当
て情報は、オーバヘッド情報とは別に、例えば、ブロードキャストチャネル（ＢＣＨ）で
、送られる。この実施形態は、もしＥ－ＭＢＭＳスロットが静的(static)あるいは半静的
(semi-static)である場合は使用されてもよく、そして、割り当て情報はたまに送られる
ことが出来る。別の実施形態においては、割り当て情報は、Ｅ－ＭＢＭＳパラメータメッ
セージ７１０の一部として送られる。例えば、１３ビットのフィールドまたは４０３ビッ
トのフィールドが、Ｅ－ＭＢＭＳスロット１レコードの前に付けられる(appended)ことが
できる。この実施形態は、もしＥ－ＭＢＭＳスロットが半静的か動的(dynamic)である場
合は、及び／又は、もし割り当て情報が少数のビットを含む場合は、使用されてもよい。
【００５４】
　図７Ｂは、スーパーフレームの中で送られたストリーム用のオーバヘッド情報を搬送す
るために使用される、Ｅ－ＭＢＭＳパラメータメッセージ７２０の一実施形態を示す。メ
ッセージ７２０は、Ｍタイムスロットレコードを、アウターフレーム中の各タイムスロッ
トに対し１つのレコードで、含んでおり、これにＣＲＣフィールドが続く。各タイムスロ
ットレコードは、Ｅ－ＭＢＭＳフィールド（図７Ｂの中では「Ｅ」として表示されている
）、ストリームＩＤフィールド、ＴＢフォーマットフィールド、そしてアウター符号レー
トフィールドを含んでいる。各レコードに対し、Ｅ－ＭＢＭＳフィールドは、もし対応す
るタイムスロットがＥ－ＭＢＭＳスロットである場合は「１」に、そしてそうでなければ
「０」に、設定される。もしＥ－ＭＢＭＳフィールドが「１」に設定されている場合、そ
のときストリームＩＤフィールドは、タイムスロットの中で送られているストリームの識
別子を伝え、ＴＢフォーマットフィールドは、ストリームのために使用されたＴＢフォー
マットを伝え、そして、アウター符号レートフィールドは、ストリームのために使用され
たリードソロモン符号レートを伝える。もしＥ－ＭＢＭＳフィールドが「０」にセットさ
れている場合、そのとき、タイムスロットのためのレコードの中で他のフィールドは送ら
れない。ＣＲＣフィールドは、メッセージ中のＭタイムスロットレコードに基づいて生成
されるＣＲＣ値を搬送する。Ｅ－ＭＢＭＳパラメータメッセージ７２０は、どのタイムス
ロットがＥ－ＭＢＭＳスロットであるかを示す情報を搬送する。
【００５５】
　図７Ｃは、スーパーフレームの中で送られたストリームのためのオーバヘッド情報を搬
送するために使用されＥ－ＭＢＭＳパラメータメッセージ７３０の実施形態を示す。メッ
セージ７３０は、Ｖのストリームレコードを、各ストリームに対し１つのレコードで、含
んでおり、これにＣＲＣフィールドが続いている。各ストリームレコードは、現在のフィ
ールド（図７Ｃにおいては「Ｐ」として表示されている）、タイムスロットインデックス
フィールド、ＴＢフォーマットフィールド、そしてアウター符号レートフィールドを、含
んでいる。各レコードに対し、現在のフィールドは、もしそのレコードに対応するストリ
ームがスーパーフレームの中で送られている場合は、「１」に設定され、そしてそうでな
ければ「０」セットされている。もし現在のフィールドが「１」にセットされている場合
、そのときタイムスロットインデックスフィールドは、ストリームが送られるタイムスロ
ットのインデックスを伝え、ＴＢフォーマットフィールドは、ストリームのために使用さ
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れたＴＢフォーマットを伝え、そして、アウター符号レートフィールドは、ストリームの
ために使用されたリードソロモン符号レートを伝える。もし現在のフィールドが「０」に
設定されている場合、そのときは、ストリームのためのレコードの中で他のフィールドは
送られない。ＣＲＣフィールドは、メッセージ中のＶストリームレコードに基づいて生成
されるＣＲＣ値を搬送する。Ｅ－ＭＢＭＳパラメータメッセージ７３０の場合、どのタイ
ムスロットがＥ－ＭＢＭＳスロットであるのかを伝えるための追加情報は必要とされない
。
【００５６】
　図７Ａから７Ｃまでは、ストリームのためのオーバヘッド情報を送るためのいくつかの
実施形態を示す。オーバヘッド情報はまた、他の方法で送られてもよい、そしてこれは本
発明の範囲内である。
【００５７】
　図８は、図３の中で示される４層フレーム構造を持った１つのストリームｘのための例
示的な伝送を示す。この例において、ストリームｘは、スーパーフレームｍにおいてスト
リームｘに割り当てられたタイムスロット上で、４つのバーストで(in four burst)伝送
される。これらの４つのバーストは、スーパーフレームの４つのアウターフレームの中の
同じ位置で、アウターフレーム当り１バーストで伝送される。各バーストは、１つあるい
は複数のタイムスロットに及ぶ(span)かもしれない。図８中では示されていないが、スト
リームｘは、次のスーパーフレームｍ＋１において異なるタイムスロットおよびフレーム
に割り当てられてよい。
【００５８】
　図８はまた、スーパーフレームの開始時でのヘッダフィールドにおけるＴＤＭパイロッ
トおよびＭＣＣＨの伝送を示す。ＴＤＭパイロットは、１つ以上のタイムスロットの中で
送伝されることができ、そして、同期そして多分チャネル推定のために(for synchroniza
tion and possibly channel estimation)使用されることができる。ＭＣＣＨは、１つ以
上のタイムスロットの中で送られることができ、そして、Ｅ－ＭＢＭＳパラメータメッセ
ージ７１０（図８中で示されるように）を、あるいはオーバヘッド情報を搬送する何らか
の他のメッセージを、搬送できる。ＴＤＭパイロットおよびＭＣＣＨもまた、図８中で示
される方法とは異なる他の方法で送られることもできる。
【００５９】
　ストリームｘを受け取ることに興味を持っている端末は、ＭＣＣＨの中で送られたＥ－
ＭＢＭＳパラメータメッセージを復号し、そしてそのあと、ストリームｘに関係するレコ
ードを捜すために復号されたメッセージ中のレコードを通してスキャンするであろう。こ
のレコードは、現在のスーパーフレームの中でストリームｘが送られるタイムスロットを
示すだろう、それは、この例では、各アウターフレームにおけるタイムスロットｑ’であ
る。端末は、そのとき、ストリームｘのために送られたＭＡＣカプセル(MAC capsule)を
回復するために各アウターフレーム中のタイムスロットｑ’を処理するであろう。一実施
形態においては、ＭＡＣカプセルは、変更無し（ＮＣ）フィールドおよびデータフィール
ドを含む。データフィールドは、ストリームｘのためのトランスポートブロックを搬送す
る。変更無しフィールドは、次のスーパーフレーム中のストリームｘのためのオーバヘッ
ド情報レコードにおいて変更が無いことを示すために「１」に、あるいはそうでなければ
「０」に、設定されることができる。もし変更無しフィールドが「１」に設定されている
場合、端末は、次のスーパーフレーム中のＭＣＣＨを処理する必要がない。
【００６０】
　図９は、ローカルデータおよび広域データを送るためのスーパーフレーム構造９００の
一実施形態を示す。Ｅ－ＭＢＭＳ物理的チャネルは、ローカルデータおよび広域データを
搬送できる。端末が同じローカル伝送のためのパワーの全てを集めることができるように
、所定のローカルエリアの中の全ての基地局が、同じローカル伝送を同じタイムスロット
中で送ることが、望ましい。同様に、所定の広域の中の全ての基地局が、同じ広域伝送を
同じタイムスロット中で送ることが望ましい。スーパーフレームの各アウターフレームは
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、従って、（１）ローカルデータを送るために使用されるローカルセグメントに、また、
（２）広域データを送るために使用される広域セグメントに、区分化される(partitioned
)ことができる。ローカルＭＣＣＨは、ローカルデータを搬送するストリームのためのオ
ーバヘッド情報を伝達でき、そして、広域ＭＣＣＨは、広域データを搬送するストリーム
のためのオーバヘッド情報を伝達できる。ローカルＴＤＭパイロットと広域ＴＤＭパイロ
ットは、それぞれ、ローカル伝送と広域伝送のための同期およびチャネル推定を容易にす
るために、スーパーフレームの最初に伝送されることができる。
【００６１】
　図１０は、ブロードキャストとマルチキャストのサービスのためのオーバヘッド情報を
伝送するプロセス１０００を示す。プロセス１０００は、各スーパーフレームの中で行な
われることができる。
【００６２】
　最初に、スーパーフレームの中でＯＦＤＭに使用されるタイムスロットが確認される（
ブロック１０１２）。スーパーフレーム中のタイムスロットは、例えば、図６Ａ中で示さ
れるような構造に基づき、ＯＦＤＭのために割り当てられることができる、あるいは、各
タイムスロットは、ＯＦＤＭあるいはＷ－ＣＤＭＡのいずれかのために個々に割り当てら
れることができる。ＯＦＤＭのために使用されるタイムスロットの中で送られるべき複数
のストリームのためのオーバヘッド情報が生成される（ブロック１０１４）。オーバヘッ
ド情報は、タイムスロットと、そして、ストリームのために使用される符号化および変調
とを伝達し、そして、様々なフォーマットで与えられることができる。例えば、各ストリ
ームのためのオーバヘッド情報は、スーパーフレーム中のストリームに割り当てられるタ
イム素ロット、インナー符号レート、アウター符号レート、変調方式、そして、ストリー
ムのために使用されるトランスポートブロックサイズ、等を、示すことができる。複数の
レコードは、ストリームのためのオーバヘッド情報に対し形成されることができる（ブロ
ック１０１６）。例えば、１つのレコードは、図７Ａ中で示されるように各ＯＦＤＭスロ
ットに対して、図７Ｂ中で示されるように各タイムスロットに対して、図７Ｃ中で示され
るように各ストリームに対して、等のように、形成されることができる。ストリームのた
めのオーバヘッド情報は、処理され、例えば、符号化されそして変調される（ブロック１
０１８）、そしてその後、スーパーフレーム中のストリーム用のデータで時分割多重化さ
れる（ブロック１０２０）。スーパーフレームの中でＯＦＤＭのために使用されるタイム
スロットを示す情報は、別々に送られてもよいし、あるいはオーバヘッド情報中に含まれ
てもよい（ブロック１０２２）。次のスーパーフレーム中のストリームのためのオーバヘ
ッド情報において何らかの変更があるかどうかを示すために、インジケータが、各ストリ
ームに付けられてもよい（ブロック１０２４）。
【００６３】
　図１１は、基地局１１０および端末１２０のブロック図を示す。基地局１１０で、Ｗ－
ＣＤＭＡ　伝送（ＴＸ）データプロセッサ１１１０は、Ｗ－ＣＤＭＡで伝送されるべきデ
ータを受け取り、処理し、そして、Ｗ－ＣＤＭＡのための符号化データを生成する。Ｗ－
ＣＤＭＡ変調器１１１２は、Ｗ－ＣＤＭＡ符号化データを処理し、そして各Ｗ－ＣＤＭＡ
スロットのためのＷ－ＣＤＭＡ波形を生成する。Ｗ－ＣＤＭＡ変調器１１１２による処理
は、（１）各Ｗ－ＣＤＭＡ物理的チャネル用の符号化データを変調シンボルにマッピング
すること(mapping)と、（２）各物理的チャネルのための変調シンボルを直交シーケンス
でチャネル接続すること(channelizing)と、（３）各物理的チャネルのためのチャネル接
続されたシンボルをスクランブル符号でスクランブルすること(scrambling)と、そして、
（４）全ての物理的チャンネルに対しスクランブルされたデータをスケーリングし総計す
ること(scaling and summing)と、を含んでいる。ローカルＴＸデータプロセッサ１１２
０ａは、ＯＦＤＭを使用して送信されるべきローカルデータを受け取り、処理し、そして
、ローカル伝送用のデータおよびパイロットのシンボルを生成する。広域ＴＸデータプロ
セッサ１１２０ｂは、ＯＦＤＭを使用して送信されるべき広域データを受け取り、処理し
、そして、広域伝送用のデータおよびパイロットのシンボルを生成する。ローカル及び／
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又は広域ＴＸデータプロセッサ１１２０はまた、ＭＣＣＨのためのオーバヘッド情報（例
、Ｅ－ＭＢＭＳパラメータメッセージ）も処理する。ＯＦＤＭ変調器１１２２は、データ
とパイロットのシンボル上でＯＦＤＭ変調を行ない、ＯＦＤＭシンボルを生成し、そして
、各Ｅ－ＭＢＭＳスロットのためのＯＦＤＭ波形を形成する。マルチプレクサ（Ｍｕｘ）
１１２４は、Ｗ－ＣＤＭＡ波形をダウンリンクＷ－ＣＤＭＡスロット上に多重化し、ＯＦ
ＤＭ波形をＥ－ＭＢＭＳスロット上に多重化し、そして、出力信号を提供する。送信機ユ
ニット（ＴＭＴＲ）１１２６は、出力信号を調整し（例、アナログに変換する、フィルタ
にかける、増幅する、また、周波数をアップコンバートする）、そして、アンテナ１１２
８から送信される、変調された信号を生成する。
【００６４】
　端末１２０で、アンテナ１１５２は、基地局１１０によって送信された、変調された信
号を受け取り、そして、受け取られた信号をレシーバユニット（ＲＣＶＲ）１１５４に提
供する。レシーバユニット１１５４は、受け取られた信号を調整し、デジタル化し、そし
て処理し、そして、サンプルのストリームをデマルチプレクサ（Ｄｅｍｕｘ）１１５６に
提供する。デマルチプレクサ１１５６は、ダウンリンクＷ－ＣＤＭＡスロット中のサンプ
ルをＷ－ＣＤＭＡ復調器（Ｄｅｍｏｄ）１１６０に、そして、Ｅ－ＭＢＭＳスロット中の
サンプルをＯＦＤＭ復調器１１７０に、提供する。Ｗ－ＣＤＭＡ復調器１１６０は、受け
取られたサンプルを、Ｗ－ＣＤＭＡ変調器１１１２による処理に相補的な方法で(in a ma
nner complementary to)処理し、そしてシンボル推定値(symbol estimates)を提供する。
Ｗ－ＣＤＭＡレシーブ（ＲＸ）データプロセッサ１１６２は、シンボル推定値を処理し（
例、復調する、デインタリーブする(deinterleaves)、そして復号する）、そしてＷ－Ｃ
ＤＭＡ用に復号された信号を提供する。ＯＦＤＭ復調器１１７０は、受け取られたサンプ
ル上でＯＦＤＭ復調を行ない、そしてデータシンボル推定値を提供する。ローカルＲＸデ
ータプロセッサ１１７２ａは、ローカル伝送用のデータシンボル推定値を処理し、そして
、復号されたローカルデータを提供する。広域ＲＸデータプロセッサ１１７２ｂは、広域
伝送用のデータシンボル推定値を処理し、そして、復号された広域データを提供する。一
般に、端末１２０での処理は、基地局１１０での処理に相補的である。
【００６５】
　コントローラ１１３０および１１８０は、基地局１１０および端末１２０での動作をそ
れぞれ管理する(direct)。メモリユニット１１３２および１１８２は、コントローラ１１
３０および１１８０によって使用されるプログラムコードおよびデータを、それぞれ保存
する。コントローラ１１３０及び／又はスケジューラ１１３４は、タイムスロットをダウ
ンリンクおよびアップリンクのために割り当て、ダウンリンクスロットをＷ－ＣＤＭＡお
よびＯＦＤＭのために割り当て、そして、Ｅ－ＭＢＭＳスロットをストリームに割り当て
る。
【００６６】
　ここに説明されたオーバヘッド情報を伝送するための技術は、様々な手段によってイン
プリメントされることができる。例えば、これらの技術は、ハードウェア、ソフトウェア
あるいはそれの組合せ中でインプリメントされるかもしれない。ハードウェアインプリメ
ンテーションの場合、基地局でオーバヘッド情報を生成し、処理し、そして伝送するため
に使用される処理ユニットは、１以上の、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣｓ）、デジタ
ル信号プロセッサ（ＤＳＰｓ）、デジタル信号処理デバイス（ＤＳＰＤｓ）、プログラマ
ブル論理デバイス（ＰＬＤｓ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡｓ）
、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、ここに記載された機能を行なうように設計された他の電子ユニット、あるいはそれら
の組合せの中でインプリメントされることができる。端末でオーバヘッド情報を受け取り
そして使用するために用いられる処理ユニットもまた、１以上のＡＳＩＣｓ、ＤＳＰｓ、
プロセッサなどの中でインプリメントされることができる。
【００６７】
　ソフトウェアインプリメンテーションの場合は、技術は、ここに説明された機能を行な
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うモジュール（例、処理手順、機能、等）でインプリメントされることができる。ソフト
ウェアコードが、メモリユニット（例、図１１中のメモリユニット１１３２あるいは１１
８２）に保存され、そして、プロセッサ（例、コントローラ１１３０あるいは１１８０）
によって実行されることができる。メモリユニットは、プロセッサ内に又はプロセッサの
外部にインプリメントされることができ、その場合には、それは、技術的に知られている
ように、様々な手段を経由してプロセッサに通信的に結合されることができる。
【００６８】
　開示された実施形態の以上の説明は、当業者の誰もが本発明を作りまたは使用するのを
可能とするように提供されている。これらの実施形態の様々な変形は当業者には容易に明
らかであり、そして、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形態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
実施形態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
と整合する最も広い範囲が与えられるべきものである。
　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。
[１]
　無線通信システムによって利用される少なくとも２つの無線技術の中の第1無線技術の
ために使用されるタイムスロットを確認し、そして、前記第１無線技術のために使用され
る前記タイムスロット中で送られる複数のストリームのためのオーバヘッド情報を生成す
るコントローラと、なおここでは、各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、前記
ストリームに割り当てられるタイムスロットを示す；そして
　伝送のための前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報を処理するプロセッ
サと；
　を備える装置。
[２]
　前記第1無線技術は、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）であり、そして、前記少なくと
も２つの無線技術は、ＯＦＤＭと広帯域符号分割多元接続（ＷＣＤＭＡ）を含む、[１］
記載の装置。
[３]
　各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、更に、前記ストリームのために使用さ
れる符号化および変調を示す、[１］記載の装置。
[４]
　前記コントローラは、前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報に対し複数
のレコードを形成する、[１］記載の装置。
[５]
　前記コントローラは、更に、前記第１無線技術のために使用される前記タイムスロット
を示す情報を生成する、[１］記載の装置。
[６]
　これからやってくる時間間隔中のストリームのための前記オーバヘッド情報において何
らかの変更があるかどうかを示すために、前記コントローラは、各ストリームに、インジ
ケータを付ける、[１］記載の装置。
[７]
　無線通信システムにおけるオーバヘッド情報を伝送する方法であって、
　前記無線通信システムによって利用される少なくとも２つの無線技術の中の第1無線技
術のために使用されるタイムスロットを確認することと;
　前記第１無線技術のために使用される前記タイムスロット中で送られる複数のストリー
ムのためのオーバヘッド情報を決定することと、なおここでは、生成するコントローラと
、なおここでは、各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、前記ストリームに割り
当てられるタイムスロットを示す；そして
　伝送のための前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報を処理することと;
　を備える、方法。
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[８]
　前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報に対し複数のレコードを形成する
こと、
　を更に備える、[７］記載の方法。
[９]
　これからやってくる時間間隔中のストリームのための前記オーバヘッド情報において何
らかの変更があるかどうかを示すために、各ストリームにインジケータを付けること、
　を更に備える、[７］記載の方法。
[１０]
　無線通信システムによって利用される少なくとも２つの無線技術の中の第1無線技術の
ために使用されるタイムスロットを確認するための手段と；
　前記第１無線技術のために使用される前記タイムスロット中で送られる複数のストリー
ムのためのオーバヘッド情報を決定するための手段と、なおここでは、各ストリームのた
めの前記オーバヘッド情報は、前記ストリームに割り当てられるタイムスロットを示す；
そして
　伝送のための前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報を処理するための手
段と；
　を備える装置。
[１１]
　前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報に対し複数のレコードを形成する
ための手段、
　を更に備える、[１０］記載の装置。
[１２]
　これからやってくる時間間隔中のストリームのための前記オーバヘッド情報において何
らかの変更があるかどうかを示すために、各ストリームにインジケータを付けるための手
段、
　を更に備える、[１０］記載の装置。
[１３]
　複数のタイムスロットで構成されたスーパーフレームの中で直交周波数分割多重（ＯＦ
ＤＭ）のために使用されるタイムスロットを確認し、そして、ＯＦＤＭのために使用され
る前記タイムスロット中で送られる複数のストリームのためのオーバヘッド情報を決定す
るコントローラと、なおここでは、前記スーパーフレーム中の残りのタイムスロットは広
帯域符号分割多元接続（Ｗ－ＣＤＭＡ）のために使用され、そして、各ストリームのため
の前記オーバヘッド情報は、前記スーパーフレーム中の前記ストリームに割り当てられる
少なくとも１つのタイムスロットを示す；そして
　前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報を処理し、そして、前記スーパー
フレーム中の前記複数のストリーム用のデータで前記処理されたオーバヘッド情報を時分
割多重化するプロセッサと；
　を備える装置。
[１４]
　各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、更に、インナー符号レート、アウター
符号レート、および前記ストリーム用の変調方式、あるいはそれらの組合せを示す、[１
３］記載の装置。
[１５]
　各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、更に、前記ストリームのためのトラン
スポートブロックサイズを、あるいは前記ストリームのための前記スーパーフレーム中で
送られるコードブロックの数を、あるいは両方を示す、[１３］記載の装置。
[１６]
　前記コントローラは、ＯＦＤＭのために使用される前記タイムスロットに対し複数のレ
コードを形成し、そして、各レコードは、ＯＦＤＭのために使用される少なくとも１つの
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タイムスロットをカバーしそして前記少なくとも１つのタイムスロット上で送られるスト
リームのためのオーバヘッド情報を搬送する、[１３］記載の装置。
[１７]
　前記コントローラは、前記スーパーフレーム中の前記複数のタイムスロットのための複
数のレコードを、前記スーパーフレーム中の前記複数のタイムスロットの中の少なくとも
１つのタイムスロットの各セットに対し１つのレコードで、形成し、なおここでは、各レ
コードは、少なくとも１つのタイムスロットの前記対応するセットがＯＦＤＭのために使
用されるのかどうかを示し、そして、もしＯＦＤＭのために使用されるのであれば、更に
、少なくとも１つのタイムスロットの前記セットの中で送られるストリームのためのオー
バヘッド情報を搬送する、[１３］記載の装置。
[１８]
　前記コントローラは、前記複数のストリームのための複数のレコードを形成し、そして
、各レコードは、前記複数のストリームのうちの１つのためのオーバヘッド情報を搬送す
る、[１３］記載の装置。
[１９]
　次のスーパーフレーム中のストリームのための前記オーバヘッド情報において何らかの
変更があるかどうかを示すために、前記コントローラは、各ストリームにインジケータを
付ける、[１３］記載の装置。
[２０]
　前記スーパーフレームは複数のアウターフレームを備え、各アウターフレームは複数の
フレームを備え、そして、各フレームは少なくとも２つのタイムスロットを備える、[１
３］記載の装置。
[２１]
　前記コントローラは、前記スーパーフレームの各アウターフレーム中の少なくとも１つ
のタイムスロットの１セットを、各ストリームに割り当てる、[２０］記載の装置。
[２２]
　前記コントローラは、ＯＦＤＭに対し各フレーム中のタイムスロットの１セットを割り
当て、そして、タイムスロットの同じセットが、各アウターフレームの前記複数のフレー
ムのためのＯＦＤＭに対し割り当てられる、[２０］記載の装置。
[２３]
　前記コントローラは更に、前記スーパーフレーム中でＯＦＤＭ用に使用される前記タイ
ムスロットを示す情報を生成する、[１３］記載の装置。
[２４]
　無線通信システムにおいてオーバヘッド情報を伝送する方法であって、
複数のタイムスロットで構成されたスーパーフレームの中で直交周波数分割多重（ＯＦＤ
Ｍ）のために使用されるタイムスロットを確認することと、なおここでは、前記スーパー
フレーム中の残りのタイムスロットは広帯域符号分割多元接続（Ｗ－ＣＤＭＡ）のために
使用される；
　ＯＦＤＭのために使用される前記タイムスロット中で送られる複数のストリームのため
のオーバヘッド情報を決定することと、なおここでは、各ストリームのための前記オーバ
ヘッド情報は、前記スーパーフレーム中の前記ストリームに割り当てられる少なくとも１
つのタイムスロットを示す；そして
　前記スーパーフレーム中の前記複数のストリーム用のデータで前記複数のストリームの
ための前記オーバヘッド情報を時分割多重化することと；
　を備える方法。
[２５]
　ＯＦＤＭのために使用される前記タイムスロットに対し複数のレコードを形成すること
、
を更に備え、そして、各レコードは、ＯＦＤＭのために使用される少なくとも１つのタイ
ムスロットをカバーしそして前記少なくとも１つのタイムスロット上で送られるストリー
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ムのためのオーバヘッド情報を搬送する、[２４］記載の方法。
[２６]
　次のスーパーフレーム中のストリームのための前記オーバヘッド情報において何らかの
変更があるかどうかを示すために、各ストリームにインジケータを付けること、
を更に備える、[２４］記載の方法。
[２７]
　複数のタイムスロットで構成されたスーパーフレームの中で直交周波数分割多重（ＯＦ
ＤＭ）のために使用されるタイムスロットを確認するための手段と、なおここでは、前記
スーパーフレーム中の残りのタイムスロットは広帯域符号分割多元接続（Ｗ－ＣＤＭＡ）
のために使用される；
　ＯＦＤＭのために使用される前記タイムスロット中で送られる複数のストリームのため
のオーバヘッド情報を決定するための手段と、なおここでは、各ストリームのための前記
オーバヘッド情報は、前記スーパーフレーム中の前記ストリームに割り当てられる少なく
とも１つのタイムスロットを示す；そして
　前記スーパーフレーム中の前記複数のストリーム用のデータで前記複数のストリームの
ための前記オーバヘッド情報を時分割多重化するための手段と；
　を備える装置。
[２８]
　ＯＦＤＭのために使用される前記タイムスロットに対し複数のレコードを形成するため
の手段を、
　更に備え、そして、各レコードは、ＯＦＤＭのために使用される少なくとも１つのタイ
ムスロットをカバーしそして前記少なくとも１つのタイムスロット上で送られるストリー
ムのためのオーバヘッド情報を搬送する、[２７］記載の装置。
[２９]
　次のスーパーフレーム中のストリームのための前記オーバヘッド情報において何らかの
変更があるかどうかを示すために、各ストリームにインジケータを付けるための手段、
　を更に備える、[２７］記載の装置。
[３０]
　無線通信システムによって利用される少なくとも２つの無線技術の中の第1無線技術の
ために使用されるタイムスロット中で伝送される複数のストリームのためのオーバヘッド
情報を得るコントローラと、なおここでは、各ストリームのための前記オーバヘッド情報
は、前記ストリームに割り当てられる少なくとも１つのタイムスロットを示す；そして
　選択されたストリームのための少なくとも1つのタイムスロットを前記ストリームのた
めのデータを得るために処理するプロセッサと；
　を備える装置。
[３１]
　前記第1無線技術は、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）であり、そして、前記少なくと
も２つの無線技術は、ＯＦＤＭと広帯域符号分割多元接続（ＷＣＤＭＡ）を含む、[３１
］記載の装置。
[３２]
　各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、前記ストリームのために使用される符
号化および変調、前記ストリームのために使用されるトランスポートブロックサイズ、あ
るいはそれらの組合せを示す、[３０］記載の装置。
[３３]
　前記コントローラは、前記第1無線技術のために使用される前記タイムスロットを示す
情報を得る、[３０］記載の装置。
[３４]
　前記コントローラは、前記第1無線技術のために使用される前記タイムスロットに対し
複数のレコードを受け取り、そして、各レコードは、前記第1無線技術のために使用され
る少なくとも１つのタイムスロットをカバーしそして前記少なくとも１つのタイムスロッ
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ト上で送られるストリームのためのオーバヘッド情報を搬送する、[３０］記載の装置。
[３５]
　前記コントローラは、前記複数のストリームのための複数のレコードを受け取り、そし
て、各レコードは、前記複数のストリームのうちの１つのためのオーバヘッド情報を搬送
する、[３０］記載の装置。
[３６]
　これからやってくる時間間隔中の選択されたストリームのための前記オーバヘッド情報
において何らかの変更があるかどうかを示すために、前記選択されたストリームと共に送
られたインジケータを、前記コントローラが受け取る、[３０］記載の装置。
[３７]
　前記コントローラは、予め定められた持続時間の各スーパーフレーム中の前記複数のス
トリームのための前記オーバヘッド情報を得、そして、前記プロセッサは、各スーパーフ
レーム中の前記選択されたストリームのための前記少なくとも１つのタイムスロットを処
理する、[３０］記載の装置。
[３８]
　無線通信システムにおいてデータを受け取る方法であって、
　前記無線通信システムによって利用される少なくとも２つの無線技術の中の第1無線技
術のために使用されるタイムスロット中で伝送される複数のストリームのためのオーバヘ
ッド情報を得ることと、なおここでは、各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、
前記ストリームに割り当てられる少なくとも１つのタイムスロットを示す；そして
　前記ストリームのためのデータを得るために選択されたストリームに対し少なくとも1
つのタイムスロットを処理することと;
　を備える方法。
[３９]
　前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報に対する複数のレコードを受け取
ることと；そして
　前記選択されたストリームのために使用される前記少なくとも１つのタイムスロットを
決定するために前記選択されたストリームに対するレコードを処理することと；
　を更に備える、[38］記載の方法。
[４０]
　これからやってくる時間間隔中の選択されたストリームのための前記オーバヘッド情報
において何らかの変更があるかどうかを示すために、前記選択されたストリームと共に送
られたインジケータを受け取ること、
　を更に備える[３８］記載の方法。
[４１]
　無線通信システムによって利用される少なくとも２つの無線技術の中の第1無線技術の
ために使用されるタイムスロット中で伝送される複数のストリームのためのオーバヘッド
情報を得るための手段と、なおここでは、各ストリームのための前記オーバヘッド情報は
、前記ストリームに割り当てられる少なくとも１つのタイムスロットを示す；そして
　選択されたストリームのための少なくとも1つのタイムスロットを前記ストリームのた
めのデータを得るために処理するための手段と；
　を備える装置。
[４２]
　前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報に対する複数のレコードを受け取
るための手段と；そして
　前記選択されたストリームのために使用される前記少なくとも１つのタイムスロットを
決定するために前記選択されたストリームに対するレコードを処理するための手段と；
　を更に備える、[41］記載の装置。
[４３]
　これからやってくる時間間隔中の前記選択されたストリームのための前記オーバヘッド
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に送られたインジケータを受け取るための手段；
　を更に備える[４１］記載の装置。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】図１は無線通信システムを示す。
【図２】図２は、図１におけるシステムのためのローカルおよび広域サービスエリアを示
す。
【図３】図３は、Ｗ－ＣＤＭＡおよびＯＦＤＭをサポートする４層フレーム構造を示す。
【図４】図４は、フレームにおけるＷ－ＣＤＭＡおよびＯＦＤＭの多重化を示す。
【図５】図５は、Ｗ－ＣＤＭＡおよびＯＦＤＭのための処理を示す。
【図６Ａ】図６Ａは、ＯＦＤＭのために使用されるタイムスロットを選択するための実施
形態を示す。
【図６Ｂ】図６Ｂは、ＯＦＤＭのために使用されるタイムスロットを選択するための実施
形態を示す。
【図７Ａ】図７Ａは、ＯＦＤＭで送られるストリームのためのオーバヘッド情報を搬送す
るＥ－ＭＢＭＳパラメータメッセージの実施形態を示す。
【図７Ｂ】図７Ｂは、ＯＦＤＭで送られるストリームのためのオーバヘッド情報を搬送す
るＥ－ＭＢＭＳパラメータメッセージの実施形態を示す。
【図７Ｃ】図７Ｃは、ＯＦＤＭで送られるストリームのためのオーバヘッド情報を搬送す
るＥ－ＭＢＭＳパラメータメッセージの実施形態を示す。
【図８】図８は、４層フレーム構造における１つのストリームのための伝送を示す。
【図９】図９は、ローカルと広域データを送るためのスーパーフレーム構造を示す。
【図１０】図１０は、オーバヘッド情報を伝送するプロセスを示す。
【図１１】図１１は、基地局と端末のブロック図を示す。
【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６Ａ】
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【図６Ｂ】 【図７Ａ】

【図７Ｂ】 【図７Ｃ】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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