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(57)【要約】
　複数のパーティションを有するラジオフレームの生成
及び受信に関連する技法を開示する。移動体デバイスは
、無線ラジオ、１つ又は複数のアンテナ、１つ又は複数
のプロセッサを含んでよい。いくつかの実施形態では、
移動体デバイスは、複数のパーティション及びパーティ
ションデータを含む無線データのフレームを受信するよ
う構成される。いくつかの実施形態では、上記複数のパ
ーティションはそれぞれ、複数の直交周波数分割多重（
ＯＦＤＭ）シンボルを含み、異なるパーティションはそ
れぞれ、異なる周波数変換サイズ（例えば異なるＦＦＴ
サイズ）を有する。いくつかの実施形態では、パーティ
ションデータは、各パーティションに関する周波数変換
サイズを示す。いくつかの実施形態では、移動体デバイ
スは、パーティションデータに基づいて、上記複数のパ
ーティションのうちの１つ又は複数を選択し、上記選択
された１つ又は複数のパーティションをデコードして、
上記選択された１つ又は複数のパーティション中で上記
ＯＦＤＭシンボルが表すデータを決定するよう構成され
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ラジオ；
　１つ又は複数のアンテナ；及び
　１つ又は複数のプロセッサ
を備える、移動体デバイスであって、
　前記移動体デバイスは：
　前記無線ラジオを用いて：
　　複数の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルをそれぞれ含む、複数のパーティシ
ョンであって、異なる前記パーティションはそれぞれ、異なる周波数変換サイズを有する
、複数のパーティション；及び
　　各前記パーティションに関する周波数変換サイズを示す、パーティションデータ
を含む、無線データのフレームを受信し；
　前記パーティションデータに基づいて、前記複数のパーティションのうちの１つ又は複
数を選択し；並びに
　選択された１つ又は複数の前記パーティションをデコードして、前記選択された１つ又
は複数のパーティション中で前記ＯＦＤＭシンボルが表すデータを決定する
よう構成される、移動体デバイス。
【請求項２】
　前記移動体デバイスは更に、前記移動体デバイスの速度が、速度の特定の範囲内である
ことを決定するよう構成され、
　前記移動体デバイスは、前記特定の範囲に基づいて、前記複数のパーティションのうち
の前記１つ又は複数を選択するよう構成される、請求項１に記載の移動体デバイス。
【請求項３】
　前記移動体デバイスは、第１の放送領域のためのローカルコンテンツを選択するか、又
は第２のより広い放送領域のための地域的コンテンツを選択するかを示す１つ又は複数の
パラメータに基づいて、前記複数のパーティションのうちの前記１つ又は複数を選択する
よう構成される、請求項１に記載の移動体デバイス。
【請求項４】
　異なる前記パーティションそれぞれの中の前記ＯＦＤＭシンボルは、時間次元において
異なる時間長を有する、請求項１に記載の移動体デバイス。
【請求項５】
　前記パーティションは、時間次元又は周波数次元のうちの少なくとも一方において分割
される、請求項１に記載の移動体デバイス。
【請求項６】
　前記異なる周波数変換サイズは、異なる高速フーリエ変換（ＦＦＴ）サイズに対応する
、請求項１に記載の移動体デバイス。
【請求項７】
　前記無線データの前記フレームは、放送ラジオフレームである、請求項１に記載の移動
体デバイス。
【請求項８】
　前記複数のパーティションのうちの前記選択された１つ又は複数の中の前記ＯＦＤＭシ
ンボルは、ビデオコンテンツを表す、請求項１に記載の移動体デバイス。
【請求項９】
　異なる前記パーティションはそれぞれ、異なるサイクリックプレフィクス長を有する、
請求項１に記載の移動体デバイス。
【請求項１０】
　放送無線データのフレームを受信するステップであって、前記放送無線データの前記フ
レームは：
　　複数の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルをそれぞれ含む、複数のパーティシ
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ョンであって、異なる前記パーティションはそれぞれ、異なる周波数変換サイズを有する
、複数のパーティション；及び
　　各前記パーティションに関する周波数変換サイズを示す、パーティションデータ
を含む、ステップ；
　前記パーティションデータに基づいて、前記複数のパーティションのうちの１つ又は複
数を選択するステップ；並びに
　選択された１つ又は複数の前記パーティションをデコードして、前記選択された１つ又
は複数のパーティション中で前記ＯＦＤＭシンボルが表すデータを決定するステップ
を含む操作を実施するために電子デバイスが実行できる命令が記憶された、非一時的コン
ピュータ可読媒体。
【請求項１１】
　前記操作は更に：
　前記電子デバイスの速度が、速度の特定の範囲内であることを決定するステップであっ
て、前記電子デバイスは、前記特定の範囲に基づいて、前記複数のパーティションのうち
の前記１つ又は複数を選択するよう構成される、ステップ
を含む、請求項１０に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項１２】
　前記パーティションは、時間次元及び／又は周波数次元において分割される、請求項１
０に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項１３】
　１つ又は複数のプロセッサを備え、また：
　無線データのフレームのためのペイロード領域であって、前記ペイロード領域は、複数
の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルをそれぞれ含む、複数のパーティションを含
み、異なる前記パーティションはそれぞれ、異なる周波数変換サイズを有する、ペイロー
ド領域を生成し；及び
　生成された前記ペイロード領域を送信する
よう構成された、装置。
【請求項１４】
　前記装置は更に、少なくとも１つの無線ラジオ及び少なくとも１つのアンテナを備え、
　前記装置は、前記少なくとも１つのアンテナを介して、前記無線データの前記フレーム
を無線放送するよう構成される、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記装置は、前記無線データの前記フレームの放送送信のために、前記ペイロード領域
を基地局に送信するよう構成される、請求項１３に記載の装置。
【請求項１６】
　異なる前記パーティションはそれぞれ、異なるサイクリックプレフィクスサイズを有す
る、請求項１３に記載の装置。
【請求項１７】
　前記装置は更に：
　前記フレームの非ペイロード領域に関する信号送信情報を生成する
よう構成され、
　前記信号送信情報は、各前記パーティションに関する周波数変換サイズを示す、請求項
１３に記載の装置。
【請求項１８】
　前記複数のパーティションのうちの第１のものは、第１の最大速度までの速度で移動す
る移動体デバイスでデコードするために適合された、第１の高速フーリエ変換（ＦＦＴ）
サイズを有し、
　前記複数のパーティションのうちの第２のものは、第２の異なる最大速度までの速度で
移動する移動体デバイスでデコードするために適合された、第２のＦＦＴサイズを有する
、請求項１３に記載の装置。
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【請求項１９】
　前記第１のＦＦＴサイズは、車両によって運ばれる移動体デバイスでデコードするため
に適合され、
　前記第２のＦＦＴサイズは、歩行者によって運ばれる移動体デバイスでデコードするた
めに適合される、請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　無線基地局によって、無線データのフレームに関するペイロード領域を受信又は生成す
るステップであって、前記ペイロード領域は、複数の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シ
ンボルをそれぞれ含む、複数のパーティションであって、異なる前記パーティションはそ
れぞれ、前記パーティションそれぞれの中の前記ＯＦＤＭシンボルに関して異なる周波数
変換サイズを有する、複数のパーティションを含む、ステップ；及び
　前記無線基地局によって、前記ペイロード領域を含む前記無線データの前記フレームを
放送するステップ
を含む、方法。
【請求項２１】
　前記複数のパーティションのうちの第１のものは、特定の速度範囲内の速度で移動する
移動体デバイスでデコードするために適合された、第１の高速フーリエ変換（ＦＦＴ）サ
イズを有し、
　前記複数のパーティションのうちの第２のものは、第２の異なる速度範囲内の速度で移
動する移動体デバイスでデコードするために適合された、第２のＦＦＴサイズを有する、
請求項２０に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は無線通信の分野に関し、より詳細には、放送ネットワーク内での送信の構成に
おける柔軟性を実現するために、ＯＦＭＤ物理伝送フレームを動的に構成するための機構
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在の世界では、多数の電子デバイスが、接続された他のデバイスからデータを受信す
るために無線接続に依存している。典型的な無線配備には、データを送信する１つ又は複
数の無線アクセスポイントと、上記１つ又は複数の無線アクセスポイントからデータを受
信する１つ又は複数のデバイスとが存在し得る。
【０００３】
　このような状況において、異なる複数のデバイスは異なる伝播チャネル特性を有する場
合があり、これは、これらのデバイスの、同一の無線アクセスポイントからの無線データ
受信に影響を及ぼす場合がある。例えば無線アクセスポイントに近接した、及び／又はあ
る固定された位置を有する（若しくはゆっくりと移動している）デバイスは、高速で移動
している、及び／又は当該無線アクセスポイントから更に離間しているデバイスよりも、
良好な伝播チャネル条件を有し得る。第１のデバイスは、パラメータの第１のセット（例
えば直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）システムにおける、高い順方向誤り訂正（ＦＥＣ）
コードレート、高い変調レベル及び／又は比較的小さいサブキャリア間隔）を用いてエン
コード及び送信されたデータを受信できるデバイスの群に属してよく、その一方で第２の
デバイスは、パラメータの第２のセット（例えばＯＦＤＭシステムにおける、低いＦＥＣ
コードレート、低い変調レベル及び／又は比較的広いサブキャリア間隔）を用いてデータ
をエンコード及び送信する必要があるデバイスの群に属してよい。
【０００４】
　多数のデバイス全てが共通のソースから同一のデータを受信することが望まれるような
状況は多数存在する。その一例は放送テレビであり、ここでは様々な家庭の多数のテレビ
のセット全てが、関心の対象となるプログラムを搬送する共通の放送信号を受信する。こ
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のような状況では、各デバイスに同一のデータを個別に信号送信するよりも、これらのデ
バイスにデータを放送又はマルチキャストする方が、大幅に効率が高い。しかしながら、
異なる品質レベルを有する複数のプログラム（例えば高精細度ビデオ、標準精細度ビデオ
等）は、異なる伝播チャネル特性を有する、デバイスの異なる複数の群へと送信する必要
がある場合がある。他の状況では、ある特定のデバイスにデバイス特異性データを送信す
ることが望ましい場合があり、このようなデータをエンコード及び送信するために使用さ
れるパラメータは、当該デバイスの位置及び／又は伝播チャネル特性に左右され得る。
【０００５】
　上述のように、送信されるデータの異なる複数のセットは、同時に又は時間多重化方式
で（又はこれら両方で）、異なるエンコード及び送信パラメータを用いて伝送する必要が
あり得る。ある特定のデータセット中で伝送されることになるデータの量、並びに／又は
当該データに関するエンコード及び送信パラメータは、時間と共に変化し得る。
【０００６】
　同時に、高速無線データに対する需要は高まり続けており、利用可能な無線リソース（
例えば無線スペクトルの一定の部分）を、潜在的に時間可変性の様式で、最も効率的に使
用できるようにすることが望ましい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　現在及び将来の高速無線ネットワークは、多様な配備状況の効率的な取り扱いのために
設計されることになる。本特許は：
　受信器の移動性（例えば固定型、ノマド型、移動体）；
　セルサイズ（例えばマクロ、ミクロ、ピコ）；
　単一若しくは多重周波数ネットワーク（ＳＦＮ若しくはＭＦＮ）
　異なる複数のサービスの多重化；及び／又は
　帯域幅共有
を含み得るがこれらに限定されないあらゆる範囲の配備状況におけるサービスをサポート
するために、無線データ送達における幅広い柔軟性を実現する機構を開示する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　複数の実施形態のあるセットにおいて、無線データのフレームを受信又は生成するため
の方法は、以下のように実装できる。
【０００９】
　いくつかの実施形態では、（例えば基地局又は放送ゲートウェイに対応する）計算デバ
イスは、無線データのフレームのためのペイロード領域を受信又は生成する。いくつかの
実施形態では、上記ペイロード領域は、それぞれ複数の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）
シンボルを含む、複数のパーティションを含む。いくつかの実施形態では、異なるパーテ
ィションはそれぞれ、各パーティション中のＯＦＤＭシンボルに関して異なる周波数変換
（例えば高速フーリエ変換（ＦＦＴ））サイズを有する。これらの異なる周波数変換サイ
ズは、異なる速度の複数の移動体デバイスでデコードするために適合されてよい（例えば
あるパーティションは、歩行者によって運ばれる移動体デバイスに関して適合されてよく
、別のパーティションは、車両によって運ばれる移動体デバイスに関して適合されてよい
）。例えば、比較的小さいＦＦＴサイズは、比較的高速で移動しているデバイスでデコー
ドするために適合されてよい。様々な実施形態では、異なる複数の速度範囲において複数
の移動体デバイスがデコードするいずれの数の異なるパーティションが含まれてよい。更
なる速度範囲としては、ノマド型デバイスに対応する範囲、航空機に対応する範囲等が挙
げられる。
【００１０】
　いくつかの実施形態では、異なるパーティションはそれぞれ、異なるサイクリックプレ
フィクスサイズを有してよく、これは望ましいセルサイズを維持するよう選択できる。異
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なるサイクリックプレフィクスサイズを有するパーティションは例えば、異なる遅延広が
りを有するデバイスを受け入れるよう適合されてよい。
【００１１】
　いくつかの実施形態では、上記計算デバイスは、上記ペイロード領域を含む無線データ
のフレームを放送する。他の実施形態（例えば計算デバイスがゲートウェイである場合）
では、上記デバイスは、基地局に上記ペイロードを送信してよく、その後上記基地局は無
線データのフレームを放送してよい。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、操作は、各パーティションに関するＦＦＴサイズ及び／又は
サイクリックプレフィクスサイズを示す、無線データのフレームに対するパーティション
データを生成するステップも含んでよい。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、各パーティションは、オーバヘッドリソース要素（参照シン
ボル等）の、対応するセットを含む。これらの実施形態では、操作は、フレーム内のオー
バヘッドリソース要素を予約した後で、１つ又は複数のサービスデータストリームから各
パーティションへ、シンボルデータをスケジューリングするステップも含んでよい。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、フレームは、ＦＦＴサイズ及びサイクリックプレフィクスサ
イズによって決定される予想されるユーザの移動性及び望ましいセルカバレッジに従った
上述のパーティション分割に加えて（又は上記パーティション分割の代替として）、１つ
又は複数の他の因子、例えば：
　データレート。ここで異なるパーティションは、低電力受信のための比較的低いデュー
ティサイクルで、（モノのインターネットのラインに沿って）異なるデータレート、例え
ば高データレートｖｓ．低データレートを有する；
　各パーティション内における伝送ブロックの緊密な（ｔｉｇｈｔ）ｖｓ．緩い（ｌｏｏ
ｓｅ）クラスタリング（例えば物理サービスデータチャネル（ＰＳＤＣＨ））。ここで、
低電力デバイスが起動し、それ自体が必要とするデータを消費した後、スリープ状態に戻
ることができるようにするために、時間ダイバーシティが犠牲にされる場合がある；
　周波数パーティション分割。これにより、比較的低次の変調を用いて、帯端をより高い
耐雑音性でコードできるようになり、これによって帯域の成形又は他の干渉軽減技法が可
能となる；並びに／又は
　異なる複数のパーティションを用いて放送できる放送コンテンツ、例えばローカルｖｓ
．地域的プログラム
等の因子に従って、パーティション分割してよい。
【００１５】
　以下の詳細な説明を、以下の図面と併せて考察すると、本開示の実施形態の更に良好な
理解を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１Ａ】図１Ａは、複数の基地局を含む放送ネットワークの一実施形態を示す。
【図１Ｂ】図１Ｂは、サイクリックプレフィクス及び有用部分の両方を有する直交周波数
分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルの一実施形態を示す。
【図１Ｃ】図１Ｃは、各ＯＦＤＭシンボルの上記有用部分に対して（パーセンテージとし
て）指定された様々な例示的サイクリックプレフィクス長に関する、サイクリックプレフ
ィクス長（サンプル数）及び対応する範囲（ｋｍ）を示す表である。
【図２】図２は、可能なフレーム構造の概観を示す。
【図３】図３は、物理パーティションデータチャネル（ＰＰＤＣＨ）の別個の時間分割に
よって時間多重化された、ＰＰＤＣＨの２つの例を示す。
【図４】図４は、物理フレームデータチャネル（ＰＦＤＣＨ）が：長さ６６０ｍｓ、ＦＦ
Ｔサイズ８Ｋの第１のパーティション３２２；及び長さ３３０ｍｓ、ＦＦＴサイズ６４Ｋ
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の第２のパーティション３２６を含む、例示的なフレームを示す。
【図５】図５は、いくつかの実施形態による、ペイロードデータを搬送するための異なる
物理チャネル間の関係を示す。
【図６】図６は、２つのＰＰＤＣＨがそれぞれＰＳＤＣＨを１つだけ含む特殊な場合を示
す。
【図７】図７は、１つのＰＦＤＣＨがＰＰＤＣＨを１つだけ含む特殊な場合を示す。
【図８】図８は、一実施形態による、ＯＦＤＭシンボル内の有用なサブキャリアを示す。
【図９】図９は、一実施形態による、ＰＰＤＣＨ周波数多重化の例を示す。
【図１０】図１０は、一実施形態による、ＰＰＤＣＨ内の論理リソースのレイアウトを示
す。
【図１１】図１１は、一実施形態によるＰＰＤＣＨ内の論理ストライプ及び論理副帯域を
示す。
【図１２】図１２は、一実施形態による、論理副帯域に属する論理ストライプへの、仮想
副帯域に属する仮想ストライプのマッピングを示す。
【図１３】図１３は、一実施形態による、論理ストライプに対する仮想ストライプの例示
的な回転及びマッピングを示す。
【図１４】図１４は、一実施形態による、仮想ストライプに対する論理ストライプの例示
的な回転及びマッピングを示す。
【図１５】図１５は、一実施形態による、ＰＰＤＣＨの仮想リソースに対する物理サービ
スデータチャネル（ＰＳＤＣＨ）のマッピングの例を示す。
【図１６】図１６は、一実施形態による、受信器への通信のための連結されたＰＦＤＣＨ
、ＰＰＤＣＨ及びＰＳＤＣＨ記述子の例を示す。
【図１７】図１７は、いくつかの実施形態により、無線データのフレームのためのペイロ
ード領域を受信又は生成するための方法の一実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明は様々な修正例及び代替形態を許容するものであるが、その特定の実施形態を例
として図示し、本明細書において詳細に説明する。しかしながら、図面及びその詳細な説
明は、開示されている特定の形態に本発明を限定することを意図したものではなく、反対
に、添付の請求項によって定義される本発明の精神及び範囲内にあるあらゆる修正形態、
均等物及び代替物を包含することを意図したものであることを理解されたい。
【００１８】
　関連する可能性がある頭字語のリスト
ＡＴＳ：補助終端シンボル
ＢＧ：放送ゲートウェイ
ＢＳ：基地局
ＣＰ：サイクリックプレフィクス
ＣＲＣ：巡回冗長検査
ＤＣ：直流
ＦＥＣ：順方向誤り訂正
ＦＦＴ：高速フーリエ変換
ＩＦＦＴ：逆高速フーリエ変換
ＬＤＰＣ：低密度パリティチェック
ＭＡＣ：媒体アクセス制御
ＭＦＮ：多重周波数ネットワーク
ＭＨｚ：メガヘルツ
ＯＦＤＭ：直交周波数分割多重
ＰＤＵ：プロトコルデータユニット
ＰＨ：物理レイヤ
ＰＦＤＣＨ：物理フレームデータチャネル
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ＰＰＤＣＨ：物理パーティションデータチャネル
ＰＳＤＣＨ：物理サービスデータチャネル
ＱＡＭ：直交振幅変調
ＲＳ：参照シンボル
ＳＦＮ：単一周波数ネットワーク
【００１９】
　放送ネットワークアーキテクチャ
　いくつかの実施形態では、放送ネットワークは図１Ａに示すように構成できる。図示さ
れている実施形態では、放送ネットワークは、複数の基地局１２０Ａ～Ｎ及びオペレータ
システム（Ｏｐ）１３０に連結された、放送ゲートウェイ（ＢＧ）１１０を含む。放送ゲ
ートウェイ１１０は、多様な通信媒体のうちのいずれを通して、基地局に連結してよい。
例えば一実施形態では、放送ゲートウェイはインターネットを介して、又はより一般的に
はコンピュータネットワークを介して、基地局に連結してよい。各基地局１２０は、１つ
又は複数のユーザデバイスに情報を無線送信するよう構成される。（各ユーザデバイス（
ＵＤ）は、図示されている実施形態では黒丸で表される。）ユーザデバイスのうちのいく
つかは、テレビ及びデスクトップコンピュータ等の固定型デバイスであってよい。ユーザ
デバイスのうちの他のいくつかは、タブレットコンピュータ又はラップトップコンピュー
タ等のノマド型デバイスであってよい。ユーザデバイスのうちの他のいくつかは、携帯電
話、車載デバイス、航空機搭載デバイス等の移動体デバイスであってよい。
【００２０】
　放送ネットワークのオペレータは、（例えばインターネットを介して）放送ゲートウェ
イにアクセスしてよく、ネットワーク構成又は操作情報を上記ゲートウェイに提供する。
この情報は、以下を含んでよい：
　基地局のうちの１つ又は複数に関する、ユーザデバイスの移動性の予想される分布；
　基地局のうちの１つ又は複数のセルサイズ；
　放送ネットワーク又は上記ネットワークのサブセットが、単一周波数ネットワーク（Ｓ
ＦＮ）で操作されるか又は多重周波数ネットワーク（ＭＦＮ）で操作されるかの選択；
　異なるサービス（例えばテレビコンテンツストリーム）を、異なるタイプのユーザデバ
イスに割り当てる方法の仕様；
　放送ネットワークが、対応する期間にわたって使用されない、帯域幅の部分の識別。
　放送ゲートウェイ１１０は、放送ネットワークの１つ又は複数の基地局１２０に関する
送信制御情報を、ネットワーク構成又は操作命令に基づいて決定してよい。ある所与の基
地局に関して、放送ゲートウェイは、放送されることになる無線データのフレームに関し
て、以下の属性を決定してよい：パーティションの数；パーティションのサイズ；各パー
ティションに関するＦＦＴサイズ；及び／又は各パーティションに関するサイクリックプ
レフィクス。放送ゲートウェイは、送信制御情報を基地局に送ってよく、これによって基
地局は、上記送信制御情報に従ってフレームを構成及び送信できる。他の実施形態では、
ゲートウェイ自体が、各ゲートウェイが送信することになるフレームを生成してよく、上
記フレームを基地局に送ってよい。更に他の実施形態では、ゲートウェイは、基地局に対
する、フレームの構成に関する低次命令（例えば物理レイヤ命令）を生成してよく、これ
らの命令を基地局に送ってよく、基地局は単に上記命令に基づいて、フレームを生成でき
る。
【００２１】
　ＯＦＤＭシンボル及びＦＦＴ／ＩＦＦＴサイズ
　直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）システムは典型的には、送信器において逆高速フーリ
エ変換（ＩＦＦＴ）操作を用いて、周波数領域データを送信のための時間領域に変換し、
また受信器において高速フーリエ変換（ＦＦＴ）操作を用いて、受信した時間領域値を再
び周波数領域に変換することによって、元々送信されたデータを復元する。以下の文では
、用語「ＦＦＴ」を一般に使用するものの、記載されるパラメータは、ＦＦＴ及びＩＦＦ
Ｔ操作両方に関する周波数及び時間次元に対応する。従って用語「ＦＦＴサイズ」は、Ｉ
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ＦＦＴ又はＦＦＴのサイズを表し得る。
【００２２】
　例示を目的として、本明細書では一般に、ＦS＝１２．２８８ＭＨｚの例示的なベース
サンプリングレートを使用する。これは限定を意図したものではなく、様々な実施形態又
は状況において、他のサンプリングレートも使用してよい。ある所与のサンプリングレー
トにおいて１つのサンプルに対応するベース時間単位は、ＴS＝１／ＦS秒である。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、広範な伝播条件及び異なるエンドユーザの状況に対処するた
めに、異なるＦＦＴ／ＩＦＦＴサイズ及びサイクリックプレフィクス長の範囲がサポート
される。スケジューラ等の別個のエンティティが、以下の考察に基づいて、各フレームに
関する適切な１つ又は複数のＦＦＴ／ＩＦＦＴサイズ及び１つ又は複数のサイクリックプ
レフィクス長を選択してよい。
【００２４】
　まず、意図したユーザの移動性をサポートするために必要な最小サブキャリア間隔を決
定する。移動速度が速いと、一般にドップラー偏移が大きくなり、これは周波数のより広
いサブキャリア間隔Δｆを必要とする。サブキャリア間隔は以下のように計算できる。従
って様々な実施形態において、比較的大きいＦＦＴサイズは、固定型受信デバイスのため
のデコードにより良好に適合し、比較的小さいＦＦＴサイズは、移動体受信デバイスのた
めのデコードにより良好に適合する。
【００２５】
【数１】

【００２６】
　図１Ｂに図示されている実施形態において示されるように、合計時間長ＴSymの各ＯＦ
ＤＭシンボルは、時間長ＴCPのサイクリックプレフィクスと、時間長ＴUの有用部分との
２つの部分からなる。ＯＦＤＭシンボル１０２の有用部分１０４は、ＩＦＦＴ／ＦＦＴ操
作に対応するデータの量を表す。サイクリックプレフィクス１０６は、ＯＦＤＭシンボル
の有用部分の最後のＮCP個のサンプル１０８のコピーであり、従って本質的に、ＯＦＤＭ
シンボル１０２が含むオーバヘッドを表す。
【００２７】
　ＯＦＤＭシンボルの有用部分は、ＦＦＴのサイズ（ＮFFT）に等しい数の時間サンプル
と、以下に等しい時間長とを有する：
【００２８】
【数２】

【００２９】
　サイクリックプレフィクスは、対応する時間長ＴCPを有する、指定された数（ＮCP）の
サンプルを含む。サイクリックプレフィクスは、同一のＯＦＤＭシンボルの有用部分から
（例えば終端から）コピーされたサンプル値からなり、連続する複数のＯＦＤＭシンボル
間のシンボル間干渉に対する保護を提供する。
【００３０】
　ＦＦＴ／ＩＦＦＴにおいて実際に使用されるサブキャリアの数は、サブキャリア間隔（
ＦＦＴサイズ及びサンプリング周波数の関数）と、システムの帯域幅との両方に左右され
得る。なぜなら、使用されるサブキャリアが占有する帯域幅は、（例えば隣接するチャネ
ル間のガード帯域を考慮するために）システム帯域幅より小さくなければならないためで
ある。また直流（ＤＣ）キャリアは典型的には使用されないことにも留意されたい。
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【００３１】
　表１は、例示的なＦＦＴサイズのリストを示す。無線実装形態においては、単純化のた
めに、２の整数べきであるＦＦＴサイズが好ましいものの、いくつかの実施形態では、２
の整数べきでないサイズを使用してよい。各ＯＦＤＭシンボルの有用部分に対応する時間
長（ＴU）、サブキャリア間隔（Δｆ）、７００ＭＨｚの例示的なキャリア周波数におい
て典型的に取り扱うことができる最大ドップラー速度も示されている。ここで最大ドップ
ラー速度は、サブキャリア間隔の１０％に等しいドップラー周波数偏移をもたらす受信器
の速度として定義される。（ここで使用される「１０％」は、本開示の発明に必須ではな
いことを理解されたい。実際にはこのパーセンテージは、値の範囲内のいずれの値を取っ
てよい。）この表中の値は、想定される例示的なサンプリング周波数１２．２８８ＭＨｚ
に基づくものである。従って、移動体デバイスによるデコードに適合された、特定の最大
速度までの信号は、実際には、いくつかの状況では無線電波条件等に応じて、より高い速
度でデコード可能であってよい。
【００３２】

【表１】

【００３３】
　表２は、異なる例示的なサンプリングレート１８．４３２ＭＨｚに関する同様の情報を
示す。確認できるように、ある所与のＦＦＴサイズに関して、サンプリングレート１８．
４３２ＭＨｚは、サンプリングレート１２．２８８ＭＨｚと比べて、ＯＦＤＭシンボル長
（ＴU）が短く、サブキャリア間隔（Δｆ）が広く、取り扱うことができる最大ドップラ
ー速度が高くなる。
【００３４】
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【表２】

【００３５】
　サイクリックプレフィクス長及びサイクリックプレフィクス長の選択
　ある所与のパーティションに関するサイクリックプレフィクス（ＣＰ）長は、意図され
る範囲要件を満たすように選択できる。サイクリックプレフィクスは典型的には、連続す
る複数のＯＦＤＭシンボル間のシンボル間干渉に対処するために使用される。このような
シンボル間干渉は、受信器に到着した、わずかに異なる時間遅延を有する、送信された信
号のコピーに起因するものであってよく、このようなコピーは、信号周波数ネットワーク
（ＳＦＮ）中の複数の基地局からの同一の信号の送信、及び／又は多重路伝播環境におけ
る送信された信号の反射から得られる。結果として、隣接する基地局間に有意な距離を有
するＳＦＮでは（又は場合によっては、有意な多重路散乱を有する伝播環境では）、より
長いＣＰ長が選択される。反対に、隣接する基地局が互いにより近接しているＳＦＮでは
、より短いＣＰ長を使用してよい。
【００３６】
　ＣＰ長は、（ＣＰが消費するオーバヘッドの百分率を与える）全体としてのＯＦＤＭシ
ンボル長のパーセンテージとして確認できる。しかしながら、範囲の計画のためには、（
サンプリング周波数によって画定される）サンプルにおいて測定されるＣＰ長を確認する
ことが、より有用であり得る。例えばラジオ信号は、例示的なサンプリング周波数１２．
２８８ＭＨｚに関して、１サンプルの時間中におよそ２４．４メートル伝播することにな
る。
【００３７】
　（図１Ｃに示す）表３は、各ＯＦＤＭシンボルの有用部分に対して（パーセンテージと
して）指定された様々な例示的サイクリックプレフィクス長に関する、サイクリックプレ
フィクス長（サンプルの数）及び対応する範囲（ｋｍ）を示す。ここでもまた、表中の値
は、例示的なサンプリング周波数１２．２８８ＭＨｚに基づくものである。
【００３８】
　上述のサイクリックプレフィクス長は、単なる例示として考えなければならない。特に
サイクリックプレフィクス長は、必ずしも２のべき乗（又は更に２のべき乗の倍数）に限
定されるものと考えてはならない。サイクリックプレフィクス長は、いずれの正の整数値
を有してよい。
【００３９】
　ペイロードデータに関する術語
　無線システムでは、データは一般に、一連のフレームとして送信でき、上記一連のフレ
ームは、一定の期間に対応する。図２は、例示的なフレーム構造の概観を示す。フレーム
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２０２は、実際のペイロードデータを搬送するペイロード領域２０４と、制御情報又は他
の信号送信情報を搬送できるゼロ個以上の非ペイロード領域２０６、２０８とを含む。図
２の例では、別個の非ペイロード領域２０６、２０８は、フレーム２０２の初め及び終端
において陰影付きの領域で示されている。各領域に関する相対的な時間長（水平軸）及び
シンボルの数は、この例示的な図において、正確な縮尺で示されていてもいなくてもよい
。
【００４０】
　フレームのペイロードセクションは、物理フレームデータチャネル（ＰＦＤＣＨ）と呼
ぶことができ、（制御又は他の信号送信データとは反対に）基地局が送信している実際の
ペイロードデータを搬送する。図示されている実施形態では、各フレームの時間長は１秒
である。いくつかの実施形態では、ペイロード領域（ＰＦＤＣＨ）の時間長は９９０ｍｓ
である。しかしながら、他の実施形態では、ペイロード領域及びフレームは、多様な適切
な時間長のうちのいずれを有してよい。
【００４１】
　ＯＦＤＭ無線フレーム（少なくともそのペイロード部分、ＰＦＤＣＨ）は、時間次元に
おいてＯＦＤＭシンボルに、そして周波数次元においてサブキャリアに分割される。ＯＦ
ＤＭにおけるデータ搬送性能の最も基本的な（時間‐周波数）単位は、リソース要素であ
り、これは時間次元における１つのＯＦＤＭシンボルあたり、周波数次元における１つの
サブキャリアとして定義される。各リソース要素は、１つのＱＡＭ変調シンボル（又はＱ
ＡＭコンステレーション）を搬送できる。
【００４２】
　固定型システム帯域幅のために利用可能なサブキャリアの数は、サブキャリア間隔に左
右され得、このサブキャリア間隔は、選択されたＦＦＴサイズ及びサンプリング周波数に
左右される。ＯＦＤＭシンボルの時間長は、選択されたＦＦＴサイズに左右され得、また
選択されたサイクリックプレフィクス長及びサンプリング周波数にも左右され得る。（１
フレームの長さ等の）固定された期間内に利用可能なＯＦＤＭの数は、当該期間に含まれ
る個々のＯＦＤＭシンボルの時間長に左右され得る。
【００４３】
　ＰＦＤＣＨは、１つ又は複数のパーティション又はＰＰＤＣＨ（物理パーティションデ
ータチャネル）に分割され得る。ＰＰＤＣＨは、周波数次元におけるサブキャリアのある
程度の数と、時間次元内のＯＦＤＭのシンボルのある程度の数とを測定する、長方形の論
理領域である。ＰＰＤＣＨは、システムの全周波数帯域幅、又はＰＦＤＣＨの全時間長に
わたる必要はない。これにより、いくつかの実施形態では、複数のＰＰＤＣＨを同一のＰ
ＦＤＣＨ内で時間及び／又は周波数について多重化できる。
【００４４】
　異なるＰＰＤＣＨは、異なるＦＦＴサイズ及び／又は異なるサイクリックプレフィクス
長を有してよいが、そのように制限されているわけではない。ＰＦＤＣＨを複数のＰＰＤ
ＣＨに分割するステップにより、異なるカテゴリの受信デバイスへのサービスの提供をサ
ポートできる。例えば固定型デバイスは、より大きいＦＦＴサイズ及びより近接したサブ
キャリア間隔を有するＰＰＤＣＨを介してプログラムデータを送達でき、また、より小さ
いＦＦＴサイズ及びより広いサブキャリア間隔を有する異なるＰＰＤＣＨによってプログ
ラムデータを送達できる。
【００４５】
　図３は、パーティション分割されたＰＦＤＣＨの２つの例３０２、３１０を示す。これ
らの例示的構成は、上述の例示的なフレーム長１秒及びＰＦＤＣＨ長９９０ｍｓを使用し
、これは例示的なフレームそれぞれの初めに１０ｍｓの非ペイロード領域を残す。第１の
例では、２つのＰＰＤＣＨ３０４、３０６は異なるＦＦＴサイズを使用し、それぞれノマ
ド型及び固定型ユーザの役に立つよう適合され得る。第２の例では、３つのＰＰＤＣＨ３
１２、３１４、３１６は異なるＦＦＴサイズを使用し、それぞれ移動体、ノマド型、固定
型ユーザの役に立つよう適合され得る。異なる複数のカテゴリのユーザに関する所望の送
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信範囲が同一であることが望ましい場合、全てのＰＰＤＣＨのために、サンプルにおいて
測定した場合に同一のサイクリックプレフィクス長を使用してよい。しかしながら、複数
のＰＰＤＣＨにわたって同一のサイクリックプレフィクス長を使用することを要求する制
約は存在しないため、構成されたサイクリックプレフィクス長は、あるＰＰＤＣＨから別
のＰＰＤＣＨへと変化し得、異なるＰＰＤＣＨに関して異なるサイクリックプレフィクス
長を使用することが、特定の無線供給状況に関して実際に望ましい場合がある。
【００４６】
　例えばいくつかの実施形態では、あるペイロード内の異なる複数のパーティションを用
いて、異なるタイプのコンテンツを搬送する。いくつかの実施形態では、ローカルコンテ
ンツを有するパーティションは、地域的コンテンツを有するパーティションより小さいプ
レフィクスサイズを有する。これにより、受信デバイスは、ローカルコンテンツを近隣の
デバイスに限定しながら、地域的コンテンツをより広い範囲においてデコードできるよう
になる。いくつかの実施形態では、異なる複数の基地局が、ローカルコンテンツ及び地域
的コンテンツを送信するよう構成され得る。例えば複数のローカル基地局が、単一の地域
的基地局と同様の領域をカバーしてよい。これらの実施形態では、基地局は、１つ又は複
数の事前に配設されたパーティション間の送信を抹消するよう構成してよい。例えばロー
カルコンテンツを送信するためにローカル基地局が使用するパーティションに関して、地
域的基地局は、当該パーティションに割り当てられた時間及び／又は周波数リソースを用
いた送信を控えてよい。同様に、地域的コンテンツを送信するために地域的基地局が使用
するパーティションに関して、ローカル基地局は、当該パーティションに割り当てられた
時間及び／又は周波数リソースを用いた送信を控えてよい。
【００４７】
　図３のＰＰＤＣＨは同一サイズであるが、同一フレーム内の複数のＰＰＤＣＨが同一長
のものである必要はない。実際には、異なるＰＰＤＣＨ内で異なる変調レベル及びコード
レートが使用される場合があるため、異なるＰＰＤＣＨのデータ搬送能力もまた全く異な
る場合がある。図４は、そのＰＦＤＣＨ３２０が：長さ６６０ｍｓ、ＦＦＴサイズ８Ｋの
第１のパーティション３２２；及び長さ３３０ｍｓ、ＦＦＴサイズ６４Ｋの第２のパーテ
ィション３２６を含む、フレームを示す。
【００４８】
　あるフレーム内の各ＰＰＤＣＨは、ゼロ個以上の物理サービスデータチャネル（ＰＳＤ
ＣＨ）を含んでよい。（ＰＰＤＣＨ内の物理リソースの一部又は全体は、未使用のままで
あってよいことにも留意されたい。）いくつかの実施形態では、ＰＳＤＣＨのコンテンツ
は、対応するＰＰＤＣＨ内の指定された物理リソースのセットを用いてエンコード及び送
信される。いくつかの実施形態では、各ＰＳＤＣＨは、データ搬送を目的として、１つの
伝送ブロックに対応する。伝送ブロックは、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルデー
タユニット（ＰＤＵ）に対応し、送信されることになる上層からのデータバイトのセット
を表す。
【００４９】
　いくつかの実施形態による様々なペイロード関連物理チャネル間の関係を、図５に示す
。図示されている実施形態では、各フレームは、１つの物理フレームデータチャネル（Ｐ
ＦＤＣＨ）５０２を含む。ＰＦＤＣＨ５０２は、１つ又は複数の物理パーティションデー
タチャネル（ＰＰＤＣＨ）５０４を含む。各ＰＰＤＣＨ５０４は、ゼロ個以上の物理サー
ビスデータチャネル（ＰＳＤＣＨ）５０６を含む。
【００５０】
　ＰＰＤＣＨが２つ以上のＰＳＤＣＨを含むという全体的な制約は存在しない。図６は、
２つのＰＰＤＣＨがそれぞれＰＳＤＣＨを１つだけ含む場合を示す。特に、ＰＦＤＣＨ６
０２内のＰＰＤＣＨ６０４Ａ、ＰＰＤＣＨ６０４ＢはそれぞれＰＳＤＣＨを１つだけ含み
、ＰＰＤＣＨ６０４Ｃは複数のＰＳＤＣＨを含む。（図６のＰＳＤＣＨはそれぞれ６０６
で標識される。）更に、例えば図７に示すように、ＰＦＤＣＨは単一のＰＰＤＣＨのみを
含み得ることが可能である。特にＰＦＤＣＨ６１２は、単一のＰＰＤＣＨ６１４を含む。
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ＰＰＤＣＨ６１４は、それぞれ６１６で標識された１つ又は複数のＰＳＤＣＨを含む。
【００５１】
　ペイロード構造及びマッピング
　本節では、いくつかの実施形態における、無線フレームのＰＦＤＣＨを構成する方法、
ペイロードパーティション（ＰＰＤＣＨ、物理パーティションデータチャネル）を指定す
る方法、ＰＳＤＣＨを特定の物理リソースにマッピングする方法等に関する詳細な例を提
供する。従って本節の内容は、既に紹介した概念を基にしたものである場合がある。
【００５２】
　いくつかの実施形態では、論理リソースへの仮想リソースのマッピング、及びそれに続
く物理リソースへの論理リソースのマッピングという概念を使用して、ペイロードを生成
する。
【００５３】
　ペイロードパーティションマッピング
　物理的には、ＰＦＤＣＨは時間領域における連続する多数のサンプルからなる。このサ
ンプルの数は、１フレーム内のサンプルの総数（例えば例示的なサンプリング周波数１２
．２８８ＭＨｚ及び例示的なフレーム長１秒に関しては１２２８８０００サンプル）から
、当該フレーム内のいずれの非ペイロード領域の長さ（サンプル数）を減じたものに等し
い。
【００５４】
　論理的には、ＰＦＤＣＨは、時間領域における多数のＯＦＤＭシンボルと、周波数領域
における多数のサブキャリアとからなる。ＰＦＤＣＨ内の全ＯＦＤＭシンボルの、サンプ
ル数としての長さの合計は、上で計算された、ＰＦＤＣＨに関して利用可能なサンプルの
数以下でなければならない。
【００５５】
　いくつかの実施形態では、同一のＰＰＤＣＨに属するＯＦＤＭシンボルは同一の長さを
有することになるが、異なるＰＰＤＣＨに属するＯＦＤＭシンボルは異なる長さを有して
よい。その結果、様々な実施形態において、ＰＦＤＣＨ内の全てのＯＦＤＭシンボルが必
ずしも同一の長さを有しない。
【００５６】
　同様に、周波数領域におけるサブキャリアの数は、システム帯域幅及びサブキャリア間
隔の関数である。サブキャリア間隔は、選択されたＦＦＴサイズ及びサンプリング周波数
に左右され、従って、２つのＰＰＤＣＨに関して別個のＦＦＴサイズが構成されている場
合、ＰＰＤＣＨ毎に異なり得る。
【００５７】
　様々な実施形態では、異なる複数のＰＰＤＣＨを時間及び／又は周波数に関して多重化
してよい。従って、２つの所与のＰＰＤＣＨが同一のタイムスロットを共有して周波数多
重化されてよく、また２つの所与のＰＰＤＣＨが同一の周波数リソースを共有して時間多
重化されてよく、又はこれら両方の状況がある所与のフレームに関して発生してよい。
【００５８】
　各ＰＰＤＣＨは、インデックス（例えばＰＰＤＣＨ＃０、ＰＰＤＣＨ＃１…）によって
表すことができ、これにより、特定のＰＰＤＣＨに対するＰＳＤＣＨの割り当てを容易に
することができる。
【００５９】
　ＰＰＤＣＨに配分される物理リソースは、以下の特性のセットによって指定できる：
　（１）ＦＦＴサイズ及びサイクリックプレフィクス長（いくつかの実施形態では、これ
らの特性はＰＰＤＣＨ内の各ＯＦＤＭシンボルの長さを決定する）；
　（２）時間次元においてＰＰＤＣＨに配分される物理リソース；
　（３）周波数次元においてＰＰＤＣＨに配分される物理リソース。
【００６０】
　時間次元におけるＰＰＤＣＨ物理リソースの指定
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　時間次元において、以下の量を用いて特定のＰＰＤＣＨを定義できる：
　（ａ）このＰＰＤＣＨに割り当てられたＯＦＤＭシンボルの総数；
　（ｂ）このＰＰＤＣＨに関する、ＰＦＤＣＨ内の絶対的なＯＦＤＭシンボル開始位置（
本明細書において議論される例に関しては、インデックス付けは０で開始される）。
【００６１】
　例示として、図３に示すペイロードパーティション分割を、表４に示す対応する例示的
パラメータ設定と共に考える。ここでは３つの（時間次元において）同一サイズのＰＰＤ
ＣＨが存在する。結果として、ＰＦＤＣＨはこの例において合計４４０＋２３２＋６０＝
７３２のＯＦＤＭシンボルを含む。
　ＰＰＤＣＨ＃０は、長さがそれぞれ９２１６サンプルの、０～４３９のＯＦＤＭシンボ
ルを含む。
　ＰＰＤＣＨ＃１は、長さがそれぞれ１７４０８サンプルの、４４０～６７１のＯＦＤＭ
シンボルを含む。
　ＰＰＤＣＨ＃２は、長さがそれぞれ６６５６０サンプルの、６７２～７３１のＯＦＤＭ
シンボルを含む。
【００６２】
【表３】

【００６３】
　周波数次元におけるＰＰＤＣＨ物理リソースの指定
　各ＯＦＤＭシンボル内のサブキャリアは、有用サブキャリアと非有用サブキャリアとに
分割できる。有用サブキャリアは、システム帯域幅からガード帯域を差し引き、非有用サ
ブキャリアと見做されるＤＣサブキャリアを除いた範囲に存在する。非有用サブキャリア
は、システム帯域幅からガード帯域を差し引いた範囲の外に存在する。
【００６４】
　有用サブキャリアの数は、ＦＦＴサイズ及びサンプリング周波数（これらは共にサブキ
ャリア間隔を決定する）並びにシステム帯域幅の関数であってよい。
【００６５】
　いくつかの実施形態による有用及び非有用サブキャリアに関連する更なる詳細に関して
、図８を参照する。全ＩＦＦＴ／ＦＦＴ範囲（サイズ）７０２内において、有用サブキャ
リア７０４は、システム帯域幅７０６からガード帯域を差し引き、ＤＣサブキャリア７０
８を除いた範囲に存在するサブキャリアである。非有用サブキャリア７１０は、システム
帯域幅からガード帯域を差し引いた範囲の外に存在する。
【００６６】
　あるＯＦＤＭシンボル内の全ての有用サブキャリア（リソース要素）があるＰＰＤＣＨ
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に明示的に割り当てられる必要はない。いくつかの実施形態では、各有用リソース要素は
最大１つのＰＰＤＣＨに割り当てられることに留意されたい。ＰＰＤＣＨに関連付けられ
ないいずれの有用リソース要素には、値０を割り当ててよい。非有用サブキャリア（リソ
ース要素）にも、値０を割り当ててよい。
【００６７】
　周波数次元において、以下の量を用いて特定のＰＰＤＣＨを定義できる：当該ＰＰＤＣ
Ｈに属する有用サブキャリアの数；及び当該ＰＰＤＣＨに属する第１のサブキャリアの絶
対インデックス。有用サブキャリアの数は、ＯＦＤＭシンボルあたりの全有用サブキャリ
アの総数以下である。これは、周波数次元におけるＰＰＤＣＨの実際のサイズを指定する
。ＤＣサブキャリアは有用サブキャリアとは見做されないため、ＤＣサブキャリアがある
特定のＰＰＤＣＨ内に存在する場合、いくつかの実施形態では、そのサブキャリアを、当
該ＰＰＤＣＨに属する有用サブキャリアの数には計数しない。サブキャリアは、０で始ま
り、サブキャリアの総数から１を減じた数（例えばＦＦＴサイズから１を減じた数）まで
順次増大するように、インデックス付けしてよい。従ってサブキャリア０は基本的に最低
周波数サブキャリアとなる。
【００６８】
　複数のＰＰＤＣＨは、周波数次元において隣同士で多重化できる。しかしながらいくつ
かの実施形態では、周波数次元においてＰＰＤＣＨの実際のインターリーブは存在しない
。他の実施形態では、ＰＰＤＣＨは時間及び／又は周波数次元においてインターリーブし
てよく、従って各次元において連続であってもなくてもよい。即ち周波数次元において各
ＰＰＤＣＨは連続した物理サブキャリアのセットを占有する。
【００６９】
　図９は、周波数次元において隣同士で多重化された２つのＰＰＤＣＨ８０２、８０４の
例を示す。有用サブキャリアのおよそ２／３はＰＰＤＣＨ＃０（８０２）に配分されてお
り、有用サブキャリアの残りの１／３はＰＰＤＣＨ＃１（８０４）に配分されている。表
５は、図９に示されている２つの例示的なＰＰＤＣＨ８０２、８０４に関する、周波数次
元における対応するＰＰＤＣＨパラメータを含む。この例では、両ＰＰＤＣＨは、同一の
ＦＦＴサイズ及びサイクリックプレフィクス長を使用するよう構成されている。
【００７０】
【表４】

【００７１】
　ＰＰＤＣＨ内でのＰＳＤＣＨマッピング
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　いくつかの実施形態では、ＰＳＤＣＨは、割り当てられたＰＰＤＣＨ内で仮想リソース
にマッピングされ、次に仮想リソースは同一のＰＰＤＣＨ内で論理リソースにマッピング
され、その後各ＰＰＤＣＨの論理リソースは、ＰＦＤＣＨ内の実際の物理リソースにマッ
ピングされる。このプロセスについて、以下の節で詳細に説明する。
【００７２】
　ＰＰＤＣＨのための論理リソース
　ある特定のＰＰＤＣＨを対応する物理リソースと関連付ける方法については前述した。
物理リソースがＰＰＤＣＨに属するにもかかわらず、いくつかの実施形態では、ＰＰＤＣ
Ｈの論理リソースは、周波数及び時間の両方の次元において、図１０に示すように連続し
ているものと見做すことができる。ここでＰＰＤＣＨ９０２の論理サブキャリア９０４は
、図の左側（最低周波数）において０から番号が付けられ、右に向かって順次増大する。
同様に、ＰＰＤＣＨ９０２の論理ＯＦＤＭシンボル９０６は、図の最上部（最も早い時点
）において０から番号が付けられ、時間が進むに従って（図の底部に向かって）順次増大
する。
【００７３】
　図１１は、ＰＰＤＣＨのコンテンツに関する更なる論理リソースの概念を紹介する。ス
トライプは、周波数次元において１つのサブキャリアを測定し、時間次元においてＰＰＤ
ＣＨの全時間区間（即ち全てのＯＦＤＭシンボル）にわたって動作する、リソースのセッ
トを表す。ストライプは周波数次元において副帯域へとグループ化され、周波数次元にお
ける各副帯域の副帯域幅は、ＰＰＤＣＨに関して指定されたストライプの数に等しい。各
論理副帯域は、図示されているように多数の論理ストライプからなり、図には４つの論理
副帯域１００４、１００６、１００８、１０１０が示されており、これらはそれぞれ１０
個の論理ストライプからなる。ＰＰＤＣＨの論理リソース内のある特定のストライプ１０
０２は、論理副帯域インデックス１００６と、当該論理副帯域１００６内の論理ストライ
プインデックス１００２とによって参照できる。図示されているように、論理サブキャリ
アは、左側の最低周波数サブキャリアから始まって、右に向かって移動する間に周波数が
上昇する。論理副帯域は、０から始まって周波数と共に順次増大するインデックが付けら
れてよい。
【００７４】
　いくつかの実施形態では、あるＰＰＤＣＨに割り当てられた有用サブキャリアの数は、
同一のＰＰＤＣＨに関する副帯域幅の整数倍であり、これにより各ＰＰＤＣＨは常に整数
個の副帯域を含むことになる。しかしながら、ＰＰＤＣＨ割り当ては、副帯域０で始まる
、又は副帯域Ｎ‐１で終わる必要はない。実際には、システムは帯端において副帯域を選
択的に減少させることによって、スペクトル共有を促進するか、又はそうでない場合は定
められたスペクトルマスクに対する帯域外の放出を制限できる。
【００７５】
　ＰＰＤＣＨのための仮想リソース
　いくつかの実施形態では、（多数の論理ストライプを含む）各論理副帯域に対応するの
は、同数の仮想ストライプを含む同一サイズの仮想副帯域である。各副帯域内には、ＯＦ
ＤＭシンボル毎に、論理ストライプへの仮想ストライプの１対１マッピングが存在する。
これは、仮想ストライプをシャッフルすることによって論理ストライプを得ることと概念
的に等価であると考えられる。いくつかの実施形態では、仮想副帯域は対応する論理副帯
域と同一のインデックスを有する。
【００７６】
　図１２はこの概念を、ある例を用いて示す。図示されている例では、各副帯域の幅は１
０ストライプである（ＷSB＝１０）。上部の仮想副帯域１１０２に属する１０個の仮想ス
トライプ１１０６は、底部の論理副帯域１１０４に属する１０個の論理ストライプ１１１
０への１対１のストライプマッピング１１０８を有する。ストライプマッピング１１０８
は、現在の論理ＯＦＤＭシンボルインデックス１１１２に左右されるため、論理ＯＦＤＭ
シンボル毎に異なってよい。
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　表６は、仮想‐論理ストライプマッピングの対応する例を含み、表７は、論理‐仮想ス
トライプマッピングの例を含む。ストライプマッピングは、論理ＯＦＤＭシンボルインデ
ックスの関数として変化してよく、この例では時間次元においてＰSM＝１０の周期性を有
することに留意されたい。一般性を失うが、いくつかの実施形態では、仮想ストライプ＃
０は、参照シンボル又はパイロットシンボルのために予約されていると仮定できる。表７
では、参照シンボル（即ち仮想ストライプ＃０にマッピングされるシンボル）を含む論理
ストライプは太字で強調されており、これにより、この例において参照シンボルパターン
が使用されていることを示す。この例では、参照シンボルパターンは論理ＯＦＤＭシンボ
ル５個毎に繰り返されており、データストライプマッピングパターンは、論理ＯＦＤＭシ
ンボル１０個毎に繰り返される。
【００７８】
　表６では、論理ＯＦＤＭシンボルインデックス（行インデックス）、仮想ストライプイ
ンデックス（列インデックス）を使用して、論理ＯＦＤＭシンボルインデックスと仮想ス
トライプインデックスとの特定のペアに関して、論理ストライプインデックスに対応する
表項目を決定できる。反対に表７では、論理ＯＦＤＭシンボルインデックス（行インデッ
クス）、論理ストライプインデックス（列インデックス）を使用して、論理ＯＦＤＭシン
ボルインデックスと論理ストライプインデックスとの特定のペアに関して、仮想ストライ
プインデックスに対応する表項目を決定できる。
【００７９】
【表５】

【００８０】
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【表６】

【００８１】
　従って、各ＰＰＤＣＨに関するパラメータのセットの一部として、以下の量を示すこと
ができる。
　（Ａ）周波数次元における副帯域幅（ストライプ（又はサブキャリア）を単位として）
。
　（Ｂ）時間次元におけるストライプマッピング周期性（論理ＯＦＤＭシンボルを単位と
して）。ＰＰＤＣＨ中の論理ＯＦＤＭシンボルの数は、ストライプマッピング周期性の整
数倍である必要はないことに留意されたい。
　（Ｃ）ストライプマッピング。これは、副帯域幅に等しい列数及びストライプマッピン
グ周期性と等しい行数を有する表の形態であってよい。あるいは、いくつかの実施形態で
は、以下の節で説明するような、ストライプマッピングを信号送信する更にコンパクトな
形態を用いてもよい。
【００８２】
　いくつかの実施形態では、仮想ＯＦＤＭシンボルの概念は定義されない。なぜなら仮想
ＯＦＤＭシンボルは本質的に、論理ＯＦＤＭシンボルと全く同一である（即ち仮想ＯＦＤ
Ｍシンボル＃Ｎは論理ＯＦＤＭシンボル＃Ｎと同一である）ためである。
【００８３】
　論理‐仮想ストライプマッピングの、コンパクトな信号送信
　論理‐仮想ストライプマッピングの、無線信号送信は、各ＰＰＤＣＨに関して送信する
べきストライプマッピングテーブルの潜在的なサイズにより、限定された無線リソースの
不十分な使用につながる。
【００８４】
　この節では、いくつかの実施形態において受信器で使用される、ストライプマッピング
を信号送信する更にコンパクトな形態について説明する。このコンパクトな信号送信は、
各ＰＰＤＣＨに関して、受信器において、完全な論理‐仮想ストライプマッピングテーブ
ルを構成できる。
【００８５】
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　良好な仮想‐論理ストライプマッピング（及びその逆）に関する２つの望ましい特性は
、以下の通りである：（１）ストライプマッピングは、散乱した参照シンボルを有する能
力（例えば異なる論理ＯＦＤＭシンボル内で、異なる論理ストライプに参照シンボルをマ
ッピングする能力）をサポートしなければならず；また（２）ストライプマッピングは、
参照シンボルに隣接する論理ストライプにマッピングされる仮想データストライプを変化
させて、いくつかの仮想データストライプが、他の仮想データストライプより良好なチャ
ネル推定を連続的に有することを回避しなければならない。
【００８６】
　各ＰＰＤＣＨに関するストライプマッピングアルゴリズムは、無線信号送信するために
必要な情報の量を削減できる、以下の情報を含んでよい。ストライプマッピング周期性（
ＰSM）は、既に定義されているものと同一の量であってよい。ストライプマッピング周期
性に等しい長さを有する参照シンボル論理ストライプマッピング位置（ＬRS（ｋ））のベ
クトルを決定できる。各ＯＦＤＭシンボルｋ（モジュロＰSM）に関して、これは、（参照
シンボルを含む）仮想ストライプ０がマッピングされる論理ストライプを指定できる。こ
れにより、シンボル毎に参照シンボル位置をＯＦＤＭシンボル上で変化させることができ
る。ストライプマッピング周期性と同一の長さを有するストライプ回転値のベクトルも決
定できる。各ＯＦＤＭシンボルｋ（モジュロＰSM）に関して、これは：（１）論理ストラ
イプインデックス（この量はＲVL（ｋ）として標識できる）を得るために、仮想ストライ
プ０以外の仮想ストライプ（即ち参照シンボル以外のデータを搬送する仮想ストライプ全
て）に対して；又は（２）仮想ストライプインデックス（この量はＲLV（ｋ）として標識
できる）を得るために、仮想シンボルを搬送する論理ストライプＬRS（ｋ）以外の論理ス
トライプ（即ち参照シンボル以外のデータを搬送する論理ストライプ全て）に対して、印
加されることになる「回転」を指定できる。
【００８７】
　表８は、いくつかの実施形態による、表６、表７に対応する例に関するストライプマッ
ピングを指定するためのコンパクトな形態を含む。この例に関して、ストライプマッピン
グ周期性はＰSM＝１０であり、副帯域の幅はＷSB＝１０であることに留意されたい。更に
、仮想‐論理ストリップ回転と論理‐仮想ストライプ回転との間の関係は、単に：
　ＲVL（ｋ）＋ＲLV（ｋ）＝ＷSB‐１
である。
【００８８】
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【表７】

【００８９】
　図１３は、いくつかの実施形態における、仮想‐論理ストライプ回転が作用する方法の
概念図を示す。この例は、表８からのモジュロ論理ＯＦＤＭシンボルｋ＝６に対応する。
確認できるように、仮想ストライプ０（１２０２）上の参照シンボルは、論理ストライプ
ＬRS（ｋ）＝４（１２０４）に直接マッピングされる。ＲVL（ｋ）＝８の回転（モジュロ
ＷSB＝１０）をデータ仮想ストライプ１２０６に適用した後、これらの回転されたデータ
仮想ストライプ１２０８は、利用できる論理ストライプ１２１０（即ち、既に参照シンボ
ルが占有している論理ストライプ＃４（１２０４）を除く全ての論理ストライプ）に実質
的に直接マッピングされる。
【００９０】
　図１４は、表８からの、モジュロ論理ＯＦＤＭシンボルｋ＝６に関する、対応する論理
‐仮想ストライプ回転及びマッピングを示す。ここでは、参照シンボルを搬送する論理ス
トライプ（ＬRS（ｋ）＝４（１３０２））が抽出され、仮想ストライプ＃０（１３０４）
へとマッピングされる。ＲLV（ｋ）＝１の回転（モジュロＷSB＝１０）をデータ論理スト
ライプ１３０８に適用した後、これらの回転されたデータ論理ストライプ１３１０を、デ
ータ仮想ストライプ１３１２（即ち仮想ストライプ＃１～＃９）へと直接マッピングする
。
【００９１】
　ｋは、ストライプマッピング周期性（この例ではＰSM＝１０）を法とする論理ＯＦＤＭ
シンボルインデックスを表すものとする。送信器においては、モジュロシンボルｋに関す
る参照シンボルを、仮想ストライプインデックス０から、表中で与えられている対応する
論理ストライプインデックスＬRS（ｋ）（０≦ＬRS（ｋ）≦ＷSB）へとマッピングする。
【００９２】
【数３】

【００９３】
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　受信器においては、このプロセスを反転して、モジュロシンボルｋに関する参照シンボ
ルを、表中で与えられている対応する論理ストライプインデックスＬRS（ｋ）から、仮想
ストライプインデックス０へとマッピングする。
【００９４】
【数４】

【００９５】
　送信器での仮想‐論理データストライプマッピングのために、以下の手順に従ってよい
。ＳV（ｋ，ｉ）（０＜ＳV（ｋ，ｉ）＜ＷSB）及びＳL（ｋ，ｉ）（０≦ＳL（ｋ，ｉ）＜
ＷSBかつＳL（ｋ，ｉ）≠ＬRS（ｋ））は、モジュロシンボルｋ（０≦ｋ＜ＰSM）に関し
て互いにマッピングされる仮想及び論理ストライプインデックスの対応するペアを表すも
のとする。その後、ある特定の仮想データストライプインデックスＳV（ｋ，ｉ）（０＜
ｉ＜ＷSB）に対応する論理データストライプインデックスＳL（ｋ，ｉ）を以下のように
計算できる。ここで、確実なストライプマッピングのために、ＲVL（ｋ）≠（ＬRS（ｋ）
＋ＷSB‐１）ｍｏｄ　ＷSBは、全てのｋに関してＲVL（ｋ）≠ＬRS（ｋ）であることを含
意することに留意されたい。
【００９６】
【数５】

【００９７】
　次に受信器において、ある特定の論理データストライプインデックスＳL（ｋ，ｉ）（
０≦ｉ＜ＷSB）かつｉ≠ＬRS（ｋ））を、以下に示すように計算できる。ＲVL（ｋ）≠Ｗ

SB‐ＲVL‐１は、モジュロシンボルｋに関するデータの仮想‐論理ストライプ回転を表す
。
【００９８】

【数６】
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　ｘ（ｋ）＜ＬRS（ｋ）の場合：
【数７】

【０１００】
　逆にｘ（ｋ）≧ＬRS（ｋ）の場合：
【０１０１】
【数８】

【０１０２】
　表９は、いくつかの実施形態における、ＰＦＤＣＨ内の各ＰＰＤＣＨに関して提供され
るパラメータのリストをまとめたものである。
【０１０３】
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【表８】

【０１０４】
　仮想リソースへのＰＳＤＣＨのマッピング
　いくつかの実施形態では、仮想ストライプ＃０は常に参照シンボルのために予約されて
いてよい。仮想ストライプ＃０はいずれの所望の論理ストライプにマッピングできるため
、これは一般性のいかなる喪失ももたらすものではない。
【０１０５】
　参照シンボル密度は、副帯域幅の逆数として計算できる。副帯域幅が１０である上述の
例では、参照シンボル密度は１０％である。反対に、様々な所望の参照シンボル密度のう
ちのいずれを用いて、構成される適切な副帯域幅を得ることができる。
【０１０６】
　副帯域ブロック（ｓｕｂｂａｎｄ　ｂｌｏｃｋ）は、時間次元における１つのＯＦＤＭ
シンボルによって周波数次元における１つの副帯域を測定する複数のリソース要素のセッ
トとして定義される。リソースは副帯域ブロックの単位でＰＳＤＣＨに配分してよく、こ
こで各仮想副帯域内の仮想ストライプのサブセットは、ある特定のＰＳＤＣＨに割り当て
てよい。
【０１０７】
　いくつかの実施形態では、仮想リソースは以下のパラメータによってＰＳＤＣＨに割り
当ててよい：
　このＰＳＤＣＨに配分される副帯域ブロックの総数；
　このＰＳＤＣＨに配分される第１の副帯域の副帯域インデックス；
　このＰＳＤＣＨに配分される１つの副帯域クラスタ期間（副帯域クラスタサイズ）あた
りの連続する副帯域ブロックの数。ある論理ＯＦＤＭシンボルに関する第１の副帯域は、
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１つ前の論理ＯＦＤＭシンボルに関する最後の副帯域と連続しているものと考えられる；
　このＰＳＤＣＨに関する副帯域クラスタ周期性。これは、このＰＳＤＣＨに配分される
連続する副帯域クラスタの周期性を指定する：
　このＰＳＤＣＨに関するある仮想副帯域内の、最初に配分される仮想ストライプのイン
デックス；
　このＰＳＤＣＨに関するある仮想副帯域内の、連続して配分される仮想ストライプの数
（ストライプクラスタサイズ）；
　このＰＳＤＣＨが占有する最初の論理ＯＦＤＭシンボルのインデックス；
　このＰＳＤＣＨが占有する１つの論理ＯＦＤＭシンボルクラスタあたりの連続する論理
ＯＦＤＭシンボルの数（論理ＯＦＤＭシンボルクラスタサイズ）；
　このＰＳＤＣＨに関する論理ＯＦＤＭシンボルクラスタ周期性。
【０１０８】
　あるＰＳＤＣＨに配分されるリソース要素の総数は、配分される副帯域ブロックの総数
と、ある仮想副帯域内において配分される連続する仮想ストライプの数との積によって得
ることができることに留意されたい。
【０１０９】
　図１５は、あるＰＰＤＣＨ内において仮想リソースのセットへとあるＰＳＤＣＨをマッ
ピングするために上述のパラメータを使用する方法を示す。表１０は、図１５に示す例示
的なＰＳＤＣＨマッピングに対応するパラメータを含む。この例では、このＰＳＤＣＨに
配分されるリソース要素の総数は１６（配分される副帯域ブロックの総数）と４（ある仮
想副帯域内において配分される連続する仮想ストライプの数）との積であり、６４である
。この図では、どの副帯域がどの副帯域クラスタに属するのかを示すために、全てではな
いがほとんどの副帯域クラスタが包含されている。
【０１１０】
【表９】

【０１１１】
　あるＰＳＤＣＨに関するある仮想リソースマッピングにおいて、リソース要素への変調
シンボルのマッピングは、最初に占有される論理ＯＦＤＭシンボルの、最初に配分される
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副帯域ブロックの、最初に配分される仮想ストライプから開始され、そして各副帯域ブロ
ック内の仮想ストライプ、次に同一の論理ＯＦＤＭシンボル内の副帯域ブロック、最後に
論理ＯＦＤＭシンボルへと進むように実施できる。
【０１１２】
　上述の例では、変調シンボルは、仮想副帯域１の仮想ストライプ６／７／８／９及び論
理ＯＦＤＭシンボル４に、次に仮想副帯域２の仮想ストライプ６／７／８／９及び論理Ｏ
ＦＤＭシンボル４に、次に仮想副帯域０の仮想ストライプ６／７／８／９及びＯＦＤＭシ
ンボル５に、次に仮想副帯域１の仮想ストライプ６／７／８／９及びＯＦＤＭシンボル５
に、そしてこれ以降同様に、配分された副帯域ブロックの総数が処理されるまで、マッピ
ングされることになる。
【０１１３】
　受信器に供給されるフレームコンテンツ記述
　受信器によるペイロードコンテンツの処理及びデコードを促進するために、エンコード
、ＦＦＴサイズ等に関する情報を含む、各フレームのペイロードコンテンツのフォーマッ
ト設定に関する情報を、受信器に供給する必要がある。このフォーマット設定情報を受信
器へと通信するために使用できる、多様な方法が存在する。例えばペイロードコンテンツ
記述は、図２に示す非ペイロード領域のうちの１つの中の各フレーム内で信号送信してよ
い。あるいはペイロードコンテンツ構造が、フレーム毎よりもゆっくりと変化する場合、
ペイロードコンテンツ記述を必要に応じて信号送信してよい。
【０１１４】
　一般に、受信器には以下の項目の記述を供給しなければならない：
　フレーム内の別個のＰＰＤＣＨの数
　各ＰＰＤＣＨに関して：
　　当該ＰＰＤＣＨに配分される物理リソース。これは、当該ＰＰＤＣＨに配分されるＯ
ＦＤＭシンボルの数、及び当該ＰＰＤＣＨにどの特定のシンボルが配分されるかを含んで
よい；
　　ＦＦＴサイズ；
　　サイクリックプレフィクス長
　フレーム内のＰＳＤＣＨの数
　各ＰＳＤＣＨに関して：
　　当該ＰＳＤＣＨに関連するサービス（このサービスは、ある特定のＰＳＤＣＨが属す
るデータストリームフローとして考えることができる。例えばある特定のテレビプログラ
ムを、ある特定のサービスであると考えてよい）；
　　当該ＰＳＤＣＨに配分される物理リソース；
　　当該ＰＳＤＣＨのために使用される変調；
　　伝送ブロックサイズ（バイト）
【０１１５】
　表１１、１２、１３は、受信器に供給されることになるパラメータフィールドのより詳
細な記述を提供する。各フレームに、１つのＰＦＤＣＨ記述子（表１１）を供給してよい
。フレームに含まれる各ＰＰＤＣＨに、１つのＰＰＤＣＨ記述子（表１２）を供給してよ
い。フレームに含まれる各ＰＳＤＣＨに、１つのＰＳＤＣＨ記述子（表１３）を供給して
よい。
【０１１６】
【表１０】

【０１１７】
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【表１２】

【０１１９】
　図１６は、様々な記述子を受信器に通信できる方法の一例を示す。この例では、１フレ
ームあたり単一のＰＦＤＣＨ記述子１５０２がまず発生し、その直後に連結された複数の
ＰＰＤＣＨ記述子１５０４全て（この例示的なフレームはｎ＋１個のＰＰＤＣＨを含む）
が続き、更に、連結された複数のＰＳＤＣＨ記述子１５０４全て（この例示的なフレーム
では、ＰＰＤＣＨ＃０はｐ＋１個のＰＳＤＣＨを有し、ＰＰＤＣＨ＃ｎはｑ＋１個のＰＳ
ＤＣＨを有する）が続く。
【０１２０】
　必要な場合、図１６に示されている記述子の順序を再配列してよい。例えばある特定の
ＰＰＤＣＨに関連するＰＳＤＣＨ記述子は、連結された複数のＰＰＤＣＨ記述子のグルー
プの後で全てが連結される代わりに、当該ＰＰＤＣＨに関する記述子の直後に続いてもよ
い。
【０１２１】
　ある一連の実施形態では、フレームを構成して送信するための方法１７００は、図１７
に示されている動作を含んでよい。（方法１７００は、上述の特徴、要素、実施形態のい
ずれのサブセットも含んでよい。）本方法は基地局（又はアクセスポイント）によって実
装できる。
【０１２２】
　１７１０では、基地局のデジタル回路構成が、無線データのフレームに関するペイロー
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ド領域を（例えば放送ゲートウェイから）受信するか又は生成してよい。図示されている
実施形態では、上記ペイロード領域は、それぞれ複数の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）
シンボルを含む複数のパーティションを含む。図示されている実施形態では、異なるパー
ティションはそれぞれ、各パーティション中のＯＦＤＭシンボルに関して異なる周波数変
換サイズを有する。
【０１２３】
　１７２０では、基地局の送信器が、上記ペイロード領域を含む無線データのフレームを
、無線チャネルを介して送信してよい。
【０１２４】
　いくつかの実施形態では、これらの操作は、例えば既に様々に説明されているように、
フレームの非ペイロード領域にパーティション情報（これは信号送信情報と呼ばれる場合
もある）を埋め込むステップも含む。パーティション情報は、各パーティションに関する
ＦＦＴサイズ及び／又はサイクリックプレフィクスサイズを示してよい。他の実施形態で
は、信号送信情報はいずれの場所に、例えば１つ前のフレームに、埋め込んでよい。
【０１２５】
　いくつかの実施形態では、異なるパーティションは異なるサイクリックプレフィクスサ
イズを有する（例えば異なるパーティション中の異なるパーセンテージのＯＦＤＭシンボ
ルを、サイクリックプレフィクスとして使用できる）。いくつかの実施形態では、複数の
パーティションを用いて異なるコンテンツ、例えばローカルｖｓ．地域的プログラミング
を搬送できる。
【０１２６】
　いくつかの実施形態では、各パーティションは、（参照シンボル等の）対応するオーバ
ヘッドリソース要素のセットを含む。これらの実施形態では、上述の操作は、フレーム内
のオーバヘッドリソース要素を予約した後で、１つ又は複数のサービスデータストリーム
から各パーティションへ、シンボルデータをスケジューリングするステップも含んでよい
。
【０１２７】
　異なるパーティションは異なるＦＦＴサイズの値を有してよく、従って異なるサブキャ
リア間隔の値を有してよい。（上で議論したように、いずれの所与のパーティションに関
するサブキャリア間隔は、当該パーティションに関するＦＦＴサイズに対するサンプリン
グレートの比である。）結果として、異なるパーティションは異なる量のドップラー許容
誤差（即ちユーザデバイスの移動によるドップラー偏移に対する許容誤差）を有すること
になる。例えばこれらのパーティションのうちの第１のものは、移動体デバイスへの送信
のために標的化してよく、その一方で上記パーティションのうちの第２のものは、固定型
デバイスへの送信のために標的化される。従って第１のパーティションに対応するＦＦＴ
サイズは、第２のパーティションに対応するＦＦＴサイズより小さくなるよう構成される
。これにより第１のパーティションは、より大きいサブキャリア間隔を有することができ
、従って移動体デバイスの移動によるサブキャリアの周波数偏移に対するより大きい許容
誤差を有することができる。
【０１２８】
　更に、異なるパーティションは異なるサイクリックプレフィクスサイズ（又はガード区
間の期間）を有してよく、従って異なる量の遅延広がりを許容できる。例えば上記パーテ
ィションのうちの第１のものは、大きな遅延広がりを有すると予想されるユーザデバイス
の第１のセットへの送信のために標的化してよく、その一方で上記パーティションのうち
の第２のものは、より小さい遅延広がりを有すると予想されるユーザデバイスの第２のセ
ットへの送信のために標的化される。これにより、いくつかの実施形態では、第１のパー
ティションに関するサイクリックプレフィクスサイズは、第２のパーティションに関する
サイクリックプレフィクスサイズよりも大きくなるよう構成される。
【０１２９】
　ある所与のユーザデバイスは、無線受信器を用いて、送信されたフレームを受信でき、
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上記ユーザデバイスが割り当てられたパーティションからＯＦＤＭシンボルを抽出できる
。ＯＦＤＭシンボルをデコードしてデジタル情報信号を得て、次にこれらをユーザに対し
て表示するか、又はその他の方法で出力する。（基地局は、各ユーザデバイス又は各タイ
プのユーザデバイスに、上記ユーザデバイスが割り当てられるパーティションを信号送信
してよい。基地局はまた、各パーティションにおいて搬送されるサービスのタイプも信号
送信してよい。）
【０１３０】
　従っていくつかの実施形態では、移動体デバイスは、無線ラジオ、１つ又は複数のアン
テナ、１つ又は複数のプロセッサを含んでよい。いくつかの実施形態では、移動体デバイ
スは、無線ラジオを用いて、複数のパーティション及びパーティションデータを含む無線
データのフレームを受信するよう構成される。いくつかの実施形態では、上記複数のパー
ティションはそれぞれ、複数の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルを含み、異なる
パーティションはそれぞれ、異なる周波数変換サイズ（例えば異なるＦＦＴサイズ）を有
する。いくつかの実施形態では、パーティションデータは、各パーティションに関する周
波数変換サイズを示す。いくつかの実施形態では、移動体デバイスは、パーティションデ
ータに基づいて、上記複数のパーティションのうちの１つ又は複数を選択し、上記選択さ
れた１つ又は複数のパーティションをデコードして、上記選択された１つ又は複数のパー
ティション中で上記ＯＦＤＭシンボルが表すデータを決定するよう構成される。
【０１３１】
　いくつかの実施形態では、移動体デバイスは、移動体デバイスの現在の速度に基づいて
、上記１つ又は複数のパーティションを選択してよい。例えば移動体デバイスは、移動体
デバイスが閾値速度を超えて移動している（又は閾値速度を超えて移動していると予想さ
れる、最近閾値速度を超えて移動した、等）場合に、より小さいＦＦＴサイズを有するパ
ーティションを選択してよい。いくつかの実施形態では、移動体デバイスは、ユーザ入力
、例えばローカルコンテンツを視聴するか地域的コンテンツを視聴するかに基づいて、パ
ーティションを選択してよい。いくつかの実施形態では、移動体デバイスは、放送用基地
局からの命令に基づいてパーティションを選択してよい。
【０１３２】
　上記選択された１つ又は複数のパーティションは、本明細書において様々に説明されて
いるように、１つ又は複数のサービスデータストリームを含んでよい。パーティションが
２つ以上のサービスデータストリームを含む場合、ユーザデバイスは、上記ユーザデバイ
スがアクセスを許可された上記サービスデータストリームのうちの１つ又は複数から、Ｏ
ＦＤＭシンボルを抽出してよい。基地局は、ユーザデバイスに対して、上記ユーザデバイ
スがどのサービスデータストリームにアクセスを許可されているかを、例えば放送ゲート
ウェイによって供給される許可制御情報に基づいて、信号送信してよい。
【０１３３】
　ＤＶＢとの差異
　デジタルビデオ放送‐第２世代地上ＤＶＢ‐Ｔ２は、混合型スーパフレーム（ＳＦ）構
造を実現できる機構として、ＦｕｔｕｒｅＥｘｔｅｎｓｉｏｎＦｒａｍｅ（ＦＥＦ）を含
む。ＤＶＢによると、上記混合型スーパフレームは、同一のネットワークに、同一の周波
数帯域内で、それぞれ最適化された波形を有する固定型及び移動体ＴＶサービスの両方を
送信させることができる（即ちＴ２及びＦＦＴフレームの時間セグメント化された送信）
。
【０１３４】
　後方互換性を保持するために、ＤＶＢ‐Ｔ２は、ＦＥＦの導入を可能とするために、以
下に列挙された複数の制約を課す：
　ＦＥＦに対するＴ２フレームの比は固定され、ＳＦ内で反復される；
　ＳＦはＴ２フレームで開始され、またＦＥＦで終了するべきである；
　２つの連続するＦＥＦを有することはできない。
【０１３５】
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　本開示はこのような制約を課さない。例えば：
　いくつかの実施形態では、各モードにおける各構成、即ちＦＦＴサイズ、ＣＰ期間及び
ペイロード範囲に基づいて、ＦＦＴモード（及び各パーティション）間で配分された伝送
リソースの比を統計的に決定する；
　いくつかの実施形態では、フレームの始点又は終点において挿入されるＦＦＴモードに
対する制約は存在しない；
　いくつかの実施形態では、ＦＦＴモードは、統計多重化された構成を満たすために必要
なものとして、連続的に繰り返される。
【０１３６】
　本開示は更に、周波数領域においてパーティションを分割する、即ち各パーティション
を制限することによってサブキャリアのセットを分割する選択肢を可能とする。これは、
ＤＶＢにおいては容易に対処できない性能である。
【０１３７】
　単一のＤＶＢフレーム内で異なる複数のＦＦＴモードをマージするための努力は、従来
の受信器との後方互換性を損なう、プリアンブル構造の変更を必要とする。Ｐ１プリアン
ブル領域を分割するために制限を行うという、ＤＶＢにおいてフレームを多重化する方法
を仮定しても、時間ダイバーシティは一切増大しない。ＦｕｔｕｒｅＥｘｔｅｎｓｉｏｎ
Ｆｒａｍｅに対するＴ２の比に対して課される制約により、このＤＶＢ多重化構成の有用
性は、何らかの操作を加えたいくつかの使用条件の限定的なセットに限定される。
【０１３８】
　本明細書に記載の様々な実施形態のいずれは、例えばコンピュータ実装型の方法として
、コンピュータ可読メモリ媒体として、コンピュータシステムとして等の様々な形態のい
ずれにおいて実現できる。システムは、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）等の１つ若し
くは複数の専用設計のハードウェアデバイスによって、フィールドプログラマブルゲート
アレイ（ＦＰＧＡ）等の１つ若しくは複数のプログラマブルハードウェア要素によって、
記憶されているプログラム命令を実行する１つ若しくは複数のプロセッサによって、又は
以上のいずれの組み合わせによって、実現できる。
【０１３９】
　いくつかの実施形態では、非一時的コンピュータ可読メモリ媒体は、プログラム命令及
び／又はデータを記憶するよう構成してよく、このプログラム命令は、コンピュータシス
テムによって実行された場合に、上記コンピュータシステムに、例えば本明細書に記載の
方法実施形態のうちのいずれか、又は本明細書に記載の方法実施形態のうちのいずれかの
組み合わせ、又は本明細書に記載の方法実施形態のうちのいずれかのいずれのサブセット
、又はこのようなサブセットのいずれの組み合わせである、方法を実施させる。
【０１４０】
　いくつかの実施形態では、コンピュータシステムは、プロセッサ（又はプロセッサのセ
ット）及びメモリ媒体を含むよう構成してよく、メモリ媒体はプログラム命令を記憶し、
ここでプロセッサは、メモリ媒体からプログラム命令を読み出して実行するよう構成され
、プログラム命令は、本明細書に記載の様々な方法実施形態のうちのいずれか（又は本明
細書に記載の方法実施形態のうちのいずれかの組み合わせ、又は本明細書に記載の方法実
施形態のうちのいずれかのいずれのサブセット、又はこのようなサブセットのいずれの組
み合わせ）を実装するために実行可能である。このコンピュータシステムは、様々な形態
のいずれにおいて実現できる。例えばこのコンピュータシステムは、（その様々な実現形
態のいずれにおける）パーソナルコンピュータ、ワークステーション、カード上のコンピ
ュータ、ボックス内の特定用途向けコンピュータ、サーバコンピュータ、クライアントコ
ンピュータ、ハンドヘルドデバイス、移動体デバイス、ウェアラブルコンピュータ、感知
デバイス、テレビ、ビデオ取得デバイス、生体埋め込み型コンピュータ等であってよい。
コンピュータシステムは、１つ又は複数のディスプレイデバイスを含んでよい。本明細書
で開示されている様々な計算結果のいずれは、ディスプレイデバイスによって表示してよ
く、又はそうでない場合はユーザインタフェースデバイスを介した出力として提示してよ
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い。
【０１４１】
　以上の実施形態に関してかなり詳細に説明してきたが、以上の開示を十分に理解すれば
、当業者には多数の変形及び修正が明らかとなるだろう。以下の請求項は、このような変
形及び修正の全てを包含するよう解釈されることを意図したものである。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１Ｃ】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】

【手続補正書】
【提出日】平成28年9月27日(2016.9.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ラジオ；
　１つ又は複数のアンテナ；及び
　１つ又は複数のプロセッサ
を備える、移動体デバイスであって、
　前記移動体デバイスは：
　前記無線ラジオを用いて：
　　複数の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルをそれぞれ含む、複数のパーティシ
ョンであって、異なる前記パーティションはそれぞれ、特定の最大速度までの移動体デバ
イスでデコードするためにそれぞれ適合された異なる周波数変換サイズを有する、複数の
パーティション；及び
　　各前記パーティションに関する周波数変換サイズを示す、パーティションデータ
を含む、無線データのフレームを受信し；
　前記パーティションデータ及び前記移動体デバイスの現在の速度に基づいて、前記複数
のパーティションのうちの１つ又は複数を選択し、ここで前記移動体デバイスは、前記移
動体デバイスが対応する前記最大速度を超える速度で移動していると予想される場合に、
より小さい周波数変換サイズを有するパーティションを選択し；並びに
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　選択された１つ又は複数の前記パーティションをデコードして、前記選択された１つ又
は複数のパーティション中で前記ＯＦＤＭシンボルが表すデータを決定する
よう構成される、移動体デバイス。
【請求項２】
　前記移動体デバイスは、第１の放送領域のためのローカルコンテンツを選択するか、又
は第２のより広い放送領域のための地域的コンテンツを選択するかを示す１つ又は複数の
パラメータに基づいて、前記複数のパーティションのうちの前記１つ又は複数を選択する
よう構成される、請求項１に記載の移動体デバイス。
【請求項３】
　異なる前記パーティションそれぞれの中の前記ＯＦＤＭシンボルは、時間次元において
異なる時間長を有する、請求項１に記載の移動体デバイス。
【請求項４】
　前記パーティションは、時間次元又は周波数次元のうちの少なくとも一方において分割
される、請求項１に記載の移動体デバイス。
【請求項５】
　前記異なる周波数変換サイズは、異なる高速フーリエ変換（ＦＦＴ）サイズに対応する
、請求項１に記載の移動体デバイス。
【請求項６】
　前記無線データの前記フレームは、放送ラジオフレームである、請求項１に記載の移動
体デバイス。
【請求項７】
　前記複数のパーティションのうちの前記選択された１つ又は複数のパーティションの中
の前記ＯＦＤＭシンボルは、ビデオコンテンツを表す、請求項１に記載の移動体デバイス
。
【請求項８】
　異なる前記パーティションはそれぞれ、異なるサイクリックプレフィクス長を有する、
請求項１に記載の移動体デバイス。
【請求項９】
　放送無線データのフレームを受信するステップであって、前記放送無線データの前記フ
レームは：
　　複数の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルをそれぞれ含む、複数のパーティシ
ョンであって、異なる前記パーティションはそれぞれ、特定の最大速度までの移動体デバ
イスでデコードするためにそれぞれ適合された異なる周波数変換サイズを有する、複数の
パーティション；及び
　　各前記パーティションに関する周波数変換サイズを示す、パーティションデータ
を含む、ステップ；
　前記パーティションデータ及び前記移動体デバイスの現在の速度に基づいて、前記複数
のパーティションのうちの１つ又は複数を選択するステップであって、前記移動体デバイ
スは、前記移動体デバイスが対応する前記最大速度を超える速度で移動していると予想さ
れる場合に、より小さい周波数変換サイズを有するパーティションを選択する、ステップ
；並びに
　選択された１つ又は複数の前記パーティションをデコードして、前記選択された１つ又
は複数のパーティション中で前記ＯＦＤＭシンボルが表すデータを決定するステップ
を含む操作を実施するために前記移動体デバイスが実行できる命令が記憶された、非一時
的コンピュータ可読媒体。
【請求項１０】
　前記パーティションは、時間次元及び／又は周波数次元において分割される、請求項９
に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
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