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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　夫々のフレームが少なくとも１つの情報伝達パターンと１以上のデータパターンとを含
むフレーム構造に基づいてマルチ搬送システムで信号を送信するための送信装置であって
、
　フレーム内の前記少なくとも１つの情報伝達パターンに第１の情報伝達データを配列し
、フレーム内の前記１以上のデータパターンにコンテンツデータを配列するように構成さ
れるフレーム形成手段、を備え、
　前記１以上のデータパターンの前記コンテンツデータは、当該データパターン内のデー
タフレームに配列され、夫々のデータパターンは、前記データフレームと、第２の情報伝
達データを含むヘッダと、を含み、
　前記送信装置は、
　時間領域送信信号を生成するために、前記少なくとも１つの情報伝達パターン及び前記
１以上のデータパターンを周波数領域から前記時間領域に変換するように構成される変換
手段と、
　前記時間領域送信信号を送信するように構成される送信手段と、
を備え、
　フレームの前記データパターンの少なくとも１つは、前記データパターンの当該少なく
とも１つと同じ周波数軸上の範囲で時間方向に少なくとも１つの付加的なデータパターン
によって追従され、
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　前記少なくとも１つの前記データパターンに配列されるデータフレーム及び前記少なく
とも１つの付加的なデータパターンに配列されるデータフレームは、互いに前記周波数軸
上の範囲から独立して続いて起こるように配列され、前記周波数軸において異なる長さを
有する、
　送信装置。
【請求項２】
　前記第２の情報伝達データは、時間同期配列を含む、請求項１に記載の送信装置。
【請求項３】
　前記第２の情報伝達データは、複数のシンボルに配列され、
　前記時間同期配列の一部分は、夫々のシンボルに挿入される、請求項２に記載の送信装
置。
【請求項４】
　前記第２の情報伝達データは、複数のシンボルに配列され、
　前記時間同期配列の一部分は、前記シンボルの少なくとも一部分に変調される、請求項
２に記載の送信装置。
【請求項５】
　夫々のフレームが少なくとも１つの情報伝達パターンと１以上のデータパターンとを含
むフレーム構造に基づいてマルチ搬送システムで信号を送信するための送信方法であって
、
　フレーム内の前記少なくとも１つの情報伝達パターンに第１の情報伝達データを配列す
るステップと、
　フレーム内の前記１以上のデータパターンにコンテンツデータを配列するステップと、
　前記１以上のデータパターンの前記コンテンツデータは、当該データパターン内のデー
タフレームに配列され、夫々のデータパターンは、前記データフレームと、第２の情報伝
達データを含むヘッダと、を含むことと、
　時間領域送信信号を生成するために、前記少なくとも１つの情報伝達パターン及び前記
１以上のデータパターンを周波数領域から前記時間領域に変換するように変換するステッ
プと、
　前記時間領域送信信号を送信するステップと、
を含み、
　フレームの前記データパターンの少なくとも１つは、前記データパターンの当該少なく
とも１つと同じ周波数軸上の範囲で時間方向に少なくとも１つの付加的なデータパターン
によって追従され、
　前記少なくとも１つの前記データパターンに配列されるデータフレーム及び前記少なく
とも１つの付加的なデータパターンに配列されるデータフレームは、互いに前記周波数軸
上の範囲から独立して続いて起こるように配列され、前記周波数軸において異なる長さを
有する、
　送信方法。
【請求項６】
　送信帯域幅のフレーム構造に基づいてマルチ搬送システムで信号を受信するための受信
装置であって、
　夫々のフレームは、第１の情報伝達データを有する少なくとも１つの情報伝達パターン
と１以上のデータパターンとを含み、
　前記受信装置は、
　受信される前記１以上のデータパターンをカバーする送信帯域幅の選択されたパートに
調整され、且つ前記送信帯域幅の当該選択されたパートを受信するように構成される受信
手段と、
　受信されるデータパターンに含まれる第２の情報伝達データを評価するように構成され
る評価手段と、
　前記評価の結果に基づいて、受信されるデータフレームの周波数搬送波からのコンテン
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ツデータをデマッピングするように構成されるデータデマッピング手段と、
を備え、
　前記１以上のデータパターンの前記コンテンツデータは、当該データパターン内の前記
データフレームに配列され、夫々のデータパターンは、前記データフレームと、第２の情
報伝達データを含むヘッダと、を含み、
　フレームの前記データパターンの少なくとも１つは、前記データパターンの当該少なく
とも１つと同じ周波数軸上の範囲で時間方向に少なくとも１つの付加的なデータパターン
によって追従され、
　前記少なくとも１つの前記データパターンに配列されるデータフレーム及び前記少なく
とも１つの付加的なデータパターンに配列されるデータフレームは、互いに前記周波数軸
上の範囲から独立して続いて起こるように配列され、前記周波数軸において異なる長さを
有する、
　受信装置。
【請求項７】
　前記第２の情報伝達データが、前記受信されるデータフレームの前記コンテンツデータ
の変調を含み、
　前記評価手段が、前記変調を取得するように構成され、
　前記データデマッピング手段が、前記取得された変調に基づいて前記受信されたデータ
フレームの周波数搬送波から前記コンテンツデータの復調を実行するように構成される、
請求項６に記載の受信装置。
【請求項８】
　前記第２の情報伝達データは、前記受信されたデータフレームに前記コンテンツデータ
の誤りコーディングを含み、
　前記評価手段は、前記誤りコーディングを取得し、前記受信されたデータフレームの前
記コンテンツデータ上で誤りデコーディングを実行するように構成される誤りデコーディ
ング手段に誤りコーディングを転送するように構成される、請求項６又は７に記載の受信
装置。
【請求項９】
　前記第２の情報伝達データは、接続の識別を含み、
　前記評価手段は、前記接続の識別を取得するように構成される、請求項６～８のいずれ
か１項に記載の受信装置。
【請求項１０】
　受信されたデータパターンの前記第２の情報伝達データに含まれる同期配列での相関を
実行するように構成される相関手段を備え、
　前記データデマッピング手段は、前記相関の結果に基づいて前記受信されたデータフレ
ームの周波数搬送波からの前記コンテンツデータをデマッピングするように構成される、
請求項６～９のいずれか１項に記載の受信装置。
【請求項１１】
　送信帯域幅のフレーム構造に基づいてマルチ搬送システムで信号を受信するための受信
方法であって、
　夫々のフレームは、第１の情報伝達データを有する少なくとも１つの情報伝達パターン
と１以上のデータパターンとを含み、
　前記受信方法は、
　受信される前記１以上のデータパターンをカバーする送信帯域幅の選択されたパートを
受信するステップと、
　受信されるデータパターンに含まれる第２の情報伝達データを評価するステップと、
　前記評価の結果に基づいて、受信されるデータフレームの周波数搬送波からのコンテン
ツデータをデマッピングするステップと、
を含み、
　前記１以上のデータパターンの前記コンテンツデータは、当該データパターン内の前記
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データフレームに配列され、夫々のデータパターンは、前記データフレームと、第２の情
報伝達データを含むヘッダと、を含み、
　フレームの前記データパターンの少なくとも１つは、前記データパターンの当該少なく
とも１つと同じ周波数軸上の範囲で時間方向に少なくとも１つの付加的なデータパターン
によって追従され、
　前記少なくとも１つの前記データパターンに配列されるデータフレーム及び前記少なく
とも１つの付加的なデータパターンに配列されるデータフレームは、互いに前記周波数軸
上の範囲から独立して続いて起こるように配列され、前記周波数軸において異なる長さを
有する、
　受信方法。
【請求項１２】
　夫々のフレームが少なくとも１つの情報伝達パターンと１以上のデータパターンとを含
むフレーム構造に基づいてマルチ搬送システムで信号を送信するための送信装置を含む、
信号を送信し及び受信するためのシステムであって、
　前記送信装置は、
　フレーム内の前記少なくとも１つの情報伝達パターンに第１の情報伝達データを配列し
、フレームの前記１以上のデータパターンにコンテンツデータを配列するように構成され
るフレーム形成手段、
　時間領域送信信号を生成するために、前記少なくとも１つの情報伝達パターン及び前記
１以上のデータパターンを周波数領域から前記時間領域に変換するように構成される変換
手段、及び
　前記時間領域送信信号を送信するように構成される送信手段、
を備え、
　前記１以上のデータパターンの前記コンテンツデータは、当該データパターン内のデー
タフレームに配列され、夫々のデータパターンは、前記データフレームと、第２の情報伝
達データを含むヘッダと、を含み、
　前記システムは、前記送信装置から前記時間領域送信信号を受信するように構成される
請求項６～１０のいずれか１項に記載の受信装置を更に備える、
　システム。
【請求項１３】
　夫々のフレームが少なくとも１つの情報伝達パターンと１以上のデータパターンとを含
むフレーム構造に基づいてマルチ搬送システムで信号を送信するための送信方法を含む、
信号を送信し及び受信するための方法であって、
　フレーム内の前記少なくとも１つの情報伝達パターンに第１の情報伝達データを配列す
るステップと、
　フレーム内の前記１以上のデータパターンにコンテンツデータを配列するステップと、
　時間領域送信信号を生成するために、前記少なくとも１つの情報伝達パターン及び前記
１以上のデータパターンを周波数領域から前記時間領域に変換するステップと、
　前記時間領域送信信号を送信するステップと、
を含み、
　前記１以上のデータパターンの前記コンテンツデータは、当該データパターン内のデー
タフレームに配列され、夫々のデータパターンは、前記データフレームと、第２の情報伝
達データを含むヘッダと、を含み、
　前記方法は、前記時間領域送信信号を受信するように構成される請求項１１に記載の受
信方法を更に含む、
　方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、マルチ搬送システムのための新規なフレーム及び情報伝達パターン構造に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、マルチ搬送システムが、有線又は無線（例えば、ケーブル、地上波等）のデジタ
ルビデオ放送システムのような一方向又は双方向の放送システム等として普及している。
【発明の概要】
【０００３】
　本発明では、本明細書において、コンテンツデータ、情報伝達データ、パイロット信号
等が多数の周波数搬送波にマッピングされ（ｍａｐｐｅｄ）、次いで、与えられる全体又
は完全な送信帯域幅で送信される、例えば、ケーブル放送システム又は地上波放送システ
ムのような、放送システムが主に対象にされている（しかし限定はされない）。必要な又
は夫々の受信部によって必要とされるコンテンツデータのみを受信するために、典型的に
、受信部は完全なチャネル帯域幅（しばしば、セグメント受信（ｓｅｇｍｅｎｔｅｄ　ｒ
ｅｃｅｐｔｉｏｎ）と呼ばれる）から、パーシャル通信路（全体の送信帯域幅のパート）
にチューニングする。例えば、ＩＳＤＢ－Ｔスタンダード（ＩＳＤＢ－Ｔ　Ｓｔａｎｄａ
ｒｄ）では、全体のチャネル帯域幅が、等しい長さ（等しい周波搬送の数）の１３の固定
されたセグメントに分割される。
【０００４】
　本発明の目的は、送信帯域幅の要求されるパートに柔軟にチューニングすることが可能
であり、コストが低い送信装置、方法、及び複数の搬送システムのための信号構造を提供
することにある。
【０００５】
　上記の目的は、１以上のデータパターンのデータがデータフレームに配列され、夫々の
データフレームが第２の情報伝達データ及びコンテンツデータを含むように、フレームの
少なくとも１つの情報伝達パターンに第１の情報伝達データを配列し、フレームの前記１
以上のデータパターンにデータを配列するように構成されるフレーム形成手段と、時間領
域送信信号を生成するために、前記少なくとも１つの情報伝達パターン及び前記１以上の
データパターンを周波数領域から前記時間領域に変換するように構成される変換手段と、
前記時間領域送信信号を送信するように構成される送信手段と、を備え、夫々のフレーム
が、前記少なくとも１つの情報伝達パターン及び前記１以上のデータパターンを含み、フ
レーム構造に基づいてマルチ搬送システムで信号を送信するように構成される送信装置に
よって実現される。
【０００６】
　上記目的は、更に、フレームの少なくとも１つの情報伝達パターンに情報伝達データを
配列するステップと、前記１以上のデータパターンのデータがデータフレームに配列され
、夫々のデータフレームが第２の情報伝達データ及びコンテンツデータを含むように、フ
レームの前記１以上のデータパターンにデータを配列するステップと、時間領域送信信号
を生成するために、前記少なくとも１つの情報伝達パターン及び前記１以上のデータパタ
ーンを周波数領域から前記時間領域に変換するように変換するステップと、前記時間領域
送信信号を送信するステップと、を含み、夫々のフレームが、前記少なくとも１つの情報
伝達パターン及び前記１以上のデータパターンを含み、フレーム構造に基づいてマルチ搬
送システムで信号を送信するように構成される送信方法によって実現される。
【０００７】
　上記目的は、更に、マルチ搬送波システムのためのフレームパターンによって実現され
、上記フレームパターンは、少なくとも１つの情報伝達パターン及び１以上のデータパタ
ーンを含み、データは、フレームの前記１以上のデータパターンに配列され、前記１以上
のデータパターンの前記データがデータフレームに配列され、夫々のデータフレームは、
第２の情報伝達データ及びコンテンツデータを含む。
【０００８】
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　本発明の目的は、更に、送信帯域幅の要求されるあらゆるパートに対する柔軟なチュー
ニングを可能にして低コストである、受信装置と、受信方法と、送信及び受信システムと
、送信及び受信方法とを提供することである。
【０００９】
　上記目的は、受信される少なくとも１つのデータパターンをカバーする送信帯域幅の選
択されたパートに調整され、且つ前記送信バンド幅の選択されたパートを受信するように
構成される受信手段と、受信されるデータフレームに含まれる第２の情報伝達データ評価
するように構成される評価手段と、前記評価の結果に基づいて、受信されるデータパター
ンの周波数搬送波からのデータをデマッピングするように構成されるデマッピング手段と
、を備え、前記１以上のデータパターンのデータがデータフレームに配列され、夫々のデ
ータフレームが前記第２の情報伝達データ及びコンテンツデータを含むように、
　夫々のフレームが、第１の情報伝達データ及び１以上のデータパターンを有する少なく
とも１つのデータパターンを含み、送信帯域幅のフレーム構造に基づいて、マルチ搬送シ
ステムで信号を受信するための受信装置によって実現される。
【００１０】
　上記目的は、更に、受信される少なくとも１つのデータパターンをカバーする送信帯域
幅の選択されたパートを受信するステップと、受信されるデータフレームに含まれる第２
の情報伝達データ評価するステップと、前記評価の結果に基づいて、受信されるデータパ
ターンの周波数搬送波からのデータをデマッピングするステップと、を含み、前記１以上
のデータパターンのデータがデータフレームに配列され、夫々のデータフレームが前記第
２の情報伝達データ及びコンテンツデータを含むように、夫々のフレームが、第１の情報
伝達データ及び１以上のデータパターンを有する少なくとも１つのデータパターンを含み
、送信帯域幅のフレーム構造に基づいて、マルチ搬送システムで信号を受信するための受
信方法によって実現される。
【００１１】
　上記目的は、更に、１以上のデータパターンのデータがデータフレームに配列され、夫
々のデータフレームが第２の情報伝達データ及びコンテンツデータを含むように、フレー
ムの少なくとも１つの情報伝達パターンに第１の情報伝達データを配列し、フレームの前
記１以上のデータパターンにデータを配列するように構成されるフレーム形成手段、時間
領域送信信号を生成するために、前記少なくとも１つの情報伝達パターン及び前記１以上
のデータパターンを周波数領域から前記時間領域に変換するように変換するように構成さ
れる変換手段、及び前記時間領域送信信号を送信するように構成される送信手段、を含ん
でおり、フレーム構造に基づいてマルチ搬送波システムの信号を送信するための送信装置
を備え、夫々のフレームが少なくとも１つの情報伝達パターン及び１以上のデータパター
ンを含み、フレーム構造に基づいてマルチ搬送波システムの信号を送信するための送信装
置を備え、前記送信装置から前記時間領域送信信号を受信するように構成される上記の受
信装置を更に備える、信号を送信及び受信するためのシステムによって実現される。
【００１２】
　上記目的は、更に、フレームの少なくとも１つの情報伝達パターンに情報伝達データを
配列するステップと、１以上のデータパターンのデータがデータフレームに配列され、夫
々のデータフレームが第２の情報伝達データ及びコンテンツデータを含むように、フレー
ムの前記１以上のデータパターンにデータを配列するステップと、時間領域送信信号を生
成するために、前記少なくとも１つの情報伝達パターン及び前記１以上のデータパターン
を周波数領域から前記時間領域に変換するように変換するステップと、前記時間領域送信
信号を送信するステップと、を含み、夫々のフレームが少なくとも１つの情報伝達パター
ン及び１以上のデータパターンを含み、フレーム構造に基づいてマルチ搬送波システムで
信号を送信するための送信方法を含み、前記時間領域送信信号を受信するように構成され
る請求項１４に記載の受信方法を更に含む、信号を送信及び受信するための方法によって
実現される。
【００１３】
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　有利な特徴は、従属した請求項で定義される。
【００１４】
　従って、本発明は、周波数領域にフレーム構造又はフレームパターンを利用するマルチ
搬送波システムを提案する。周波数領域では、夫々のフレームは、第１の情報伝達データ
を周波数搬送波上で搬送する少なくとも１つの情報伝達パターンを含む。少なくとも１つ
の情報伝達パターンは、周波数搬送波上に付加的なパイロット信号を有していてもよい。
代わりに、夫々のフレームは、少なくとも１つの情報伝達パターンの前ちょうどに配列さ
れる専用のトレーニング配列又はパターンを有することができ、トレーニング配列又はパ
ターンは、専らパイロット信号を搬送する。この場合、少なくとも１つの情報伝達パター
ンは、パイロット信号を必要としない（但し、有することはできる。）。更に、夫々のフ
レームは、夫々のフレームパターンの中で少なくとも１つの情報伝達パターンにちょうど
よく追従する１以上のデータパターンを含む。更に、本発明によれば、周波数領域でのフ
レームの１以上のデータパターンの夫々は、データパターンの上記データ間に配列される
少なくとも１つのパイロット信号を含んでいてもよい。夫々のデータパターンの中の少な
くとも１つのパイロット信号は、周波数領域の時間／周波数グリッドの中のパイロット信
号の配置が、受信部に把握されているので、単純な方法により、受信側にデータパターン
の中のデータを搬送する周波数搬送波のためにチャネル推定を実行させることができる。
【００１５】
　本発明は、データフレームの１以上のデータパターンの中のデータを配列することを提
案し、夫々のデータフレームは、コンテンツデータ及び第２の情報伝達データを含む。
このように、本発明は、配列、ひいては情報伝達の送信及び受信を、フレーム内の少なく
とも１つの情報伝達パターンに送信される第１の情報伝達データ、及びデータフレームに
配列される第２の情報伝達データに分配することを提案する。本明細書では、少なくとも
１つの情報伝達パターンの夫々に統一の第１の情報伝達データを送信することが可能であ
る。すなわち、複数の情報伝達パターンがフレーム内で提供されれば、情報伝達パターン
の夫々は、統一の第１の情報伝達データを搬送してもよい。これらの情報伝達データは、
その際、全体のフレームに対して有効な情報伝達データである。一方で、第２の情報伝達
データは、夫々のデータフレームに対してのみ有効な情報伝達データを含む。このように
、変調、コーディング、及びデータフレームの他のパラメータは、個々に、第２の情報伝
達データと情報伝達されうる。従って、本発明は、非常に柔軟であるが、情報伝達のコス
トの観点から効果的なシステムを提案する。
【００１６】
　周波数から時間領域の変化の間、１以上の情報伝達パターンの第１の情報伝達データ（
及び結局のところパイロット信号）のマッピングと、周波数搬送波上へのコンテンツデー
タ及びデータパターンの第２のパイロット信号（及び結局のところパイロット信号）のマ
ッピングとが行われる。この変換は、例えば、逆フーリエ変換手段又は他の適当な変換手
段で実施される。結果としての時間領域の信号では、夫々のフレームは、（結局のところ
、トレーニングシンボルによって先行される）夫々の情報伝達信号及び１以上のデータシ
ンボルを含む。夫々のフレームパターンは、周波数方向に全体の送信帯域をカバーする。
受信装置がチューニングされる送信帯域幅のパートが少なくとも１つの情報伝達パターン
の長さを有するという条件で、受信装置は、自由、柔軟、且つ迅速に所望の送信帯域幅に
チューニングされることが可能となる。本明細書では、受信装置は、常に、全体の情報伝
達パターンの第１の情報伝達データを受信することができるので、引き続いて起こるデー
タパターンの受信のために必要な物理層情報を含む第１の情報伝達データに基づいて、且
つ当該第１の情報伝達データを利用しながら、データパターンは、受信装置で受信される
ことが可能となる。夫々の情報伝達パターンが、第１の情報伝達データのみならず、パイ
ロット信号も含む場合、情報伝達パターンに含まれるパイロット信号が、受信装置で必要
な周波数オフセットの検出及び補償を可能なものとするので、パイロット信号のみから成
る専用のプレアンブル又はトレーニングパターンを提供する必要はなく、全体のコストが
低減される。しかしながら、情報伝達パターンを先行し、この場合パイロット信号を含ま
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ないパイロット信号でトレーニングパターンのために専用のプレアンブルを提供すること
も可能である。本発明は、特に、例えば、有線システムであるがこれに限られず、非常に
高いＳＮ（signal-to-noise）比を有するシステムであるという点で有利である。受信部
は、柔軟に所望の送信帯域幅にチューニングされるが、本発明によって提案される新規な
フレーム構造に起因して、第１の情報伝達データ及び他のデータ（コンテンツデータ）を
受信することが、常に可能である。更に、新規なフレーム構造は、受信装置の消耗の送信
帯域幅への素早いチューニングを可能にする。コンテンツデータは、データフレーム内で
送信され、夫々のデータフレームは、コンテンツデータ及び第２の情報伝達データを含む
ので、夫々のデータフレームに含まれる第２の情報伝達データが、夫々のデータフレーム
のパラメータの個々の情報伝達を可能なものとすることから、受信装置は、非常に柔軟な
方式でコンテンツデータを受信することができる。
【００１７】
　有利なことに、第２の情報伝達データは、受信されるデータフレームにデータの変調を
含み、受信装置の評価手段は、変調を取得するように構成され、上記データデマッピング
手段は、取得された変調に基づいて受信されるデータフレームの周波数搬送波からのコン
テンツデータの復調を実行するように構成される。更に有利なことに、第２の情報伝達デ
ータは、受信されるデータフレーム内のコンテンツデータの誤りコーディングを含み、受
信装置の評価手段は、誤りコーディングを取得して、受信されるデータフレームのコンテ
ンツデータ上で誤りデコーディングを実行するように構成される誤りデコーディング手段
に誤りコーディングを転送する。
【００１８】
　更に有利なことに、第２の情報伝達データは、接続の識別を含み、受信装置の上記評価
手段は、上記接続の識別を取得するように構成される。接続の識別は、例えば、放送、ユ
ニキャスト、二地点間情報伝達等に関する情報であり、受信装置に、データフレームの中
のコンテンツデータが受信装置に受信されることになるのか否かを識別させることができ
る。
【００１９】
　更に有利なことに、受信装置は、受信されるデータフレームの第２の情報伝達データに
含まれる同期配列での相関を実行するように構成される相関手段を含み、受信装置のデー
タデマッピング手段は、相関の結果に基づいて、受信されたデータフレームの周波数搬送
波からの上記コンテンツデータをデマッピングするように構成される。
【００２０】
　有利なことに、夫々のデータフレームの第２の情報伝達データは、データフレームのヘ
ッダに配列される。更に有利なことに、第２の情報伝達データは、同期配列を含む。同期
配列は、例えば、疑似ノイズ列、ＰＲＢＳ（疑似ランダムバイナリー列）、又は他の適当
な配列である。本明細書では、有利なことに、第２の情報伝達データは、シンボルに配列
され、上記同期配列の一部分は、夫々のシンボルに挿入される。本明細書では、夫々のシ
ンボルの最も重要なビットは、上記同期配列の上記部分を含むことができる。また、夫々
のシンボルの他のビットは、上記同期配列の上記部分の送信のために利用される。代わり
に、第２の情報伝達データは、シンボルに配列され、上記同期配列の一部分は、夫々のシ
ンボルの少なくとも一部分に変調される。例えば、夫々のシンボルの１ビットは、それに
変調された同期配列の一部分（例えば、１ビット）を有することができる。
【００２１】
　このように、例えば、疑似ノイズ列又は受信装置で正確な相関を可能なものとする他の
適当な配列である同期配列を利用して、受信装置は、データフレーム内で第２の情報伝達
のデータを見つけること、第２の情報伝達データの内容を評価すること、夫々のデータフ
レームに含まれるコンテンツデータを復号化、変調すること等が可能となる。これは、特
に、フレームの少なくとも１つの上記データパターンが、同じ周波数構造（フレーム内で
の配置及び周波数搬送波の数）を有する時間領域で少なくとも１つの付加的なデータパタ
ーンによって追従されるという（更に有利な）場合において必要であり、上記少なくとも
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１つの上記データパターンおよび少なくとも１つの付加的なデータパターンに配列された
データフレームが周波数構造から独立して互いに続いて起こるようにして配列される。す
なわち、データフレームは、データパターン内であるが、上記データパターンの構造に限
定されず、且つ独立した構造で配列される。このようにして、同じ周波数構造を有し、時
間領域に互いに先行する多数のデータパターンを含むフレームの場合に、データコンテン
ツ及び第２の情報伝達データを含むデータフレームが、自由且つ柔軟な方式で互いに続い
て起こるこれらのデータパターン内に配列される。本明細書では、夫々のデータフレーム
の長さ、及び誤りコーディング、変調等のようなデータフレームのパラメータが、柔軟に
セットされ、夫々のデータフレームのために利用され、例えば、夫々のデータフレーム又
は少なくともいくつかのデータフレームに対して異なるものとなりうる。夫々の個々のデ
ータフレームに対する夫々のパラメータ情報が第２の情報伝達データに含まれるので、デ
ータフレームのコンテンツデータが、受信装置で正確に受信、複合化、変調等される。更
に、第２の情報伝達データは、接続の識別情報、すなわち、夫々のデータフレームで送信
されたコンテンツデータが受信装置によって受信されることになるのか否かを受信装置に
識別させることが可能なものとする情報を含むことができる。このようにして、放送送信
、ユニキャスト送信、二地点間送信等が、本発明によって支持される。夫々のデータフレ
ームでの第２の情報伝達データに含まれる同期配列を利用して、受信装置は、第２の情報
伝達データを見つけること、第２の情報伝達データの内容を評価すること、夫々のデータ
フレームに含まれるコンテンツデータを復号化、変調すること等が可能となる。誤り及び
ミスを避けるために、夫々のデータフレームの第２の情報伝達データが堅牢な誤りコーデ
ィング方式及び堅牢な変調で符号化されることを保障する必要がある。
【００２２】
　有利なことに、少なくとも１つのデータパターンは、（周波数方向に）最短データパタ
ーン長に依存して、すなわち、最短データパターン長又は最短データパターン長の倍数に
等しい。このようにして、２以上又は複数のデータパターンがフレームに提供される場合
に、データパターンは異なる長さを有することができる。しかしながら、データパターン
の長さは、上述したような最短データパターン長に依存する。従って、データパターンの
長さは、可変なものであるか可変なものであってもよいが、コストは低減され、すなわち
、データパターンの長さが完全に可変であって、所望の値にセットされうるシステムと比
較して、送信側から受信側に送信されるために必要な第１の情報伝達データの量は、低減
される。夫々のデータパターンは、最短データパターン長又は最短データパターン長の倍
数に等しいので、全体の送信帯域幅が、最短データパターン長の倍数であってもよい。
【００２３】
　有利なことに、夫々のフレームは、周波数搬送波で配列された第１の情報伝達データを
有する少なくとも１つの情報伝達パターンを含み、上記最短データパターン長を参照して
（又は上記最短データパターン長の観点から）、上記第１の情報伝達データは、夫々の上
記１以上のデータパターンの長さを含み、上記受信装置は、更に、受信された第１の情報
伝達データから上記長さを抽出するように構成される評価手段を備える。更に有利なこと
に、夫々の受信されたデータパターンのパイロット信号の数は、上記受信されたデータパ
ターンに含まれる最短データパターン長に正比例し、上記受信装置の上記チャネル推定手
段は、上記パイロット信号に基づいてチャネル推定を実行するように構成される。このよ
うにして、例えば、１つのパイロット信号、２つのパイロット信号、３つのパイロット信
号、又は適当な数のパイロット信号といった、特定及び固定の数のパイロット信号は、最
短データパターン長に割り当てられ、且つ最短データパターン長に含まれるので、夫々の
データパターンは、その周波数搬送波上にマッピングされた結果としての数のパイロット
信号を有する。
【００２４】
　更に有利なことに、パイロット信号は、パイロット信号パターンを有する１以上のデー
タパターンに配列され、上記最短データパターン長は、パイロット信号の中の上記パイロ
ット信号の密度に依存する。本明細書では、パイロット信号パターンという用語は、（周
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波数領域で）時間／周波数グリッドの中のパイロット信号のある構造及び配列を特徴付け
ることを意図されて、全体のパイロット信号パターン又は少なくともそのいくつかの部分
は、時間及び／又は周波数方向に規則正しいパターンで配列されるパイロット信号を含む
。有利なことに、最短データパターン長は、パイロットパターンの散在したパイロット信
号の密度に依存する。本明細書では、パイロット信号の密度が低くなるほど、最短データ
パターン長は長くなり、逆も同様である。従って、パイロット信号（より低い濃度のパイ
ロット信号）が信頼性の高いチャネル推定を実現するために必要ないシステムで、より高
いパイロット信号の密度が必要とされるシステムと比較して、最短データパターン長がよ
り長い。有利なことに、パイロット信号パターンの中のパイロット信号は、周波数方向に
正則空間を有し、最短データパターン長は、周波数方向で２つの散在した隣接するパイロ
ット信号間の空間に相当する。本実施形態では、最短データパターン長は、確かに単一の
散在したパイロット信号のみを含む。もちろん、最短データパターン長は、２以上の散在
したパイロット信号は、夫々のデータパターンに含まれるように選択されることも可能で
ある。更に有利なことに、夫々のデータパターンは、時間方向に同じ長さを有する。デー
タパターン長は、時間方向に可変である（但し、必ずしも可変である必要はない）一方、
有利な選択として、時間方向（時間領域とも呼ばれる）に同じ長さを有する夫々のデータ
パターンを提供することを提案する。本明細書では、時間方向のデータパターンの長さは
、有利なことに、時間方向で２つの隣接するパイロット信号間の空間に相当する。
【００２５】
　更に有利なことに、時間方向にデータパターンの倍数に相当するブロック長を有する受
信されるデータパターンでのブロックワイズタイムデインターリービング（ｔｉｍｅ　ｄ
ｅ－ｉｎｔｅｒｌｅａｖｉｎｇ　ｍｅａｎｓ）を実行するように構成される時間デインタ
ーリービング手段が、提供される。
【００２６】
　上述したように、本発明の１つの選択の下では、本発明のフレーム構造は、パイロット
信号を有する情報伝達パターンを含んでいてもよい。本明細書では、有利なことに、フレ
ーム構造は、周波数方向に互いに隣接する少なくとも２つの情報伝達パターン、及び時間
方向で情報伝達パターンに追従する少なくとも１つのデータパターンを含み、第１の情報
伝達データ及びパイロットは、フレーム内の上記少なくとも２つの情報伝達パターンに配
列され、夫々の情報伝達パターンが同じ長さを有する。有利なことに、フレーム内の上記
少なくとも２つの情報伝達パターンに配列された上記パイロット信号は、パイロット信号
配列を形成する。言い換えると、フレームの全てのパイロット信号は、パイロット信号配
列を形成する。代わりに、上記少なくとも２つの情報伝達パターンの夫々の中の上記パイ
ロット信号は、有利なことに、パイロット信号配列を形成し、パイロット信号配列は、互
いに異なる。有利なことに、上記パイロット信号配列は、疑似ランダム２進数列である。
有利なことに、上記フレーム形成手段は、微分変調方式で上記少なくとも２つの情報伝達
パターンの周波数搬送波上に上記パイロット信号を配列するように構成される。有利なこ
とに、パイロット信号が、上記少なくとも２つの情報伝達パターンでｍ番目の周波数搬送
波毎にマッピングされ、ｍは１より大きい整数である。有利なことに、上記少なくとも２
つの情報伝達パターンの夫々は、少なくとも１つのパイロットバンドを含み、上記パイロ
ット信号は、上記少なくとも１つのパイロットバンドの周波数搬送波上にマッピングされ
る。
【００２７】
　更に有利なことに、上述したように、夫々のフレームは、時間次元（すなわち、方向）
での上記１以上のデータパターンより先に起こる少なくとも１つの付加的なデータパター
ンを含み、上記付加的なデータパターンの夫々は、対応する１つの上記過去のデータパタ
ーンと同じ長さを有する。すなわち、有利なことに、全体の送信帯域幅がカバーされるよ
うに、１以上のデータパターンが周波数次元で配列される方式で、夫々のフレームでのデ
ータパターンの構造が設置される。次いで、少なくとも１つの付加的なデータパターンが
、同じフレームで配列されるが、少なくとも１つのデータパターンを時間方向で追従して
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、付加的又は追従するデータの夫々が、同じ周波数位置で過去のデータパターンと（周波
数次元又は方向に）同じ長さを有する。このように、受信装置が送信帯域幅の特定のパー
トにチューニングされれば、フレーム毎のいくつかのデータパターンが受信され、上記い
くつかのデータパターンが（周波数次元で）同じ長さを有するが、時間次元で互いに追従
する。
【００２８】
　周波数次元で、送信装置によって送信されるデータパターンの夫々の長さは、固定（不
変）であって、同時に調整されうる。代わりに、又は付加的に、時間次元での付加的なデ
ータパターンの数は、同時に調整されうる。又、時間方向での１つのフレーム内のデータ
パターンの長さ、すなわちタイムスロットの長さは、固定される、もしくは変わりうる。
本明細書において、次のフレームの情報伝達パターンの全てが、同じ時点で開始すること
は重要である。次いで、データパターンに関する同時の変化が、情報伝達パターンで情報
伝達される。このように、本発明によって提案されるフレーム構造を有するマルチ搬送シ
ステムによれば、データコンテンツの非常に柔軟な送信を可能にし、それ故に、データパ
ターンの長さ、従ってデータパターン当たりのデータの量が、例えば、フレームからフレ
ームに、又は他の要求される方法で同時に変化される。代わりに、データパターンの長さ
、及び／又は数は固定又は不変であってもよい。
【００２９】
　本発明は、送信装置が全体の送信帯域幅にデータを送信するように構成され、受信装置
が選択的に上記全体の送信帯域幅のパートのみを受信するように構成される、あらゆる種
類のマルチ搬送システムに適用されうることは理解すべきである。このようなシステムの
例は、無数に存在しており、有線又は無線（例えば、ケーブル、地上波等）のデジタルビ
デオ放送システムのような将来の一方向又は双方向の放送方式等である。マルチ搬送シス
テムの無数の例には、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）システムがあり、データ、パイロ
ット信号等が多数の周波数搬送波にマップされる他の適当な方式が使われうる。本明細書
において、周波数搬送波は等距離であり、夫々が同じ長さ（帯域幅）を有していてもよい
。しかしながら、本発明は、周波数搬送波が等距離ではなく、及び／又は夫々が同じ長さ
を有さない、マルチ搬送システムに利用されてもよい。更に、送信側に適用される全体の
送信帯域幅及び受信部が調整される送信帯域幅の選択されるパートのいずれでもない、特
定の周波数領域に、本発明が限定されないことは理解されるべきである。しかしながら、
ある適用において、受信部、すなわち、受信部がチューニングされる送信帯域幅のパート
に対する帯域幅で、受信する帯域幅を利用することは有利であり、それが存在する（デジ
タルビデオ放送、又は他の）システムのための受信装置の帯域幅に対応していてもよい。
受信部帯域幅に対する無数の例は、８ＭＨｚであってもよく、すなわち、受信部は、全体
の送信帯域幅からの要求される８ＭＨｚにチューニングされうる。本明細書において、全
体の送信帯域幅は、８ＭＨｚの倍数、例えば、８ＭＨｚ、１６ＭＨｚ、２４ＭＨｚ、３２
．６４ＭＨｚ、２５６ＭＨｚ等であり、全体の送信帯域幅のセグメンテーション、すなわ
ち情報伝達パターン夫々の長さが８ＭＨｚでありうる。しかしながら、他の数、セグメン
テーション、及び倍数も可能であり、例えば、（これらに限定はされないが、）４ＭＨｚ
又は６ＭＨｚの情報伝達パターンが採用されうる。
【００３０】
　一般的な受信帯域幅としての８ＭＨｚの無数の例の場合、本発明のフレーム構造で利用
される情報伝達パターンの長さは、８ＭＨｚ、６ＭＨｚ、又は４ＭＨｚ（又は０（ｌｅｓ
ｓ））である。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
　本発明は、開示される図に関連して、以下の説明でより詳細に説明される。
【００３２】
【図１】図１は、選択されるパートが選択的に又は柔軟に受信部によって受信される全送
信帯域幅の概略図を示す。
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【図２】図２は、全体の送信帯域幅のセグメンテーションについての例を示す。
【図３】図３は、本発明に係るフレーム構造の時間領域についての概略的な説明図を示す
。
【図４】図４は、本発明に係るフレーム構造又はパターンの概略的な例を示す。
【図５】図５は、情報伝達パターンの復元を説明するためのものであり、図４のフレーム
構造の一部を示す。
【図６】図６は、受信部のフィルター特性の概略的な例を示す。
【図７】図７は、本発明に係るパターンのフレーム構造の他の例を示す。
【図８】図８は、本発明に係るフレーム構造又はパターンの他の例を示す。
【図９】図９は、情報伝達パターンへのパイロット信号の配分についての第１の例を示す
。
【図１０】図１０は、情報伝達パターンへのパイロット信号の配分についての第２の例を
示す。
【図１１】図１１は、情報伝達パターンの復元の他の例を示す。
【図１２】図１２は、異なるチャネル帯域幅の適用例を示す。
【図１３】図１３は、時間次元での本発明のフレーム構造の概略的な例を示す。
【図１４】図１４は、本発明に係る送信装置の例の概略的なブロック図を示す。
【図１５】図１５は、本発明に係る受信装置の例の概略的なブロック図を示す。
【図１６】図１６は、本発明に係るフレーム構造の一部分の概略的な説明図を示す。
【図１７】図１７は、本発明に係るデータフレームの概略的な説明図を示す。
【図１８】図１８は、同じ周波数構造を有し、時間次元に互い即座に続いて起こるように
配列される、いくつかのデータパターンの概略的な説明図を示す。
【図１９】図１９は、本発明に係るデータフレームが形成され、図１４に示された送信装
置の一部分の概略的な説明図を示す。
【図２０】図２０は、本発明のデータフレームのヘッダが形成される、本発明に係る送信
装置の一部分の第１の実施例を示す。
【図２１】図２１は、本発明のデータフレームのヘッダを形成する第２の実施例を示す。
【図２２】図２２は、データフレームのヘッダからの同期ピークを検出する、本発明に係
る受信装置の一部分の実施例を示す。
【図２３】図２３は、第２の情報伝達データを取得する、本発明に係る受信装置の一部分
の実施例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００３４】
　図１は、全体の送信帯域幅１の概略的な説明図であり、例えば、図１４に概略的に示さ
れる送信装置８２のように、本発明に係る送信装置は本発明と一致してマルチ搬送システ
ムで信号を送信する。図１は、更に概略的に本発明の受信装置３のブロック図を示し、送
信帯域幅１の選択されるパート２に調整されて、送信帯域幅１の選択されるパート２を選
択的に受信するように構成される。本実施形態において、受信装置３は、送信帯域幅１の
要求されるパート２に調整されて、送信帯域幅１の要求されるパート２を選択的に受信す
るように構成されるチューナー４と、更に、復調や通信路復号等のように、夫々の通信シ
ステムと合致して受信される信号の更に必要な処理を実現する処理手段５とを備える。本
発明に係る受信装置のより複雑な例が図１５の概略的なブロック図で示され、夫々の送信
システム又は通信システムで信号を受信するように構成される、例えば、アンテナ、アン
テナパターン、ケーブル又はケーブルの受信インターフェース又は他の適当なインターフ
ェース等が挙げられる、受信インターフェース６４を備える受信装置８３を示す。受信装
置８３の受信インターフェース６４は、図１に示すような調整手段４及び、受信される信
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号を中間の周波数又は基本のバンドに下方変換するように構成される下方変換手段のよう
な、夫々の送信又は通信システムに依存する更に必要な処理要素等の調整手段を備える受
信手段６５に連結される。
【００３５】
　上述したように、本発明は、マルチ搬送システムのための特定且つ新規なフレーム構造
を提供することによって、受信部の送信帯域幅１の要求されるパート２の柔軟且つ変化す
る受信を可能にする。図２は、全体の送信帯域幅１の概略図を示し、本発明の送信装置８
２が、その範囲内で異なるセグメント又はパート６、７、８、９、１０にある、ビデオデ
ータ、オーディオデータ、他のデータのようなデータコンテンツを送信するように構成さ
れる。例えば、パート６、７、８、９、１０は、異なる種類のデータや、異なるソースか
らのデータや、異なる受信部に対して提供することが意図されるデータ等を送信するよう
に送信装置８２によって利用されうる。パート６及び９は、例えば、最大の帯域幅、すな
わち、対応する受信装置８３によって受信されうる最大の帯域幅を有する。パート７、８
、及び１０はより小さい帯域幅を有する。全体の送信帯域幅１にフレーム構造又はパター
ンを適用することが提案され、夫々のフレームは、周波数方向に互いに隣接する少なくと
も２つの情報伝達パターンおよび多数のデータパターンを含む。夫々の情報伝達パターン
は、同じ長さを有し、その周波数搬送波（ＯＦＤＭシステムの場合、周波数副搬送波）上
にマップされる信号情報データ及びパイロット信号を含む。すなわち、全体の送信帯域幅
１は、情報伝達パターンに対して均等なパートに分割され、例えば、図２のパート６、パ
ート９に示される、受信部が調整されうる最大の帯域幅は、均等であるか、夫々の情報伝
達パターンの長さよりも長くなければならない。従って、新規のフレーム構造は、情報伝
達パターン及びデータパターンのみを含み、パイロット信号が含まれる離れたトレーニン
グパターンや他のパターンを含まない。すなわち、本発明は、２又はそれ以上の情報伝達
パターンのみから成るプレアンブル及び時間領域でのプレアンブルに追従するデータパタ
ーンを有する新規なフレーム構造を提案する。代わりに、情報伝達パターンは、パイロッ
ト信号を有さず、パイロット信号を有するトレーニングパターンによって、先行されうる
。
【００３６】
　送信帯域幅の様々なデータパートの長さは、以下により詳細に説明されるように、受信
部が調整されうる最大の帯域幅の長さ（周波数搬送波の数）を超えることができないとい
うことは、留意すべき点である。
【００３７】
　図３は、本発明に係るフレーム１１、１２の時間領域構造の一例の概略図を示す。夫々
のフレーム１１、１２は、１又は２以上の情報伝達シンボル１３、１３’及びいくつかの
データシンボル１４、１４’を含む。本実施形態において、時間領域で、情報伝達シンボ
ルはデータシンボルより先に位置する。夫々のフレーム１１、１２は、多数のデータシン
ボルを有し、夫々のフレーム１１、１２のデータシンボルの数は変化することが可能であ
る。情報伝達シンボルに含まれるパイロット信号は、受信装置８３で利用され、受信装置
８３は、チャネル推定、及び／又は整数周波数オフセット演算を実行する。時間同期は、
例えば、受信される情報伝達シンボル及び／又は時間領域のデータ領域のガードインター
バルでのガードインターバルの相関を実行すること（又は他の適当な技術）によってなさ
れる。情報伝達シンボル１３、１３’は、更に、例えば、Ｌ１情報伝達データに限られな
い受信される信号を復号するために受信装置８３によって必要とされる全ての物理層情報
である、情報伝達情報を含む。第１の情報伝達データは、例えば、様々なデータパターン
へのデータコンテンツの配分を含んでいてもよく、すなわち、例えば、サービス、データ
ストリーム、調整、エラー修正設定等が周波数搬送波に位置し、受信装置８３が、全体の
送信帯域幅のパートを調整する情報を取得することができる。
フレームの中の全ての情報伝達パターンは、統一された第１の情報伝達データを含むこと
が可能である。しかしながら、夫々の情報伝達パターンは、付加的にフレームの開始から
の夫々の情報伝達パターンのオフセット又は距離を示す情報伝達データを含んでいてもよ
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く、情報伝達パターン及びデータパターンの受信が最適される方式で、受信装置８３が送
信周波数の要求されるパートへの調整を最適化してもよい。一方、フレームの開始からの
夫々の情報伝達パターンのオフセット又は距離も、パイロット信号、パイロット信号列、
又は情報信号パターンに割り当てられる、もしくは含まれるガードバンドで符号化され、
１つのフレームで全ての情報伝達パターンが統一の情報伝達データを有しうる。本発明に
係るフレーム構造の利用は、論理ブロックにデータストリームを分割することによって、
フレーム構造の変化がフレームからフレームに情報伝達され、先立つフレームが続いて起
こるフレームの１つの変化したフレーム構造を伝達するという利点を更に有する。例えば
、フレーム構造は、エラーを起こすことなく、パラメータ調整のシームレスな変化を可能
にする。
【００３８】
　図４は、本発明に係るフレーム構造又はパターン２９の周波数領域の例の概略図を示す
。フレーム構造２９は、周波数方向に全体の送信帯域幅２４をカバーし、周波数方向に互
いに隣接する少なくとも２つの情報伝達パターン３１を含み、夫々が周波数搬送波でマッ
プされる統一の又はほぼ統一された第１の情報伝達データを搬送し、同じ長さを有する。
図４で示される例では、全体の送信帯域幅２４（の第１のタイムスロット）は、４つの情
報伝達パターン３１に小分けされるが、情報伝達パターンの数は多くても少なくても適当
である。図１４に示されるように、本発明の送信装置８２では、フレーム形成手段５９は
、夫々の情報伝達パターンに（調整手段５５から取得される）情報伝達データ及び（送信
装置８２内の適切なソースから供給される）パイロット信号を配列するように構成される
。情報伝達データは、あらかじめ、ＱＡＭ調整等のような適当な調整方法で調整手段５５
によって調整される。有利なことに、疑似的なノイズ列又はＣＡＺＡＣ列が、パイロット
信号のために利用されるが、良好な疑似的なノイズ及び／又は相関特性を有する他のパイ
ロット信号列は、適当なものであるかもしれない。フレームの夫々の情報伝達パターンは
、異なるパイロット信号列を含むかもしれないが、代わりに、１つのフレームの情報伝達
パターンのパイロット信号は、単一のパイロット信号列を形成してもよい。
【００３９】
　フレーム形成手段５９が、単一のモジュール又はユニット等として実施され、いくつか
のモジュール、ユニット、及びデバイス等として又はいくつかのモジュール、ユニット、
及びデバイス等で実施されうることは理解されるべき点である。更に、フレーム形成手段
５９は、一時点で、図４に示されるような全体のフレーム構造又はパターン２９（又は図
７に示されるような全体のフレーム構造又はパターン２９’）を形成せずに、時間次元で
の、他のものの後のフレーム構造の一パート、すなわち、タイムスロット後のタイムスロ
ットを形成するように構成されてもよいことは理解されるべき点である。例えば、フレー
ム形成手段５９は、図４に示されるような情報伝達パターン３１を最初に配列して、送信
帯域幅２４、すなわち、図４に示される例にある：４つの情報伝達パターン３１、の全体
の幅に渡って、上記及び以下に記載されるパイロット信号を付加ように構成されうる。次
いで、フレーム２４（第１のタイムスロット）のこのパートは、例えば、周波数領域から
時間領域に変換すること、結果として生じる時間領域シンボル（例えば、ＯＦＤＭシンボ
ル）等を構築すること、等によって更に処理される。次いで、次のステップで、フレーム
形成手段５９は、更に以下に記載される方式で、全体の送信帯域幅２４に、データパター
ン３２、３３、３４、３５、３６、３７（すなわち、次のタイムスロット）のラインを処
理するように構成され、これらのデータパターンは、更に、例えば、周波数領域から時間
領域にそれらを変換すること、時間領域シンボル（例えば、ＯＦＤＭシンボル）を形成す
ること、等によって処理される。このように、図４の図では、フレーム構造２９は、フレ
ーム形成手段５９によってラインワイズ（ｌｉｎｅ　ｗｉｓｅ）又はタイムスロットワイ
ズ（ｔｉｍｅ　ｓｌｏｔ　ｗｉｓｅ）に形成され、周波数方向に全体の送信帯域幅２４に
渡って広がるフレーム構造２９の夫々のパートは、１つのブロックとして形成且つ処理さ
れるが、時間方向（タイムスロット）で互いに続いて起こるパートは、交互に形成且つ処
理される。
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【００４０】
　フレーム形成手段５９は、上記パイロット信号を配列するように構成され、パイロット
信号は、夫々の情報伝達パターンに全てのｍ番目（ｍは、１より大きい自然数）の周波数
搬送波１７上にマップされ、以下に図９に関して詳細に説明されるように、パイロット間
の周波数搬送波１６は、情報伝達データを搬送する。付加的に、又は代わりに、フレーム
形成手段５９は、パイロット信号を配列するように構成されてもよく、以下に図１０に関
して詳細に説明されるように、パイロット信号は、情報伝達パターンに含まれる少なくと
も１つのパイロットバンド１８、１９の周波数搬送波２０、２１上にマッピングされる。
パイロットバンド１８、１９は、パイロット信号がマップされる多数の直接隣接する周波
数搬送波から成る。本実施形態において、夫々の情報伝達パターンは、単一のパイロット
バンド１８を有していてもよく、１つは周波数方向の情報伝達パターンの始点で、１つは
周波数方向の情報伝達パターンの終点であるような、２つのパイロットバンド１８、１９
を有していてもよい。パイロットバンドの長さ（パイロットバンドに割り当てられる周波
数搬送波の数）は、有利なことに、夫々の情報伝達パターンに対して同じである。全ての
情報伝達パターン３０の長さ又は帯域幅３９は、受信装置８３のチューナーが調整される
帯域幅３８と同じであってもよい。しかしながら、受信装置８３のチューナーが情報伝達
パターンに含まれるパイロット信号に関する上記された（以下で記される）全ての記述は
、例えば、図１６に関連して説明されるように、データパターンに含まれるパイロット信
号にも当てはまる。
【００４１】
　受信したパイロット、すなわち、ｍ番目の周波数搬送波毎にマッピングされるパイロッ
ト信号及び／又は（時間から周波数への変換手段６８、例えば、フーリエ変換手段での周
波数次元への変換後）受信される情報伝達パターンのパイロット信号に含まれるパイロッ
ト信号は、チャネル推定手段６９でのフレームの周波数搬送波のチャネル推定のために利
用され、それにより受信されるデータパターン内の周波数搬送波からのコンテンツデータ
を正確に復調すること（ｄｅ－ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）を可能にする必要なチャネル推定
情報をデマッピング手段（ｄｅ－ｍａｐｐｉｎｇ）７０を提供する。また、受信されるパ
イロットは、検出及び次いで受信される信号の整数の周波数オフセットの補償を可能にす
る、対応する整数の周波数オフセット検出手段６７の整数の周波数オフセット検出のため
に、受信装置８３で利用される。整数の周波数オフセットは、多数の周波数搬送波空間に
ある元の（送信される）周波数からのずれである。
【００４２】
　夫々の情報伝達パターン３１は、フレーム内の情報伝達パターン３１の位置を含む。例
えば、夫々のフレーム２９の夫々の情報伝達パターン３１は、フレームの夫々の情報伝達
パターン３１の中で異なる、フレーム内の夫々の情報伝達パターンの位置を除いて、統一
の情報伝達データを有し且つ搬送する。情報伝達データは、受信される信号を復号するた
めに受信装置６３によって必要とされる全ての物理層情報を含むＬ１情報伝達データであ
る。しかしながら、他の適当な情報伝達データは、情報伝達パターン３１に含まれていて
もよい。情報伝達パターン３１は、例えば、夫々のデータセグメント３２、３３、３４、
３５、３６の位置を含んでいてもよく、受信装置８３は、要求されるデータセグメントが
どこに位置するか把握しており、受信装置８３のチューナーは、要求されるデータセグメ
ントを受信するために夫々の位置に調整することができる。代わりに、上述したように、
フレームの夫々の情報伝達パターンは、統一の第１の情報伝達データを含んでいてもよく
、フレーム内の夫々の情報伝達パターンの位置は、（仮にあったとしても）例えば、情報
伝達パターンのパイロット信号列、又はガードバンドで符号される情報等による異なる方
式で情報伝達される。上述したように、情報伝達パターン３１の夫々は、フレームに含ま
れるデータパターンの夫々についての情報を含むことができる。この情報は、データパタ
ーンの長さ、データパターン及び／又はチューニング位置に含まれるパイロット信号の数
及び／又は位置を含むことができる。本実施形態では、データパターンの長さについての
情報は、例えば、最短データパターン長の観点から、又は当該最短データパターン長を参
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照して、表現される。しかしながら、コストを削減するために、夫々の情報伝達パターン
３１は、データパターンの一パート又はいくつかのみについての情報を含むことができる
が、例えば、情報伝達パターン３１が位置する周波数バンド内に配置された（又は周波数
バンドに隣接して配置された）ものに限られない。図４の例では、フレーム内の第１の情
報伝達パターン３１は、データパターン３２及び３３（及びデータパターン３２’、３２
’’．．．３３’、３３’’等に追従するタイムワイズ（ｔｉｍｅ　ｗｉｓｅ））につい
ての情報を含むことができる。フレームの第２の情報伝達パターンは、データパターン３
３、３４、３５（及びデータパターン３３’、３３’’．．．３４’、３４’’．．．３
５’、３５’’等に追従するタイムワイズ（ｔｉｍｅ　ｗｉｓｅ））についての情報を含
むことができる。
【００４３】
　上述したような専用の情報伝達パターン３１に付加して、フレーム構造は、データパタ
ーンに取り込まれたり、含まれたりする付加的な情報伝達データを含むことができる。本
発明によると、データパターン内のコンテンツデータは、データフレームに配列され、夫
々のデータフレームは、第２の情報伝達パターン及びコンテンツデータを含む。例えば、
データパターン（すなわち、同じ集荷数構造を有し、時間方向に互いに先行するデータパ
ターン）の夫々のカラム、例えば、３３、３３’、３３’’、３３’’’、３３’’’’
は、コンテンツデータ及び夫々のデータフレーム内のコンテンツデータのために利用され
る変調を指し示す第２の情報伝達データを有するデータフレームを含むことができ、それ
らの誤りコーディング及び／又は接続識別情報が、受信装置に、データが受信される意図
があるのか否かを判定できるようにする。このことは、受信部の実施の複雑さを低減して
、相互間のサービスに対する遅れを短いものとすることを保障し、図１７～２０を参照し
ながら詳細に後述する。
【００４４】
　図１５に示されるように、受信装置８３は、チューナーを有する受信手段６５の後に、
時間同期及びパート的な周波数オフセット検出手段６７を実現するように構成される時間
同期手段６６を備える。次いで、受信される時間領域シンボルは、受信される時間領域信
号を周波数領域に変換するための時間から周波数への変換手段６８に適用され、情報伝達
データ（再構築手段７１での光学的再構築後）の後に、デマッピング手段７２で復調され
、次いで評価手段７３で評価される。評価手段７３は、必要であり要求される情報伝達情
報を受信される情報伝達データから抽出するように構成される。必要であれば、付加的な
情報伝達パターンが、直接、続いて起こる情報伝達パターン３１に時間方向で提供される
。
【００４５】
　フレーム構造又はパターン２９は、周波数方向で全体又は一部の周波数帯域幅２４に渡
って拡張して、時間方向に情報伝達パターン３１に追従する少なくとも１つのデータパタ
ーン又はセグメントを更に含む。情報伝達パターン３１が位置するタイムスロットに直接
追従するタイムスロットで、図４に示されるフレーム構造２９は、異なる長さ、すなわち
、データがマップされる夫々の周波数搬送波の数が異なった状態で、いくつかのデータセ
グメント３２、３３、３４、３５、３６、及び３７を含む。フレーム構造２９は、続いて
起こるタイムスロットで付加的なデータセグメントを更に含み、付加的なデータパターン
は、夫々、先立つデータパターンと同じ長さ及び周波数搬送波の数を有する。例えば、デ
ータパターン３２’、３２’’、３２’’’、及び３２’’’’は第１のデータパターン
３２と同じ長さを有する。データパターン３３’、３３’’、３３’’’、及び３３’’
’’はデータセグメント３と同じ長さを有する。すなわち、付加的なデータパターンは、
情報伝達パターン３１の後の最初のタイムスロットで、いくつかのデータパターン３２、
３３、３４、３５、３６、及び３７と同じ周波数次元構造を有する。このように、もし受
信装置８３が、例えば、データパターン３５を受信するために送信帯域幅のパート３８に
調整すれば、全てのタイムワイズに引き続いて起こるデータパターン３５と同じ長さを有
するデータパターン３５’、３５’’、及び３５’’’が適切に受信されうる。
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【００４６】
　上述したように、フレーム形成手段５９は、交互に、すなわち、タイムスロット毎に、
全体の送信帯域幅２４に渡って広がる夫々のデータパターンのラインを形成してもよい。
例えば、データパターン３２、３３、３４、３５、３６、３７は、フレーム形成手段５９
によって形成され、次いで、周波数領域から時間領域に変換される。その後、データパタ
ーン３２’、３３’、３４’、３５’、３６’、３７’は、フレーム形成手段５９によっ
て形成され、次いで、周波数領域から時間領域に変換されたりする。周波数領域から時間
領域への変換は、別々の手段によってなされ、例えば、上述したように周波数から時間へ
の変換手段６０によってなされる。
【００４７】
　前述したように、本発明に係るフレーム構造に含まれる１以上のデータパターンの長さ
、例えば、図４及び図７のフレーム構造に示されるデータパターンは、夫々、少なくとも
１つのパイロット信号を含み、１以上のデータパターンの夫々の長さは、最短データパタ
ーン長と同等又は当該最短データパターン長の倍数である。最短データパターン長は、例
えば、少なくとも１つのパイロット信号がフレームのそれぞれのデータパターンに含まれ
るようにセットされる。代わりに、２、３、４、５、又は適切な数のパイロット信号は、
最短データパターン長に含まれる。本実施形態では、ある実施例として、コンテンツデー
タの送信のためのデータパターンの割り当てで、より高い柔軟性を有するために、かなり
短いデータパターンの長さを選択することは、有利なことである。従って、ある実施例と
して、単一の又は２つのパイロット信号のみが含まれるように、最短データパターン長を
選択することは、より有利なことである。しかしながら、他の実施例が可能であってもよ
い。更に、ある実施例では、全体のフレームに含まれるパイロット信号の密度又は数（値
）に依存した最短データパターン長をセットすることは利便性のあるものである。例えば
、（パイロット信号をデータの代わりにデータパターンを周波数搬送波に割り当てること
によって）あまりに多くの送信キャパシティを解き放つことなく、受信部側で良好且つ信
頼性のあるチャネル推定が可能になるように、データパターン間のパイロット信号が選択
される場合である。例えば、マルチパスの効果又は他の負の効果（ｎｅｇａｔｉｖｅ　ｅ
ｆｆｅｃｔ）の発生が、かなり高い数（及び結果として密度）のパイロット信号の供給を
必要とするシステムで、結果として、パイロット信号は、一般的に、（周波数及び／又は
時間方向で）共に近接するので、もし単一のパイロット信号のみが含まれるのであれば、
最短データパターン長は、かなり短くなりうる。一方で、受信部側での信頼できるチャネ
ル推定を可能にするために、より小さい数（及び密度）のパイロット信号が必要とされる
システムの場合に、周波数時間方向のパイロット信号の空間は比較的大きくなりうるので
、結果としての最短データパターン長は、長くなりうる。一般的に、時間領域で、データ
シンボル間でガードインターバルが提供されるか、データシンボルは、マルチパスの効果
又は他の負の効果に対処するためにガードインターバルを含む。このように、データシン
ボル間のガードインターバルの長さ及びフレームのデータパターンの中のパイロット信号
の密度の間には相関関係がある。ガードインターバルは長くなるほど、データパターン間
の要求されるパイロット信号の数は、通常大きくなり、その逆も成立する。このように、
フレームのデータパターン間のパイロット信号の密度及び数は、ガードインターバルの長
さに依存してセットされるので、最短データパターン長は、ガードインターバルの長さに
依存することができる。
【００４８】
　データパターンの長さは、送信部から受信部への最短データパターン長を参照すること
によってのみ伝達される必要があるので、フレーム内の夫々のデータパターンの長さを決
定する最短データパターン長の供給は、情報伝達のコストを低減する。一方で、全体の送
信帯域幅が最短データパターン長の倍数であるので、フレーム内のデータパターンの位置
は、受信部に把握されている。このように、周波数の調整、すなわち、周波数領域での時
間／周波数グリッド内の周波数の位置は、随時データパターンに対して同じであり、それ
故、図１５に関連して示され、説明されるように、受信装置８３のような受信部に把握さ
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れている。更に、特にパイロット信号が、周波数及び時間領域で隣接するパイロット信号
間の正則空間でパイロット信号パターンを形成する場合に、時間／周波数グリッドでのパ
イロット信号の位置は、受信装置にも把握されるので、それらは、情報伝達される必要は
ない。図１６は、パイロット信号パターンの一例を示す。特に、図１６は、全体の周波数
帯域幅の一部分を示し、例えば、周波数方向（水平方向）及びタイムスロット（垂直方向
）で、周波数搬送波の詳細な説明で図４又は図７に示されるフレームのデータパート、周
波数から時間への変換後、結果としてデータシンボルとなる夫々のタイムスロットである
。図１６に示される例では、周波数方向でパイロット信号の空間は、１２であり、すなわ
ち１２番目の周波数搬送波毎にパイロット信号を搬送する（全ての他の周波数搬送波はデ
ータを搬送する。）。しかしながら、図１６に示されるように、“隣接する”パイロット
信号は、同じタイムスロットでは隣接しないが、近傍の又は隣接するタイムスロットでは
、隣接する。これは、受信装置８３及び時間方向でのより良いチャネル推定を可能にする
。代わりに、周波数方向での隣接するパイロット信号は、同じタイムスロットに割り当て
られるか、又は１、２、又は他の適切な数のタイムスロットだけ間隔を空けられる。時間
方向で、隣接するパイロット信号は、例えば、図１６に示されるように、４タイムスロッ
トだけ間隔を空けられ、すなわち、４番目のタイムスロット毎にパイロット信号を搬送す
る。本実施形態では、示される例において、隣接するパイロット信号が同じ周波数搬送波
内に位置する。代わりに、時間方向で“隣接する”パイロット信号は、直接隣接する周波
数搬送波に位置するか、もしくは１、２、３、又は他の適切な数の周波数搬送波だけ間隔
を空けられる。このように、最短データパターン長は、周波数方向及び時間方向で隣接す
るパイロット信号間のスペースにセットされる場合、単一のパイロット信号は、最短デー
タパターン長に含まれ、周波数方向に１２の周波数搬送波を有し、時間方向に４つのタイ
ムスロットを有する。このように、最短データパターンは、４８のパイロット信号（１／
４８のパイロット密度に相当する）を含む。図１６では、可能なデータパターンの２つの
例が示される。最初のデータパターンは、最短データパターン長に相当する長さを有し、
すなわち、４８の周波数搬送波を含み、２番目のデータパターンは、３つの最短データパ
ターン長又はサイズを有し、すなわち、１４４の周波数搬送波を含む。一般的に、時間及
び／又は周波数方向に規則的な分布を有するこのようなパイロットパターン又は類似する
パイロットパターンの利用は、データパターン内のパイロットの位置が受信装置８３で予
測しやすくすることを保障する。
【００４９】
　図１５に示すように、受信装置８３は、データパターンで受信されるパイロット信号に
基づいてチャネル推定を実行して、デマッピング手段７０に必要なチャネル推定情報を提
供するように構成されるチャネル推定手段６９を含む。このように、デマッピング手段７
０は、チャネル推定情報に基づいて、（デインターリーブされた（ｄｅ－ｉｎｔｅｒｌｅ
ａｖｅｄ））周波数搬送波からデータを正確にデマッピングすることができる。
【００５０】
　更に、全てのデータパターンが時間方向に同じ長さを有するならば、これは、受信装置
８３のチューニングポジションから独立して（時間領域で）一定の数のデータシンボルを
保障する。更に、本実施形態では、最短データパターン長と同等又は倍数であるデータパ
ターンの長さを有しながら、送信装置８２のタイムインターリーバー６３、６３’、６３
’’及び受信装置６３に含まれるタイムデインターリーバー７７のより容易且つ良好な予
測可能な調整が実現される。タイムインターリーバー６３、６３’、６３’’は、夫々、
データフレーム形成手段５４、５４’、５４’’及びフレーム形成手段５９の間に配列さ
れ、データでタイムインターリービングを実行するように構成される。受信装置８３のタ
イムデインターリーバー７７は、時間から周波数への変換手段６８の後であって、デマッ
ピング手段７０（及び相関手段７８）の前に位置し、対応するタイムデインターリービン
グを実行する。特に、タイムインターリーバー６３、６３’、６３’’及びタイムデイン
ターリーバー７７は、有利なことに、時間方向で最短データパターン長に依存するサイズ
を有するブロックインターリーバーと認識される。有利なことに、ブロックのサイズは、



(19) JP 5623725 B2 2014.11.12

10

20

30

40

50

本実施形態では、最短データパターン長、すなわち、時間方向に同じ長さを有するデータ
パターンの倍数（例えば、図１６の例として４の倍数）である。
【００５１】
　本発明によって提案されているように、フレーム構造又はパターン２９の柔軟であり様
々なデータパターンは、図１４の枝データ１、データ２、及びデータ３によって視覚化さ
れているように、例えば、種々のデータ及び／又は異なるソースからのデータでの様々な
異なるデータストリームのマッピングによって、図１４で示されているように本発明の送
信装置８２で実施される。夫々の枝のコンテンツデータは、例えば、夫々の調整手段５８
、５８’、５８’’でのＱＡＭ又は他の適当な調整である、実施される変調方式により変
調される。（変調した）コンテンツデータ及び第２の情報伝達データを有する夫々のデー
タフレームは、周波数方向にデータフレームを形成する夫々のデータフレーム形成手段５
４、５４’、５４’’で形成される。第２の情報伝達データは、既に適当な変調方法で変
調されており、夫々の変調の前に、コンテンツデータ及び第２の情報伝達データは、適当
な（訂正）符号化方式によって既に符号化されている。次いで、夫々のコンテンツデータ
及びデータフレームと（送信装置８２内の適当なソースから取得される）パイロット信号
との第２の情報伝達データは、例えば、フレーム形成手段５９に含まれるデータパターン
形成手段によって、フレーム形成手段５９のデータパターンで配列される。また、フレー
ム形成手段５９は、例えば、フレーム形成手段５９に含まれる情報伝達パターン形成手段
によって、第１の情報伝達データ及びパイロット信号で情報伝達パターンを形成する。次
いで、フレーム形成手段５９は、情報伝達パターン及びデータパターンでフレーム構造２
９、２９’を有するフレームを形成する。説明したように、フレーム形成手段５９は、１
又は複数のモジュールで実施され、又は他の処理装置又はモジュールの一部分ともなりう
る。更に、フレーム形成手段５９は、例えば、最初に全体の送信帯域幅２４に渡って広が
る情報伝達パターン３１の列を形成して、次いで、全体の送信帯域幅２４に渡って広がる
データパターン３２、３３、３４、３５、３６、３７の列を形成すること等によって、続
いて起こる時間でフレーム２９を形成するように構成されてもよい。次いで、情報伝達デ
ータ、パイロット信号、コンテンツデータが、独立に互いに、（例えば、高速フーリエ逆
変換法等である）周波数から時間への変換手段６０によって、周波数領域から時間領域に
変換され、周波数搬送波上にマッピングされる。本実施形態において、フレーム構造２９
、２９’が周波数から時間への変換に対する基礎を形成するということは、留意すべき点
である。全体の送信帯域幅２４のタイムスロット夫々のパイロット信号及びコンテンツデ
ータを含む情報伝達データ（フレーム構造２９、２９’の時間次元でのタイムユニット）
は、周波数搬送波上にマッピングされる。すなわち、夫々のタイムスロットでの全体の送
信帯域幅２４の全てのパターンは、随時必要な数の周波数搬送波上にマップされる。例え
ば、次いで、図４のフレーム構造２９の第１のタイムスロット（すなわち、全ての情報伝
達パターン３１）は、情報伝達シンボルをもたらし、フレーム構造の第２のタイムスロッ
ト（すなわち、全ての情報伝達パターン３２、３３、３４、３５、３６、３７）はデータ
シンボルをもたらしたりする。対応して形成される時間領域シンボル（例えば、ＯＦＤＭ
シンボル）は、次いで周波数から時間への変換手段６０から時間領域シンボルにガードイ
ンターバルを付加する付加ガードインターバル５７に供給される。次いで、このようにし
て形成される送信シンボルは、例えば、適当なアンテナ、又はアンテナパターン等である
送信インターフェース６２を経由して送信手段６１によって送信される。
【００５２】
　説明したように、周波数搬送波が、夫々、等距離であって、同じ帯域幅を有する場合に
、少なくともいくつかの様々なデータパターンは、異なる長さ、すなわち、異なる数の周
波数搬送波を有していてもよい。代わりに、周波数方向でのデータパターンの数は、情報
伝達パターンの数と同じであってもよく、夫々のデータパターンの長さは、夫々の情報伝
達パターンの長さに統一されていてもよく、それらは互いに一列に並べられていてもよい
（同じ周波数方向の構造を有する）。代わりに、夫々のデータパターンは、まだ同じ周波
数構造及び配置を有している間に、同じ長さを有していてもよく、データパターンの数は



(20) JP 5623725 B2 2014.11.12

10

20

30

40

50

複数の情報伝達パターンの数であってもよい。このように、例えば、２、３、４、又はそ
れ以上のデータパターンは、夫々の情報伝達パターンに一列に並べられる。一般的に、デ
ータパターンの長さはより小さいか、データパターンが受信装置８３に受信されるように
長くても有効な受信部帯域幅に等しいということが必要である。更に、送信装置８２は、
データパターン構造、例えば、データパターンの長さ及び／又は数を同時に変化するよう
に構成される。代わりに、データパターンの構造は、固定されるか、又は不変である。
【００５３】
　本発明のフレーム構造は固定又は不変であり、すなわち、全体の帯域幅及び時間方向の
夫々のフレームの拡張が固定され、常に同じである。代わりに、フレーム構造は、柔軟で
もあり、すなわち、全体の帯域幅及び／又は時間方向の夫々のフレームの拡張が柔軟であ
り、所望のアプリケーションに依存して経時的に変わりうる。従って、変化は、情報伝達
パターンの情報伝達データで、受信装置に情報伝達されうる。
【００５４】
　受信装置８３の開始段階又は初期段階の間、受信装置８３は、全体の周波数帯域幅の恣
意的な周波数のパートに調整する。ケーブル放送方式の無数の例において、情報伝達パタ
ーン３０は、例えば、８ＭＨｚの帯域幅を有することができる（しかしながら、情報伝達
パターンが、４ＭＨｚ、６ＭＨｚ等のように、他の帯域幅も有しうることは理解されるべ
き点である。）。このように、開始段階の間、受信装置８３は、元の又は再配置された列
で全体の情報伝達パターン３０を受信することができ、時間同期手段６６の時間同期を実
現することができ、例えば、受信される情報伝達シンボル（又はデータシンボル）のガー
ドインターバルでのガードインターバル相関を実行すること、又は時間同期を取得するた
めの他の適当な技術を利用することによって、時間同期手段６６で時間同期を実行するこ
とができる。受信装置８３は、部分的な周波数の補償を可能にするために、部分的な周波
数搬送波スペースから受信される信号の検出及び部分的な周波数オフセットの計算を実行
するように構成される説明された部分的な周波数オフセット検出手段６７を更に備える。
次いで、このようにして取得される部分的な周波数は、部分的な周波数の補償を実行する
受信手段６５に含まれるチューナーに供給される。部分的な周波数の補償は、他の適当な
技術によってもなされうる。時間から周波数への変換手段６８で、受信される時間領域信
号を周波数領域に変換した後、受信される情報伝達パターンのパイロット信号は、チャネ
ル推定手段６９及び／又は整数の周波数オフセット演算で、チャネル推定（大抵、粗いチ
ャネル推定）を実行するために利用される。整数の周波数のオフセット演算は、元の周波
数構造から受信される周波数のオフセットを検出及び演算するように構成される整数の周
波数オフセット検出手段７４で実行され、周波数のオフセットは、周波数搬送波スペース
の整数倍（整数の周波数オフセット）でカウントされる。次いで、このようにして取得さ
れる整数の周波数オフセット情報は、整数の周波数の補償を実行する受信手段６５に含ま
れるチューナーに供給されうる。整数の周波数の補償は、他の適当な技術によってもなさ
れうる。パート的な周波数オフセットは、既にパート的な周波数のオフセット検出手段６
７によって演算且つ補償されているので、それ故に完全な周波数オフセットの補償が達成
される。受信装置８３の評価手段７３で、受信される情報伝達データは評価され、例えば
、フレームでの受信される情報伝達パターンの位置が取得されるので、図４に示されるパ
ート３８のように、受信部は自由且つ柔軟に、夫々に要求される周波数の状態にチューニ
ングすることができる。しかしながら、受信装置８３のチューニングポジションが情報伝
達パターン構造に合わない場合、正確に情報伝達パターン３１の情報伝達データを評価す
ることができるようにするために、受信される情報伝達信号は、説明した再構築手段７１
で実行される再配置がなされる必要がある。図５は、概略的な例で、この再配置を示す。
情報伝達データの元の列を再構築するために再構築手段７１がパート３１’’の後にパー
ト３１’を配置した後、及びデマッピング手段７２により周波数搬送波からの情報伝達デ
ータに対して対応するデマッピングがなされてから再配置される情報伝達が評価手段７３
で評価された後、過去の情報伝達パターンの最後のパート３１’は、続いて起こる情報伝
達パターンの最初のパート３１’’の前に受信される。夫々の情報伝達パターン３１のコ
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ンテンツが同じ（又はほとんど同じ）であるので、この再配置が可能であるということは
、覚えておくべきことである。
【００５５】
　しばしば、受信装置は、受信部が調整される完全な受信帯域幅に渡る平坦な周波数応答
を提供しない。更に、送信システムは、大抵、受信帯域幅ウィンドウのボーダーでの増加
する減衰に直面する。図６は、典型的なフィルターの形状の例の概略図を示す。フィルタ
ーは長方形ではないので、例えば、受信装置は、８ＭＨｚの代わりに７．６１ＭＨｚの帯
域幅のみを実質的に受信することができる。結果として、情報伝達パターン３１が、受信
装置８３の受信する帯域幅と同じ長さおよび帯域幅を有する場合に、受信装置８３は、図
５に関して記載されているような情報伝達データの再配置を実行することはできなくても
よい。この問題及び他の問題を克服して、受信装置８３が、元の配列で随時完全な情報伝
達パターンを受信することができ、受信される情報伝達パターンを再配置又は再配列する
必要がないことを確実なものとするために、代わりに又は付加的に、本発明は、受信部の
帯域幅と比較して、短い長さの情報伝達パターン３１を使うことを提案する。
【００５６】
　例えば、図７に示されているように、受信部の帯域幅の半分の長さであるが、同じ周波
数構造を有する情報伝達パターン３１ａを利用することが提案される。すなわち、夫々の
２つの（すなわち、ペア）の半分の長さの情報伝達パターン３１ａは、受信部の帯域幅に
構成され、一列に並べられる。従って、情報伝達パターン３１ａの夫々のペアは、夫々の
フレームで情報伝達パターン３１ａの（様々な）位置を含む統一の情報伝達データ又はほ
とんど統一された情報伝達データを有する。しかしながら、他のペアの情報伝達に関して
、これらの他のペアでは、それらはフレームないに夫々異なる位置を有するので、情報伝
達パターンは位置情報を除いて統一にされる。８ＭＨｚの帯域幅又は長さを有する受信装
置８３の上記の例では、次いで情報伝達パターン３１ａは、４ＭＨｚの長さ又は帯域幅を
有する。従って、以前と同じ量の第１の情報伝達データが送信されることを確実なものと
するために、情報伝達パターン３１ａの後に次いで、データパターン３２、３４、３５、
３６、及び３７の前のタイムスロットで、付加的な半分の長さの情報伝達パターン３１ｂ
を付加することが必要であってもよい。付加的な情報伝達パターン３１ｂは、情報伝達パ
ターン３１ａのように同じ時間及び周波数の配列／整列を有するが、情報伝達パターン３
１ａに含まれる情報伝達情報に対し付加的で異なる情報伝達パターンを含む。このように
して、受信装置８３は、情報伝達パターン３１ａ及び３１ｂを完全に受信することができ
、受信装置の再構築手段７１は、情報伝達パターン３１ａ及び３１ｂの情報伝達データを
元の配列に組み合わせるように構成される。この場合、再構築手段７１は省略されうる。
【００５７】
　有利なことに、全ての必要な情報伝達データが半分の長さで送信されるのであれば、１
つのタイムスロットに半分の長さの情報伝達パターン３１ａの提供のみをすることも可能
であり、付加的な情報伝達パターン３１ｂは必要ない。この場合、夫々の情報伝達パター
ン３１ａは、統一の（又はほとんど統一された）第１の情報伝達データを含み、夫々受信
される情報伝達パターン３１ａは、受信装置８３に随時送信帯域幅の要求されるパート（
及びそのため要求されるデータパターン）にチューニングして、受信することを可能にす
る。代わりに、更に半分の長さの情報伝達パターンは情報伝達パターン３１ｂの後に、続
いて起こる時間で利用されうる。
【００５８】
　（本発明の全実施形態について）、データパターン及び／又は情報伝達パターンの長さ
（又は帯域幅）は、例えば、上述したように、受信するバンドパスフィルターの出力帯域
幅である、受信装置８３の実質的な受信する帯域幅より小さいか、多くても等しくなるよ
うに構成されることは留意すべき点である。
【００５９】
　更に、本発明の全ての実施形態について、１又はそれ以上の情報伝達パターン３１；３
１ａ、３１ｂが、時間方向に、フレーム内で同じ長さ及び位置で１又はそれ以上の付加的
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な情報伝達パターンによって、後に続くのであれば、より有利なことである。例えば、フ
レームの第１の情報伝達パターンは、後に続くタイムスロットで１又はそれ以上の付加的
な情報伝達パターンを有しうる。従って、付加的な情報伝達パターンは、第１の情報伝達
パターンと統一の又はほとんど統一された情報伝達情報を有することができる。本実施形
態において、フレームの他の情報伝達パターンは、付加的な情報伝達パターンを有する必
要がない。一般的に、フレーム内の夫々の周波数の位置での情報伝達パターンの数は、多
様なものとなりうる。例えば、フレームの夫々の周波数の位置で、段階又は他の外乱の観
点から必要な多数の情報伝達パターンが提供されれば、有利なことである。代わりに又は
付加的に、フレーム内での夫々の周波数の位置での情報伝達パターンの数は、情報伝達デ
ータの数に依存して変わりうる。従って、例えば、より多くのデータパターンが情報伝達
される必要があれば、より多くの情報伝達パターンが時間方向で必要となる。そのため、
時間方向で情報伝達パターンの長さは、情報伝達パターンに含まれる第１の情報伝達デー
タの一部となりうる。
【００６０】
　無数の例において、部分的な周波数同期、チャネル推定、及びデータパターンのために
利用される、例えば、Ｌ１（レベル１）情報伝達データ及び付加的なパイロットである第
１の情報伝達データの送信及び受信は、ＯＦＤＭに基づいている。情報伝達データは、例
えば、４ＭＨｚのブロック又はパターンで送信されるが、他の適当なサイズが利用されう
る。唯一必要な条件は、チューニングウィンドウ内で１つの完全な情報伝達パターンを有
することであるが、この条件は、図７に関連して記載されている時間方向に互いに後に続
く、より小さいサイズを有する２つ又はそれ以上の情報伝達パターンを利用することによ
って全うされる。従って、情報伝達パターンの最大の帯域幅は、例えば、最先端のチュー
ナー、すなわち、７．６１ＭＨｚのチューニングウィンドウであってもよい。いくつかの
例が以下に示される。第１の例では、４４８μｓのＯＦＤＭシンボルの有用なパートの持
続時間Ｔｕを有しながら、１７９２のＯＦＤＭ周波数搬送波に対応する一方で、夫々の情
報伝達パターン３１；３１ａ、３１ｂは正確に４ＭＨｚをカバーする。第２の例では、４
４８μｓのＯＦＤＭシンボルの有用なパートの持続時間Ｔｕを有しながら、これが３４０
９ＯＦＤＭ周波数搬送波に対応する一方で、夫々の情報伝達パターンは７．６１ＭＨｚ（
正確には３４０９／４４８μｓ）をカバーする。
【００６１】
　本発明の第１の側面によれば、図９で概略的に示されるように、パイロット信号は、情
報伝達パターン３１ａのｍ番目毎の周波数搬送波１７にマッピングされる（ｍは１より大
きい整数である。）。しかしながら、この可能性が、図４に示される情報伝達パターン３
１、又は一般的に適当な長さの情報伝達パターンに均等に当てはまることは明らかである
必要がある。周波数搬送波１６への情報伝達データのマッピング及びｍ番目毎の周波数搬
送波へのパイロット信号１７のマッピングは、周波数から時間への変換手段６０によって
実行され、パイロット及び情報伝達パターンの第１の情報伝達データの配列は、図１４に
示される送信装置８２に含まれるフレーム形成手段５９によって実行される。一般的に、
上述したように、パイロット信号は、パイロット信号列を形成する。従って、パイロット
は、例えばＤ－ＢＰＳＫ（差動位相変調方式）だが、これに限られないような微分であり
うる変調方式によって互いに変調されうる。変調は、例えば、ＰＲＢＳ（擬似ランダムバ
イナリー列、例えば、２＾２３－１）によって取得される。ｍの繰り返し率は、多重チャ
ネルに対しても、図１５に示されるように本発明の受信装置８３のような受信部で、明白
なＤ－ＢＰＳＫ復号を可能にする。７、１４、２８．．．は１７９２（＝４ＭＨｚの情報
伝達パターンでの周波数搬送波の数）の約数であるので、繰り返し率ｍは、例えば、４Ｍ
Ｈｚの情報伝達パターンに対して７、１４、２８、．．．である。この例では、有利な繰
り返し率は、ｍ＝７である。すなわち、７番目毎の周波数搬送波が、パイロット信号を隣
接する情報伝達パターン中に搬送する。
【００６２】
　この例は、４ＭＨｚ情報伝達パターン当たりの２５６パイロット信号をもたらす。しか
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しながら、上述した例とは異なる繰り返し値は、情報伝達パターン及び／又は他の要素の
夫々の長さに依存して有利なものであってよい。上述したように、本実施形態によれば、
データパターンは、データを有する周波数搬送波間で周波数搬送波上にマップされるパイ
ロット信号も搬送する場合に、パイロット信号がマッピングされる情報伝達パターンでの
周波数搬送波に対応する位置でのパイロット信号がデータパターンの周波数搬送波上にマ
ッピングされれば有利なことである。従って、データパターンでのパイロット信号の密度
は、情報伝達パターン内のパイロット信号の密度と同じくらい高い必要はない。例えば、
パイロット信号が、情報伝達パターンで全てのｍ番目の周波数搬送波上にマッピングされ
れば（ｍは１より大きい整数）、パイロット信号は、データパターンの全てのｎ番目の周
波数搬送波上にマッピングされうる。ここでｎは、１より大きくｍの倍数である。有利な
例としては、ｍ＝７でｎ＝２８の場合である（又は他の適当な数である。）。情報伝達パ
ターンとして説明されたように、データパターン内のパイロット信号は、パイロット信号
列も形成する。
【００６３】
　例えば、ＰＮ列である、情報伝達パターン及びデータパターンに対するパイロット信号
列の創造に関して、２つのオプションがある。
・オプション１：夫々のフレームの全ての情報伝達パターンは、異なるパイロット信号列
を搬送する。上記の例では、ＰＲＢＳレジスターの初期化は、送信周波数に調整される。
２５６のパイロットは、全ての４ＭＨｚの周波数ブロック内に位置する。４ＭＨｚブロッ
クの夫々のパイロット情報伝達列は、独立して計算される。これにより受信部での記憶の
実質的な実行を可能にする。
・オプション２：パイロット情報伝達列は、完全な送信帯域幅又は中間の帯域幅に含まれ
る全ての情報伝達パターンに対して一度適用される。受信部、例えば、受信装置８３は、
この既知の列を、例えば、記憶手段に記録して、整数の周波数オフセット検出手段７４の
一部分又は外付けになってもよく、その電流調整ポジションに対応する周波数ブロックを
抽出する。
【００６４】
　情報伝達パターン内の他の全ての搬送波１６は、Ｌ１情報伝達データの送信のために利
用される。夫々の情報伝達パターンの情報伝達データの開始は、常に４ＭＨｚの構造に調
整され、すなわち、それは、常に４ＭＨｚの倍数で開始する。パイロット信号列は、受信
装置８３に夫々のフレームの情報伝達パターンの位置についての情報を提供するので、夫
々の４ＭＨｚの情報伝達パターンは、正確に同じ情報を搬送してもよい。代わりに、夫々
の情報伝達パターンは、付加的にフレームの情報伝達パターンの位置を付加的に含んでも
よい。更に、ピーク対平均電力比を低減するために、夫々の情報伝達パターンの情報伝達
データは、情報伝達パターン数によって取得されてもよい固有の周波数変更列によって送
信部で周波数を変更されてもよい。
【００６５】
　受信装置８３で、情報伝達パターン３１；３１ａ、３１ｂに含まれるパイロット信号は
、整数の周波数オフセットを検出するために、整数の周波数オフセット検出手段７４で（
時間から周波数への変換手段６８で受信される時間領域シンボルの時間から周波数への変
換後、）利用され、結果として、周波数領域での整数の周波数オフセット補償を実行する
ために受信装置８３で利用される。特に、受信される周波数範囲内で情報伝達パターンに
含まれる（例えば、Ｄ－ＢＰＳＫで調節される）パイロット信号は、（実質的に、周波数
の復調後に、）整数の周波数オフセット検出手段７４に含まれる（例えば、Ｄ－ＢＰＳＫ
の復調を実行する）復調手段７５で復調される。パイロット信号の微分変調が、例えば、
Ｄ－ＢＰＳＫである場合、チャネルの比較的短いエコーが、周波数方向に非常にスローな
変化をもたらすので、パイロットにとってチャネル推定の必要はない。次いで、整数の周
波数オフセット検出手段７４に含まれる相関手段７６は、正確な周波数オフセットで調節
されるために、復調されたパイロット信号（パイロット信号列）を記憶されるか生成され
る（と予測される）パイロット信号配列、例えば、ＰＲＢＳ配列との相関を実行する。相
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関を実行することは、（受信部のテーブルでリスト化されうる）情報伝達パターンの開始
で予測されるＰＲＢＳ配列でなされる。配列が受信されるシンボルで発見されれば、同期
のピークが取得され、受信装置８３は、正確な周波数オフセットを把握して、それを補償
する。特に、取得される整数の周波数オフセットは、再構築手段７１及びデマッピング手
段７２に供給され、再構築手段７１及びデマッピング手段７２で利用され、更に取得され
る整数の周波数オフセットは、チャネル推定及び等下を実行するためにチャネル推定手段
６９に供給され、チャネル推定手段６９で利用される。又、同期のピークの検出は、フレ
ームの開始の検出を可能にする。
【００６６】
　必要な時間同期及びパート的な周波数オフセット検出及び補償は、例えば、受信される
情報伝達シンボル及び／又はデータシンボルのインターバルを用いるガードインターバル
相関を利用する時間同期手段６６及びパート的な周波数オフセット検出手段６７で受信さ
れる時間領域シンボルの時間領域でなされる（情報伝達シンボル、データシンボル、及び
ガードインターバルでフレームの時間領域の説明をする図１３参照）。時間同期は、代わ
りに、受信される時間領域シンボル及び受信部が生成した時間領域シンボルの間の絶対値
の相関を実行することによってなされ、そこでは、パイロット信号のみが変調される。受
信されるシンボル及び受信部が生成したシンボルの相関のピークは、正確な時間同期を可
能にする。
【００６７】
　図１０で概略的に示される本発明の第２の側面によれば、夫々の情報伝達データ３１ａ
（又は情報伝達データ３１）は、パイロットバンド１８、１９の周波数搬送波２０、２１
上にマッピングされるパイロット信号を含む、少なくとも１つのパイロットバンド１８、
１９を含む。パイロットバンド１８、１９は、夫々、同じ周波数搬送波数又は異なる周波
数搬送波数を有していてもよい。従って、夫々の情報伝達パターン３１ａは、パイロット
バンド１８、１９を（周波数方向の）その始点又は終点に有していてもよい。代わりに、
夫々の情報伝達パターンは、パイロットバンド１８、１９を夫々のボーダー、すなわち、
パターンの始点及び終点に有していてもよい。本発明の第１の側面に関連する上記の全て
の他の記述及び定義は、第２の側面にも適用され、第２の側面はオプション１及びオプシ
ョン２を含む。第１及び第２の側面が組合されうる、すなわち、夫々の情報伝達パターン
は、上述したような少なくとも１つのパイロットバンド１８、１９及び全ての周波数搬送
波１２上にマッピングされるパイロット信号を含んでもよいことは理解されておくべきで
ある。
【００６８】
　上述したような本発明の両方の側面で、パイロット信号を有する周波数搬送波数及び第
１の情報伝達データを有する周波数搬送波数の間の関連性は、多様であって、夫々の情報
伝達及びオフセット補償の必要性を有していてもよい。
【００６９】
　図１１に概略的に示されるように、送信装置８２は、ケーブルネットワークからの他の
サービス、例えば、航空無線への外乱を避けるために全体の送信帯域幅の所定の領域２２
、２３を削除してもよい（ノッチ）。従って、スペクトルのあるパートは、調節（変調）
されなくてもよい。この場合、情報伝達パターン３１；３１ａ、３１ｂ内の作用する周波
数搬送波は、同様に調整（変調）されない。
【００７０】
　本発明によって提案される同期が非常に強力なものである場合、このことは、Ｄ－ＢＰ
ＳＫ変調パイロットによる周波数の同期の実行に作用しない。第１の情報伝達データの欠
落したパートは、例えば、図１１に示すように２つの隣接した情報伝達パターンからのパ
ートを組み合わせることにより、繰り返される第１の情報伝達データ（フレームの全ての
情報伝達データ３１；３１ａ、３１ｂが統一の、又はほぼ統一された第１の情報伝達デー
タを含む）によって、及び送信装置８２に含まれる誤りコーディング手段５６により情報
伝達パターンに付加された強力なエラー保護によって回復される。送信帯域幅のエッジに
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ある第１の情報伝達データの欠落したパートは非常に広いノッチとして扱われる。
【００７１】
　ノッチ（刻み目）又は他の問題に対処するための代わりの、又は付加的な可能性は、情
報伝達パターン３１；３１ａ、３１ｂを２又はそれ以上のパートに分割すること、及びフ
レームからフレームに夫々の情報伝達パターンでの２又はそれ以上のパートの配列を反転
させることである。例えば、フレームの第１の情報伝達パターンが第１及び（続いて起こ
る）第２のパートに分割されれば、直接次のフレームの（対応する）第１の情報伝達パタ
ーンが始点にある第２のパート及び続いて起こる第１の情報伝達パートを有する。このよ
うに、例えば、第２のパートが刻まれ、又はかく乱されれば、（続いて起こる第１のパー
トがかく乱されるので、）受信部は、第２のパートが問題なく受信される次のフレームを
待つ必要がある。
【００７２】
　受信部の異なるチューニング帯域幅への情報伝達パターン３１；３１ａ、３１ｂの適用
は、例えば、情報伝達パターンの周波数搬送波の距離を変えることによってなされてもよ
い。代わりに、図１２に概略的に示されているように、例えば、夫々の周波数搬送波を変
調せずに、周波数搬送波の距離を一定にすること及び送信帯域幅の端部の情報伝達パター
ンのパートを切断することは可能であり、図１２では、４ＭＨｚの情報伝達パターンでの
方式の６ＭＨｚのチューニング帯域幅に対する適用は、６ＭＨｚまでの長さを有するデー
タパターンの受信を可能にする。
【００７３】
　実質的に、夫々の情報伝達データ３１；３１ａ、３１ｂは、夫々のパターンの始点及び
終点にガードバンドを付加的に含む。代わりに、いくつかの適用として、夫々のフレーム
での第１の情報伝達パターン、図４の例では、状態３９での情報伝達パターンのみがパタ
ーンの始点にのみガードバンドを含み、夫々のフレームでの最後の情報伝達パターンは、
パターンの終点にのみガードバンドを含む。代わりに、いくつかの適用として、夫々のフ
レームでの第１の情報伝達パターン、図４の例では、状態３９での情報伝達パターンのみ
がパターンの始点及び終点にガードバンドを含み、夫々のフレームでの最後の情報伝達パ
ターンはパターンの始点及び終点にガードバンドを含むことができる。いくつか又は全て
の情報伝達パターンに含まれるガードバンドの長さが、例えば、受信装置が対処すること
ができる最大の周波数オフセットよりも短いか、長くても同じである。又、情報伝達パタ
ーンに含まれる夫々のガードバンドの長さは、少なくとも、図６に関して記載されている
ようなフィルター特性により、受信装置に受信されない搬送波の長さである。
【００７４】
　例えば、全体の送信帯域幅が８ＭＨｚ（４ｎｋモード：ｋは１０２４の搬送波／サンプ
ルのフーリエウィンドウサイズであり、ｎ＝１、２、３、４．．．．）の倍数であり、夫
々の情報伝達パターンが４ＭＨｚの長さを有するＯＦＤＭ方式では、夫々の情報伝達パタ
ーンの始点及び終点での夫々のガードバンドの長さは、（夫々の４ｎｋモードでの夫々の
フレームの始点及び終点のデータパターンでの利用されない搬送波の数である）３４３の
周波数搬送波であると提案される。結果として利用可能な搬送波の数は、３５８４／２－
２×３４３＝１１０６である。しかしながら、これらの数は例として利用されているだけ
であり、あらゆる意味で限定されないことが意図されることは理解されておくべき点であ
る。従って、情報伝達パターンに含まれる夫々のガードバンドの長さは、少なくとも、図
６に関して記載されているようなフィルター特性により、受信装置に受信されない搬送波
の長さであり、そのため、夫々の情報伝達パターンの情報伝達データの長さは、実質的な
受信部の帯域幅に等しい（又は実質的な受信部の帯域幅よりも小さくてもよい）。付加的
な情報伝達パターン３１ｂが存在すれば、それらは情報伝達パターン３１ａと統一のガー
ドバンドを有することは留意されておくべき点である。
【００７５】
　付加的に又は代わりに、夫々のデータパターンは、夫々のパターンの始点及び終点に利
用されていない搬送波を有するガードバンドを含む。代わりに、いくつかの適用では、周
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波数方向に夫々のフレームで最初のデータパターン、図１０及び１３の例でいうデータパ
ターン３２、３２’、３２’’、３２’’’、３２’’’’のみが、データパターンの始
点のみでガードバンドを含むことができ、周波数方向に夫々のフレームで最後のデータパ
ターン、図１０及び１３の例でいうデータパターン３７、３７’、３７’’、３７’’’
、３７’’’’のみが、データパターンの終点のみでガードバンドを含むことができる。
本実施形態において、データパターンのガードバンドの長さは、例えば、情報伝達パター
ンがガードバンドを含めば、情報伝達パターンのガードバンドの長さと同じである。
【００７６】
　上述したように、情報伝達パターン３１、３１ａ、及び／又は３１ｂ（又は、本発明に
係る他の情報伝達パターン）に含まれる第１の情報伝達データは物理層情報を含み、それ
によれば、本発明に係る受信装置６３が、フレーム構造についての情報を取得することが
でき、要求されるデータパターンを復号化することができる。無数の例によれば、第１の
情報伝達データは、全体の送信帯域幅のようなパラメータ、フレーム内の夫々の情報伝達
パターンの位置、情報伝達パターンに対するガード帯域幅のガードバンドの長さ、特別な
フレームを構築するフレームの数、特別なフレーム内の現在のフレームの数、全体のフレ
ームの帯域幅の周波数方向での付加的なデータパターンの数、及び／又は、夫々のフレー
ムのデータパターンに対する個々の情報伝達データについての情報を含むことができる。
本実施形態において、フレーム内の夫々の情報伝達パターンの位置は、例えば、全体の帯
域幅のセグメント化に関連して、情報伝達パターンの状態を表示することができる。例え
ば、図４の場合に、第１の情報伝達データは、情報伝達パターンが第１のセグメント（例
えば、第１の８ＭＨｚのセグメント）、又は第２のセグメントに位置しているならその表
示を含む。例えば、図７に関して説明されているように、情報伝達パターンが帯域幅のセ
グメント化の半分の長さを有する場合に、夫々の組み合わせの隣接する情報伝達パターン
は、同じ位置情報を有する。いずれのケースでも、受信装置は、この位置情報を有する、
続いて起こるフレームで要求される周波数バンドにチューニングすることができる。個々
の（第１の）情報伝達データは、フレームに存在する夫々のデータパターンに対して個々
に提供される分離したブロックのデータであり、第１の周波数搬送波、データパターン（
又は周波数方向での最短データパターン長の倍数の観点からのデータパターンの長さ）に
配置される周波数搬送波の数、データパターンのための時間インターリーバーの利用、デ
ータパターンの周波数のノッチの数（データパターンのデータ送信のために利用されない
周波数搬送波）、周波数のノッチの状態、及び／又は周波数のノッチの幅のようなパラメ
ータを含んでいてもよい。送信装置８２のフレーム形成手段５９は、夫々の情報伝達パタ
ーンの対応する第１の情報伝達データを配列するように構成される。受信装置８３の評価
手段７３は、受信される情報伝達データを評価して、受信装置８３内で更に処理するため
の情報伝達データに含まれる情報を利用及び転送するように構成される。
【００７７】
　第１の情報伝達データが、フレームに存在する夫々のデータパターンに対する記述され
た個々の情報伝達情報を含む場合に、情報伝達パターンのサイズを最大のサイズに限定す
るために、情報伝達パターンの構造はフレーム毎の周波数方向の最も限定される数のデー
タパターンを支持する。このように、夫々のフレームの周波数方向でのデータパターンの
数は、同時に且つ柔軟に変更されるが、これは、あるデータパターンの最大数内でのみあ
てはまる。上述したように、夫々のフレームの時間方向での付加的なデータパターンは、
夫々、先に起こるデータパターンで調節される。このように、夫々の付加的な後に続くデ
ータパターンは、先に起こるデータパターンと同じ状態、長さ、変調等を有するので、先
に起こるデータパターンに対する情報伝達パターンは、後に続くデータパターンに対して
も有効である。本実施形態において、夫々のフレームの時間方向での付加的なデータパタ
ーンの数は、固定されるか柔軟であり、この情報も情報伝達データに含まれる。同様に、
情報伝達パターンの構造は、夫々のデータパターンの最も限定される数の周波数のノッチ
のみを支持することができる。
【００７８】
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　代わりに又は付加的に、情報伝達パターン３１のパートが、受信装置８３に受信可能で
はないかもしれないという問題を克服するために、送信装置８２は、選択的に、変調手段
５５の前に配列され、ある種の誤りコーディング、繰り返しコーディングのような冗長、
周期的な冗長コーディング、又はフレーム形成手段５９による情報伝達パターンに配列さ
れる情報伝達データのようなもの等を付加するように構成される誤りコーディング手段５
６を含むことができる。受信装置８３は、例えば、再構築手段７１によって、元の情報伝
達パターンを再構築するためのある種の誤り検出及び／又は訂正を実行することができる
ので、付加的な誤りコーディングは、送信装置８２が、図４に示されるように、トレーニ
ングパターン３０と同じ長さの情報伝達パターン３１を利用することを可能にする。
【００７９】
　４ＭＨｚの長さを有し、ＯＦＤＭシステムで８ＭＨｚのセグメントに調節される情報伝
達パターンの説明された例として、以下に情報伝達構造の特別の（限定されない）例が記
述される。
【００８０】
　ＯＦＤＭシンボルの４４８μｓの継続時間に対して、夫々の４ＭＨｚのブロックは１７
９２のＯＦＤＭ副搬送波によって構築される。周波数領域パイロットが、情報伝達シンボ
ル内で全ての７番目のＯＦＤＭ搬送波で利用されれば、１５３６のＯＦＤＭ搬送波は、夫
々の情報伝達ＯＦＤＭシンボル内でのＬ１情報伝達データの送信の間残存する。
【００８１】
　これらのＯＦＤＭ搬送波は、例えば、１６のＱＡＭによって変調されてもよく、結果と
して、粗雑なＬ１情報伝達内で送信可能な６１４４のビットをもたらす。送信可能なビッ
トのパートは、誤り訂正の目的のために、例えば、ＬＤＰＣ又はリードソロモンコードの
ために利用される必要がある。次いで、残存する正味のビットは、例えば、以下の表で説
明されるように情報伝達のために利用される。
【００８２】
【表１】

【００８３】
　以下に、上の表に記載された情報伝達データのパラメータについて、より詳細に説明す
る。
【００８４】
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・ＧＩの長さ（ＧＩ　Ｌｅｎｇｔｈ）：利用されるガードインターバルの長さを定義する
。
・フレーム数（Ｆｒａｍｅ　Ｎｕｍｂｅｒ）：増加した全てのフレーム、すなわち、夫々
の情報伝達シンボルの計算器。
・全ての帯域幅（Ｔｏｔａｌ　ｂａｎｄｗｉｄｔｈ）：利用されるチャネルの完全な送信
帯域幅。
・データスライスの全ての数（Ｔｏｔａｌ　ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　ｄａｔａ　ｓｌｉｃｅ
ｓ）：このパラメータが、データスライス、すなわち、利用されるチャネルでのデータパ
ターンの全ての数だけ情報伝達する。
・Ｌ１副情報伝達テーブル数（Ｌ１　ｓｕｂ－ｓｉｇｎａｌｌｉｎｇ　ｔａｂｌｅ　ｎｕ
ｍｂｅｒ）：情報伝達データ内の副情報伝達テーブル数。
・ｓｕｂ－ｔａｂｌｅｄ　データスライスの数（Ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　ｓｕｂ－ｔａｂｌ
ｅｄ　ｄａｔａ　ｓｌｉｃｅｓ）：Ｌ１情報伝達テーブル内で情報伝達されるデータスラ
イスの数。
・データスライスの数（Ｄａｔａ　ｓｌｉｃｅ　ｎｕｍｂｅｒ）：現在のデータスライス
の数。
・副搬送波周波数の開始（Ｓｔａｒｔ　ｓｕｂｃａｒｒｉｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）：
データスライスの周波数の開始。
・スライス当たりの副搬送波の数（Ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　ｓｕｂｃａｒｒｉｅｒｓ　ｐｅ
ｒ　ｓｌｉｃｅ）：データスライス当たりの副搬送波の数。
・時間インターリーバーの深さ（Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅｒ　ｄｅｐｔｈ）：現
在のデータスライスでの時間がインターリーブする深さ。
・ＰＳＩ／ＳＩ再処理（ＰＳＩ／ＳＩ　ｒｅｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）：ＰＳＩ／ＳＩ再処
理が現在のデータスライスのために送信部で実行されるかどうかについて情報伝達する。
・ノッチの数（Ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　ｎｏｔｃｈｅｓ）：現在のデータスライスでのノッ
チの数。
・スライスの開始と比較したノッチの開始（Ｓｔａｒｔ　ｏｆ　ｎｏｔｃｈ　ｒｅｌａｔ
ｉｖｅ　ｔｏ　ｓｔａｒｔ　ｏｆ　ｓｌｉｃｅ）：データスライスの開始周波数に関連し
たデータスライスでのノッチの開始状態。
・ノッチの幅（Ｎｏｔｃｈ　ｗｉｄｔｈ）：ノッチの幅。
・蓄えられるビット（Ｒｅｓｅｒｖｅｄ　ｂｉｔｓ）：将来の利用のために蓄えられるビ
ット。
・ＣＲＣ＿３２：Ｌ１情報伝達ブロックに対する３２ビットＣＲＣのコーディング。
【００８５】
　受信装置８３で情報伝達パターンの受信をより確実なものとするために、本発明は、受
信装置８３のチューニング状態を最適化することを更に提案する。図４及び７に示される
例では、受信部は、受信されるデータパターンの周波数帯域幅周囲のパート３８を中央に
配置することによって、送信帯域幅のパート３８に調整される。代わりに、要求されるデ
ータパターンがまだ十分に受信されている間に情報伝達パターン３１の最大のパートが受
信されるように、受信装置８３は調整されて、情報伝達パターン３１の受信がパート３８
を配置することによって最適化される。代わりに、夫々のデータパターンの長さが、ある
割合、例えば、１０％以上、夫々の情報伝達パターン３１の長さと異なることはできない
。この解決のための例は、図８に示される。データパターン４２、４３、４４、及び４５
の間のボーダーは、ある割合、例えば、１０％（１０％に限られない）以上、（周波数方
向に）情報伝達パターン３１間のボーダーからずれない。この小さい割合は、情報伝達パ
ターン３１で上述した付加的な誤り訂正コーディングによって訂正されうる。
【００８６】
　図１３は、本発明に係るフレーム４７の例の時間領域の説明を示す。送信装置５４では
、フレームパターンまたは構造がフレーム形成手段５９で生成された後、周波数領域フレ
ームパターンが、周波数から時間への変換手段６０によって時間領域に変換される。結果
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として生じる時間領域フレームの例が図１３に示され、夫々がガードインターバル５３と
は分離されるガードインターバル４９、情報伝達シンボル５０、更にガードインターバル
５１、及び多数のデータシンボル５２を含む。単一の情報伝達シンボルのみが時間領域に
存在するという状況が、図４に示される例に対応して、情報伝達パターンを有する単一の
タイムスロットのみが周波数領域のフレーム構造に存在している一方で、情報伝達パター
ン３１ａ及び３１ｂを有する２つのタイムスロットについての図７の例は、時間領域内の
、実質的にガードインターバルとは分離される２つの情報伝達パターンの存在を導いてい
る。ガードインターバルは、例えば、夫々のシンボルの有用なパートの周期的な拡張にな
りうる。ＯＦＤＭ方式の例では、実質的に提供されるガードバンドを含む情報伝達シンボ
ル及びデータシンボルは、夫々、１つのＯＦＤＭシンボルの長さを有することができる。
次いで、例えば、要求される送信周波数に信号を変換することによって、時間領域のフレ
ームは、利用されるマルチ搬送システムに依存する時間領域信号を処理する送信手段６１
に転送される。次いで、送信信号は、アンテナ等のように有線インターフェース又は無線
インターフェースである送信インターフェース６２を経由して送信される。上述したよう
に、情報伝達パターンを、１以上のトレーニングパターンが先行することができ、当該ト
レーニングパターンが、時間領域での情報伝達シンボルを先行するトレーニングパターン
の存在をもたらす。
【００８７】
　図１３は、更に、夫々のフレームの数がスーパーフレームと組み合されうることを示す
。スーパーフレーム毎のフレームの数、すなわち、時間方向の夫々のスーパーフレームの
長さは、固定されるか多様なものとなりうる。従って、スーパーフレームが同時にセット
される最大の長さが存在してもよい。更に、スーパーフレームの夫々のフレームに対する
情報伝達パターンの情報伝達データが同じであれば、及び情報伝達データでの変化のみが
スーパーフレーム間で起こるのであれば、有利である。すなわち、変調、コード化、デー
タパターンの数等は、スーパーフレームの夫々のフレームで同じとなるが、続いて起こる
スーパーフレームで異なりうる。例えば、放送方式では、情報伝達データは大抵変わらな
いので、スーパーフレームの長さはより長くなることができ、双方向システムでは、送信
及び受信パラメータの最適化は、受信部から送信部へのフィードバックに基づいて行われ
るので、スーパーフレームの長さはより短くなることができる。説明したように、トレー
ニングシンボルは、夫々のフレームで夫々の情報伝達パターンを先行することができる。
【００８８】
　送信装置８２の要素及び機能、図１４で示されるブロックダイアグラムについては、既
に上述されている。実際の実行は、夫々の方式で、送信装置の実際の操作のために必要な
付加的な要素及び機能を含むことは理解されておくべきことである。図１４では、本発明
の説明及び理解のために必要な要素及び手段のみが示される。同じことが、受信装置８３
、図１５で示されるブロックダイアグラムにも当てはまる。図１５は、本発明の説明及び
理解のために必要な要素及び手段のみが示される。付加的な要素が、受信装置８３の実際
の操作のために必要となる。更に、送信装置８２及び受信装置８３の要素及び機能は、本
発明によって記載された機能を実行するように構成されるあらゆるデバイス、装置、シス
テム等で実行されうることは、理解されておくべきである。
【００８９】
　上述したように、図４に示すフレーム構造２９、２９’を有するフレームのデータパタ
ーンのような本発明のデータパターンのデータは、夫々、データフレームに配列され、夫
々のデータフレームは、第２の情報伝達データ及びコンテンツデータを含む。本実施形態
では、第２の情報伝達データは、これらに限定されるものではないが、データフレームの
コンテンツデータのために利用される変調、データフレームのコンテンツデータのために
利用される誤り保護コード、又はデータフレームで送信されたコンテンツデータが受信装
置によって受信されることになるのか否かについての情報を有する接続の識別等といった
ように、夫々のデータフレームのコンテンツデータの個々のパラメータを有する情報伝達
データである。
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【００９０】
　図１７に示すように、本発明のデータフレーム８４は、（時間方向に）コンテンツデー
タ８４ｂによって追従される、ヘッダ８４ａの第２の情報伝達データを含む。つまり、図
１７は、図１４に示される送信装置８２のデータフレーム形成手段５４、５４’、５４’
’によって形成される、本発明のデータフレーム８４を示す。
【００９１】
　図１８は、図４及び図７に夫々示すフレーム構造２９及び２９’を有するフレームのデ
ータパターン３４、３４’、３４’’、３４’’’、３４’’’’のように、どのように
して、データが同じ周波数割り当てを有し、時間次元で隣接するデータパターンに割り当
てられ、且つ挿入されるかを概略的に示す。図１８に示すように、夫々異なる長さ（及び
／又は異なるデータ、及び／又は情報伝達コンテンツ、及び／又は異なる変調、及び／又
は異なるコーディング）のデータフレーム８５、８５’、８５’’、８５’’’は、完全
に独立して、柔軟な方式で、データパターン３４、３４’、３４’’、３４’’’、３４
’’’’に割り当てられる。すなわち、データフレーム８５、８５’、８５’’、８５’
’’の長さ（周波数搬送波の数）は、データパターン３４、３４’、３４’’、３４’’
’、３４’’’’の長さ（周波数搬送波の数）から完全に独立し、データフレーム８５、
８５’、８５’’、８５’’’、は、データパターン３４、３４’、３４’’、３４’’
’、３４’’’’で互いに続いて起こるようにして配列される。このようにして、データ
フレームの構造は、一般的に、全体のフレーム構造（例えば、フレーム構造２９及び２９
’を有する構造）からは独立している。しかしながら、また、周波数構造、すなわち、デ
ータパターン３４、３４’、３４’’、３４’’’、３４’’’’の第１の周波数搬送波
及び最後の周波数搬送波は、データフレーム８５、８５’、８５’’、８５’’’の周波
数構造である。同じ周波数割り当てを有し、時間次元で互いに隣接するデータパターンは
、データフレームのための一種のコンテナを形成し、当該データフレームは、完全に自由
に、且つ独立にコンテナに挿入されうる。図１８が、明確のため、インターリーブ（交互
配置）された時間及び／又は周波数を有さないデータフレーム８５、８５’、８５’’、
８５’’’を示していることは留意すべ貴点である。実際の装置では、データフレーム８
５、８５’、８５’’、８５’’’は、時間及び／又は周波数のインターリーブされた形
態で、データパターン３４、３４’、３４’’、３４’’’、３４’’’’に挿入される
。
【００９２】
　夫々のデータフレーム８５、８５’、８５’’、８５’’’の夫々のヘッダ８５ａ、８
５ａ’、８５ａ’’、８５ａ’’’に含まれる第２の情報伝達データは、夫々のデータフ
レームのための個々の第２の情報伝達データを含む。すなわち、ヘッダ８５ａ、８５ａ’
、８５ａ’’、８５ａ’’’に含まれる第２の情報伝達データは、少なくとも部分的に互
いに異なる。夫々のデータフレーム８５、８５’、８５’’、８５’’’の長さは、上述
したフレームの第２の情報伝達データ又は第１の情報伝達データに情報伝達されることが
可能である。上述したように、第２の情報伝達データは、コンテンツデータの変調、夫々
のデータフレーム及び／又は接続の識別でのコンテンツデータの（誤り）コーディングを
含むことができる。付加的な、又は代わりの情報伝達コンテンツは、所望の装置に依存す
る第２の情報伝達データにも含まれることが可能である。例えば、第２の情報伝達データ
は、（暗に、又は明確に）データフレームのコンテンツデータの長さの指示を含むことが
できる。いくつかの装置では、変調及びコーディングが同じであれば、コンテンツデータ
の長さも同じである。このようにして、変調及び続いて起こるデータフレームのコンテン
ツデータのコーディングが同じである場合に、再度同じ変調及びコーディングを（続いて
起こるデータフレームのヘッダで）情報伝達する必要はなく、変調及びコーディングが以
前と同じであることを指示のみすればよい。代わりに、装置では、変調及びコーディング
が先行するデータフレームに関連して変化しないなら、続いて起こるデータフレームのヘ
ッダが省略されることが可能である
【００９３】
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　夫々のデータフレーム８５、８５’、８５’’、８５’’’、８５’’’’の第２の情
報伝達データは、有利なことに、疑似ノイズ列、又は他の適当な配列のような同期配列を
含み、それは、夫々のヘッダ８５ａ、８５ａ’、８５ａ’’、８５ａ’’’の開始を検出
するために相関を実行する、受信装置８３の相関手段７８で利用される。シンボル同期は
、既に行われている（例えば、マルチ搬送波変調によって実現された）ので、相関手段７
８で実行された相関の結果は、デマッピング手段７０が正確にデマッピング及び第２の情
報伝達データ及び夫々のデータフレームを変調することを可能なものとする。装置例とし
ては、第２の情報伝達データはシンボルに配列され、シンボルの夫々は、同期配列（夫々
のシンボルは、多数のビットを含む。）の一部分を含む。例えば、夫々のシンボルの最も
意義のあるビット（又は最も意義のあるビット、例えば、２、３、４等のビット）は、上
記同期配列のパートを含む。例えば、第２の情報伝達データが１６－ＱＡＭに配列される
場合、結果としての１６－ＱＡＭシンボルが夫々４ビットを含む場合に、ヘッダ８５ａ、
８５ａ’、８５ａ’’、８５ａ’’’夫々に含まれるＱＡＭシンボル夫々の最も意義のあ
るビットは、同期配列の一部分（１ビット）を含むことができる。最も意義のあるビット
の代わりに、他のビットが利用されることが可能である。同期配列は、適当な配列の一種
、例えば、ｐｎ、ＰＲＢＳ、又は他の配列でありうる。
【００９４】
　図１９は、送信装置８２の一部分の例をより詳細に示す。本実施形態では、第２の情報
伝達データは、符号化手段８６で符号化され、その後、例えば、ＱＡＭ、ＱＰＳＫ、又は
変調手段８７での他の適当な方法によって変調され、変調及び符号化された第２の情報伝
達データは、データフレーム形成手段５４、５４’、５４’’に供給される。コンテンツ
データは、例えば、ＬＤＰＣ（低密度パリティ検査（Low Density Parity Check））エン
コーダ又は他の適当なエンコーダであるコーディング手段８８で符号化され、後にビット
インターリーバ８９によってインターリーブされ、次いで、例えば、ＱＡＭエンコーダ又
は他の適当なエンコーダである変調手段５８、５８’、５８’’で変調される。次いで、
符号化され、インターリーブ及び変調されたコンテンツデータは、データフレーム形成手
段５４（又は５４’、又は５４’’）に供給される。次いで、データフレーム形成手段５
４、５４’、５４’’は、図１７及び図１８を参照しながら上述した夫々のデータフレー
ムを形成する。従って、コーディング手段８８によって実行されるコーディング及び変調
手段９０によって実行される変調は、夫々、データフレームの夫々のヘッダの第２の情報
伝達データで情報伝達される。第２の情報伝達データで変調手段８７によって実行される
変調は、例えば、（図２０を参照しながら詳細に説明した）１６ＱＡＭ変調、又は（図２
１を参照しながら詳細に説明した）ＱＰＳＫ変調である。
【００９５】
　図２０は、第２の情報伝達データを有するヘッダの生成についてのより詳細な第１の実
施例を示す。示された例では、１６ＱＡＭ変調は、第２の情報伝達データで変調手段８７
によって実行される。このようにして、ＱＡＭシンボルは、４ビットを有する。夫々のシ
ンボルの最も意義のあるビットは、疑似ノイズ列（ｐｎ列）の一部分として利用される。
夫々のＱＡＭシンボルの他の３ビットは、コンテンツデータの（誤り）コーディング、コ
ンテンツデータの変調、及び／又は接続の識別のように、情報伝達データのペイロードを
搬送する。例えば、変調情報は３ビットに含まれ、接続の識別は８ビットに含まれ、コー
ディング情報は、４ビットに含まれ、結果、１５ビットのペイロードが第２の情報伝達デ
ータのためにもたらされる。これらの１５ビットは、例えば、３回、リピータ９１で繰り
返される。次いで、第２の情報伝達データは、例えば、リードソロモンコーディング手段
である符号化手段８６で符号化され、次いで、変調手段８７に供給される。変調手段８７
は、従って、４５シンボルを出力する（疑似ノイズ列が４５ビットの長さを有し、夫々の
ビットが４５シンボルの夫々の最も意義のあるビットとして利用される。）。しかしなが
ら、与えられる数は、単なる例であり、夫々の実施形態に応じて変化されることは留意す
べき点である。
【００９６】
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　図２１は、第２の情報伝達データを有するデータフレームヘッダの生成についてのより
詳細な第１の実施例を示す。図２０の第１の例とは対照的に、同期配列は、第２の情報伝
達データに挿入され、この第２の例では、同期配列を第２の情報伝達データに変調するこ
とを提案する。更に、第２の例では、変調手段のＩ及びＱパスに第２の情報伝達データを
入力して、パスの一つに同期配列を変調する一方で、（例えば、遅延すること又はシフト
することによって）Ｉ又はＱパスにデータを再分類（すなわち、再配置）することを提案
する。本実施形態では、第２の情報伝達データの多様性が実現され、結果として、受信側
でのデコーディング特性が改良する。第２の例では、変調、例えば、ＱＰＳＫ変調は、第
２の情報伝達データで変調手段８７によって実行される。ＱＰＳＫ変調は、図２０の例で
上述した１６ＱＡＭ変調よりも堅牢である。ＱＰＳＫシンボルは、２ビットを含み、夫々
のシンボルは、図１９を参照しながら説明したように、良好な相関特性を有する、例えば
、ｐｎ配列、ＰＲＢＳ配列、又は他の適当な配列である、同期配列の一部分（パート）を
搬送する。図２１の実施例では、符号化手段８６は、例えば、ＢＣＨエンコーダ（Ｂｌｏ
ｃｋ　Ｃｏｄｅ　Ｅｎｃｏｄｅｒ）であり、第２の情報伝達データを符号化して、例えば
、１５ビット、又は１８ビット等によって表される（例えば、ＢＣＨエンコーダはＢＣＨ
（１８、４５）エンコーダになりうる。）。次いで、符号化手段８６は、例えば、変調手
段８７のＩ及びＱパスに入力される、４５ビットの符号化された第２の情報伝達データを
出力する。Ｉパスで、４５の符号化された情報伝達ビットは、そのままの形態で変調手段
８７に入力される。しかしながら、Ｑパスで符号化された情報伝達ビットは、再分類手段
９０で、適当な再分類方法によって、例えば、遅延（例えば、１ビット循環シフトするこ
とによる遅延）、シフト、再配置等により再分類され、同期配列（例えば、ｐｎ列、ＰＲ
ＢＳ列、または良好な相関特性を有する他の適当な同期配列）が、例えば、ＸＯＲ操作又
は他の適当な操作を実行する結合手段９２によって再分類されたビットに変調される。同
期配列は、例えば、４５ビットを含むので、再分類手段９０が１ビット循環シフトを導入
する場合、Ｑパスの夫々のシフトしたビットは、１ビットの同期配列で変調される。変調
した同期配列を有する再分類されたビットは、例えば、Ｉ及びＱパス経由で供給される信
号でＱＰＳＫ変調を実行する変調手段８７にＱパスで供給される。次いで、変調手段８７
は、本実施例では、夫々のデータフレームの夫々のヘッダで４５シンボルであって、シン
ボルの形式で変調された第２の情報伝達情報を出力する。夫々のシンボルは多数のビット
を含み（ＱＰＳＫの例では、２ビット）、本実施例では、１つのビットが同期配列から１
ビットで変調される。同期配列の一部分は、１以上のビットの夫々のシンボルに変調され
る。Ｑパスの代わりに、Ｉパスが同期配列で遅延及び変調されることは理解すべき点であ
る。図１９に示すように、変調された第２の情報伝達データは、変調手段８７から図１９
を参照しながら説明したデータフレーム形成手段５４（又は５４’、又は５４’’）に供
給される。
【００９７】
　図２２は、図２１の実施例に対する図１５に示した受信装置８３の詳細な実施を示す。
本実施形態では、図２２は、夫々のデータフレームヘッダに含まれる同期配列によるデー
タフレームの同期の検出についての実施例を示す。図２２に示すように、デインターリー
バ７７からのデータ出力は、復調手段９３、例えば、図２１の例の背景にある、例えば、
第２の情報伝達データをＱＰＳＫ変調し、Ｉ及びＱパスで変調されたデータを出力する、
ＱＰＳＫデマッピング手段等のような硬判定による変調手段に供給される。Ｉパスでの再
分類手段９４は、図２１に示す再分類手段９０によってＱパスでデータに導入される再分
類を少なくとも部分的に補償するために、例えば、遅延、シフト等により、データを再分
類する。再分類手段９４によって実行される操作が、分類手段９０によって実行される操
作に対して、十分に可逆であることは可能であるが、可逆である必要はないということは
留意すべき点である。また、再分類手段９０がＩパスに位置するならば、再分類手段９４
は、Ｑパスに位置する。次いで、Ｉパスでのデータが、乗算手段９５で、Ｑパスでのデー
タを乗算され、結果として、同期配列がもたらされ、データフレームヘッダ上に変調され
、相関手段７８に出力され、既知の（予測された）同期配列を有する相関を実行し、デー
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タフレームヘッダ及びデータフレームの開始の検出を可能にする同期ピークを出力する次
いで、結果として得られる情報は、例えば、図１５に示し、図１５を参照しながら説明し
たデマッピング手段７０に供給される。
【００９８】
　図２３は、図２１及び図２２の例を参照して図１５に示した受信装置８３の詳細な実施
を示す。本実施形態では、図２３は、（例えば、図１５に示した受信装置８３の評価手段
７９を参照して上述したような）データフレームヘッダに含まれる第２の情報伝達データ
を取得及び評価するための実施に対する提案を含む。本実施形態では、図２３の例では、
図１５の受信装置８３のタイムデインターリーバー７７から生じるデータストリームは、
例えば、軟判定のＱＰＳＫデマッピング手段である、ＱＰＳＫデマッピング手段９６に供
給される。デマッピング手段９６は、データをＱＰＳＫ変調し、Ｉ及びＱパスでそれらを
出力する。有利なことに、データは、対数尤度率の形態で出力される。Ｑパスで、データ
は、（送信装置８２で第２の情報伝達データに変調される）データフレームヘッダに含ま
れる同期配列の予測された転写（又は適当に処理された転写）により結合手段９７で変調
され、図２１に示すＱパスでデータに分類手段９０によって導入された再分類を反転する
ために、データは再分類手段９８で再分類（例えば、遅延、又はシフト等）される。再分
類手段９８によって実行される再分類が、再分類手段９０によって導入される再分類に対
して、十分に可逆であるということは留意すべき点である。また、再分類手段９０及び結
合手段９２がＩパスに位置する場合に、再分類手段９８及び結合手段９７は、Ｉパスに位
置する。その後、ＩおよびＱパスのデータが、付加手段９９で合計され、硬判定が硬判定
手段１００での付加されたデータに適用される。硬判定手段の出力は、デコーディング手
段１０１、例えば、図２１の符号化手段８６によって導入されるコーディングを復号化す
るブロックコードデコーディング手段でデコーディングされる。デコーディング手段１０
１の出力は、例えば、図２１のエンコーディング手段８６に供給される１５ビット又は１
８ビットの第２の情報伝達データのような、最初の第２の情報伝達データである。次いで
、これらの第２の情報伝達データは、更なる処理のために利用され、例えば、図１５の受
信装置８３のデマッピング手段７０及び／又は誤り復号化手段８０に供給される。遅延手
段９８は、代わりにＩパスで実施されることも可能であることは留意すべき点である。ま
た、付加的に、又は代わりに、Ｉ及びＱパスは分離して復号化され、良好なデコーディン
グ結果を有するパスが更に利用されることが可能である。
【００９９】
　独立及び柔軟な方式でデータパターンにデータフレームを割り当てる、第２の情報伝達
データ及びデータフレームのコンテンツデータの整理は、受信装置８３での低減した処理
が必要となるという有利な点を有する。更に、双方向サービスに対するわずかな遅延が保
証される。図１５に示すように、第２の情報伝達データの同期（疑似ノイズ）配列の相関
を提供する相関手段７８の後の、受信装置８３は、受信される第２の情報伝達データを評
価するように構成される評価手段７９を備え、結局のところ必要なデコーディング　符号
化手段８６によって実行されるコーディングに対応する必要なデコーディングの後に、変
調手段８７によって実行される変調又は他の必要な処理に対応する復調（例えば、ＱＡＭ
復調）を実行するように構成される。しかしながら、評価手段７９によって取得される情
報伝達情報は、デマッピング手段７０に供給される。例えば、評価手段７９は、第２の情
報伝達データからコンテンツデータの変調を取得し、デマッピング手段７０に変調情報を
提供するように構成されるので、デマッピング手段７０が夫々の必要な復調を実行するこ
とができる。更に、評価手段７９は、データフレーム誤りコーディングを取得し、受信装
置８３に位置する誤りデコーディング手段８０に提供するように構成されるので、誤りデ
コーディング手段８０は、受信されるデータフレームコンテンツデータで誤りデコーディ
ングを実行するように構成される。更に、評価手段７９は、受信されるデータフレームの
第２の情報伝達データの接続の識別を取得し、受信されるデータフレームのコンテンツデ
ータが実際に受信装置８３によって受信されることになるのか否かについての接続情報を
受信装置８３の適当な処理手段に提供するように構成される。
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【０１００】
　本発明が、フレーム構造（と、対応して適用される送信及び受信装置と、上述した方法
と）を覆うことを意図され、上述した実施形態の代わりとして、それらは多数（２又はそ
れ以上）のデータパターンを有し、少なくとも１つのデータパターンの長さは他のデータ
パターンの長さとは異なることは留意すべき点である。様々な長さを有するデータパター
ンのこの構造は、統一の長さ及び上述したような（統一の又はほとんど統一された）コン
テンツを有する情報伝達パターンの配列、又は少なくとも１つの情報伝達パターンが他の
情報伝達パターンとは異なる長さ及び／又はコンテンツ、すなわち、多様な情報伝達パタ
ーンの長さを有する情報伝達パターンの配列のいずれかに組み合わされる。両方のケース
で、受信装置８３は多様なデータパターンの長さについての情報を必要として、それらは
、独立した情報伝達データチャネルによって、又は上述したフレーム構造に含まれる情報
伝達データパターンに含まれる情報伝達データによって、送信される。後者の場合、夫々
のフレームで最初の情報伝達パターンが随時同じ長さを有し、最初の情報伝達パターンを
全ての又は必要なフレームで受信することにより、受信装置が多様なデータパターンにつ
いての情報を取得することが可能であれば、実行可能となってもよい。当然、他の実行が
可能となってもよい。他の方法として、データパターン、情報伝達パターン、送信装置８
２及び受信装置８３での実行に関連した上述の停止は、更に適用可能である。
【０１０１】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【０１０２】
　１　　送信帯域幅
　２　　パート
　３　　受信装置
　４　　チューナー
　５　　処理手段
　５５、５６、５８　　調整手段
　５９　　フレーム形成手段
　６０　　変換手段
　６１　　送信手段
　６２　　送信インターフェース
　６４　　受信インターフェース
　６５　　受信手段
　６６　　時間同期手段
　６７　　周波数オフセット検出手段
　６８　　時間から周波数への変換手段
　６９　　チャネル推定手段
　７０　　デマッピング手段
　７１　　再構築手段
　７２　　デマッピング手段
　７３　　評価手段
　７５　　復調手段
　７６　　相関手段
　７７　　タイムデインターリーバー
　７８　　タイムインターリーバー
　８２　　送信装置
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【図１８】
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