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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ドップラーシフトによる長いパケットの時間変
動をなくすために、トラベリングパイロットをチャネル
推定のために使用するシステムおよび方法を提供する。
【解決手段】シンボルを介したトラベリングパイロット
信号の送信のためのトーンを選択する為、シンボルは、
異なるグループ５０２ａ、５０２ｂ、および５０２ｃに
分割される。各グループは、複数の隣接および／または
連続シンボルを含み、シンボルは、グループごとに等し
いまたはほぼ等しい数のシンボルを有するようにグルー
プに割り振られ、グループのシンボル中でパイロット信
号を送信するために選択されたトーンは、各グループ中
に周波数トーンの均等またはほぼ均等な分布があるよう
に選択される。次いで、グループのシンボルを受信する
ワイヤレスデバイスは、チャネル推定のために、グルー
プのトーン上で送信されたパイロット信号を利用する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のシンボルの間でパイロット信号がその上で送信されるべきである複数のトーンを
分割するように構成されたプロセッサ、ここにおいて、各シンボルが、前記複数のトーン
のすべてよりも少ないトーンを含み、前記複数のシンボルが前記複数のトーンの少なくと
もサブセットを含む、と、
　所与のシンボルの間に、前記所与のシンボル中に含まれる前記トーン上でパイロット信
号を送信するように構成された送信機、ここにおいて、前記パイロット信号がそれを介し
て送信される前記トーンがシンボルごとに変更される、と、
を備えるワイヤレス通信装置。
【請求項２】
　前記複数のトーンの前記サブセットが前記トーンの半分を備える、請求項１に記載のワ
イヤレス通信装置。
【請求項３】
　前記トーンの前記半分が偶数番号のトーンまたは奇数番号のトーンのいずれかを備える
、請求項２に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項４】
　前記複数のシンボルが前記複数のトーンのすべてを含む、請求項１に記載のワイヤレス
通信装置。
【請求項５】
　前記プロセッサが、前記複数のシンボルを複数のグループに分割するようにさらに構成
された、請求項４に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項６】
　前記送信機が、前記複数のグループの第１のグループの前記シンボルの間に前記パイロ
ット信号を送信するようにさらに構成され、前記複数のグループの前記第１のグループに
基づいてチャネル推定が実行される、請求項５に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項７】
　前記複数のシンボルのうちのシンボルのうちの１つが前記複数のシンボル中で繰り返さ
れる、請求項４に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項８】
　前記送信機が、前記複数のシンボルを連続的にラウンドロビン方式で送信するようにさ
らに構成された、請求項４に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項９】
　前記トーンが、以下の基準、すなわち、トーン間のシンボル内距離を最大にすることと
、トーン間のシンボル間距離を最大にすることとのうちの少なくとも１つに基づいて前記
シンボルの間で分割される、請求項４に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項１０】
　ワイヤレスネットワークにおいて通信する方法であって、前記方法は、
　複数のシンボルの間でパイロット信号がその上で送信されるべきである複数のトーンを
分割すること、ここにおいて、各シンボルが、前記複数のトーンのすべてよりも少ないト
ーンを含み、前記複数のシンボルが前記複数のトーンの少なくともサブセットを含む、と
、
　所与のシンボルの間に、前記所与のシンボル中に含まれる前記トーン上でパイロット信
号を送信すること、ここにおいて、前記パイロット信号がそれを介して送信される前記ト
ーンがシンボルごとに変更される、と、
を備える、方法。
【請求項１１】
　前記複数のトーンの前記サブセットが前記トーンの半分を備える、請求項１０に記載の
方法。
【請求項１２】
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　前記トーンの前記半分が偶数番号のトーンまたは奇数番号のトーンのいずれかを備える
、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記複数のシンボルが前記複数のトーンのすべてを含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記複数のシンボルを複数のグループに分割することをさらに備える、請求項１３に記
載の方法。
【請求項１５】
　前記複数のグループの第１のグループの前記シンボルの間に前記パイロット信号を送信
することをさらに備え、前記複数のグループの前記第１のグループに基づいてチャネル推
定が実行される、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記複数のシンボルのうちのシンボルのうちの１つが前記複数のシンボル中で繰り返さ
れる、請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記複数のシンボルを連続的にラウンドロビン方式で送信することをさらに備える、請
求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
　前記トーンが、以下の基準、すなわち、トーン間のシンボル内距離を最大にすることと
、トーン間のシンボル間距離を最大にすることとのうちの少なくとも１つに基づいて前記
シンボルの間で分割される、請求項１３に記載の方法。
【請求項１９】
　複数のシンボルの間でパイロット信号がその上で送信されるべきである複数のトーンを
分割するための手段、ここにおいて、各シンボルが、前記複数のトーンのすべてよりも少
ないトーンを含み、前記複数のシンボルが前記複数のトーンの少なくともサブセットを含
む、と、
　所与のシンボルの間に、前記所与のシンボル中に含まれる前記トーン上でパイロット信
号を送信するための手段、ここにおいて、前記パイロット信号がそれを介して送信される
前記トーンがシンボルごとに変更される、と、
を備えるワイヤレス通信装置。
【請求項２０】
　前記複数のトーンの前記サブセットが前記トーンの半分を備える、請求項１９に記載の
ワイヤレス通信装置。
【請求項２１】
　前記トーンの前記半分が偶数番号のトーンまたは奇数番号のトーンのいずれかを備える
、請求項２０に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項２２】
　前記複数のシンボルが前記複数のトーンのすべてを含む、請求項１９に記載のワイヤレ
ス通信装置。
【請求項２３】
　分割するための前記手段が、前記複数のシンボルを複数のグループに分割するようにさ
らに構成された、請求項２２に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項２４】
　送信するための前記手段が、前記複数のグループの第１のグループの前記シンボルの間
に前記パイロット信号を送信するようにさらに構成され、前記複数のグループの前記第１
のグループに基づいてチャネル推定が実行される、請求項２３に記載のワイヤレス通信装
置。
【請求項２５】
　前記複数のシンボルのうちのシンボルのうちの１つが前記複数のシンボル中で繰り返さ
れる、請求項２２に記載のワイヤレス通信装置。
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【請求項２６】
　送信するための前記手段が、前記複数のシンボルを連続的にラウンドロビン方式で送信
するようにさらに構成された、請求項２２に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項２７】
　前記トーンが、以下の基準、すなわち、トーン間のシンボル内距離を最大にすることと
、トーン間のシンボル間距離を最大にすることとのうちの少なくとも１つに基づいて前記
シンボルの間で分割される、請求項２２に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項２８】
　複数のシンボルの間でパイロット信号がその上で送信されるべきである複数のトーンを
分割するためのコード、ここにおいて、各シンボルが、前記複数のトーンのすべてよりも
少ないトーンを含み、前記複数のシンボルが前記複数のトーンの少なくともサブセットを
含む、と、
　所与のシンボルの間に、前記所与のシンボル中に含まれる前記トーン上でパイロット信
号を送信するためのコード、ここにおいて、前記パイロット信号がそれを介して送信され
る前記トーンがシンボルごとに変更される、と、
を備えるコンピュータ可読媒体
を備える、コンピュータプログラム製品。
【請求項２９】
　前記複数のトーンの前記サブセットが前記トーンの半分を備える、請求項２８に記載の
コンピュータプログラム製品。
【請求項３０】
　前記トーンの前記半分が偶数番号のトーンまたは奇数番号のトーンのいずれかを備える
、請求項２９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項３１】
　前記複数のシンボルが前記複数のトーンのすべてを含む、請求項２８に記載のコンピュ
ータプログラム製品。
【請求項３２】
　前記コンピュータ可読媒体が、前記複数のシンボルを複数のグループに分割するための
コードをさらに備える、請求項３１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項３３】
　前記コンピュータ可読媒体が、前記複数のグループの第１のグループの前記シンボルの
間に前記パイロット信号を送信するためのコードをさらに備え、前記複数のグループの前
記第１のグループに基づいてチャネル推定が実行される、請求項３２に記載のコンピュー
タプログラム製品。
【請求項３４】
　前記複数のシンボルのうちのシンボルのうちの１つが前記複数のシンボル中で繰り返さ
れる、請求項３１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項３５】
　前記コンピュータ可読媒体が、前記複数のシンボルを連続的にラウンドロビン方式で送
信するためのコードをさらに備える、請求項３１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項３６】
　前記トーンが、以下の基準、すなわち、トーン間のシンボル内距離を最大にすることと
、トーン間のシンボル間距離を最大にすることとのうちの少なくとも１つに基づいて前記
シンボルの間で分割される、請求項３１に記載のコンピュータプログラム製品。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　[0001]本出願は、本出願の譲受人に譲渡され、その全体が参照により本明細書に組み込
まれる、２０１２年４月５日に出願された「SYSTEMS AND METHODS FOR TRANSMITTING PIL
OT TONES」と題する仮米国出願第６１／６２０，８６５号の優先権を主張する。本出願は
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、本出願の譲受人に譲渡され、その全体が参照により本明細書に組み込まれる、２０１２
年７月９日に出願された「SYSTEMS AND METHODS FOR TRANSMITTING PILOT TONES」と題す
る仮米国出願第６１／６６９，４９６号の優先権をさらに主張する。本出願は、本出願の
譲受人に譲渡され、その全体が参照により本明細書に組み込まれる、２０１２年９月１１
日に出願された「SYSTEMS AND METHODS FOR TRANSMITTING PILOT TONES」と題する仮米国
出願第６１／６９９，７７７号の優先権をさらに主張する。本出願は、本出願の譲受人に
譲渡され、その全体が参照により本明細書に組み込まれる、２０１２年１０月２６日に出
願された「SYSTEMS AND METHODS FOR TRANSMITTING PILOT TONES」と題する仮米国出願第
６１／７１９，３１６号の優先権をさらに主張する。
【技術分野】
【０００２】
　[0002]本出願は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、パイロットトーンを送
信するためのシステム、方法、およびデバイスに関する。本明細書のいくつかの態様は、
より良いチャネル推定のためにパイロットがシンボルごとにそれを介して送信されるトー
ンをシフトすることに関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]多くの電気通信システムでは、通信ネットワークは、いくつかの対話している空
間的に分離されたデバイスの間でメッセージを交換するために使用される。ネットワーク
は、たとえば、メトロポリタンエリア、ローカルエリア、またはパーソナルエリアであり
得る地理的範囲に従って分類され得る。そのようなネットワークはそれぞれ、ワイドエリ
アネットワーク（ＷＡＮ）、メトロポリタンエリアネットワーク（ＭＡＮ）、ローカルエ
リアネットワーク（ＬＡＮ）、またはパーソナルエリアネットワーク（ＰＡＮ）に指定さ
れるであろう。ネットワークはまた、様々なネットワークノードとデバイスとを相互接続
するために使用されるスイッチング／ルーティング技法（たとえば、回線交換対パケット
交換）、送信のために採用される物理媒体のタイプ（たとえば、ワイヤード対ワイヤレス
）、および使用される通信プロトコルのセット（たとえば、インターネットプロトコルス
イート、ＳＯＮＥＴ（同期光ネットワーキング：Synchronous Optical Networking）、イ
ーサネット（登録商標）など）によって異なる。
【０００４】
　[0004]ワイヤレスネットワークは、しばしば、ネットワーク要素がモバイルであり、し
たがって動的接続性の必要を有するときに、またはネットワークアーキテクチャが、固定
ではなくアドホックなトポロジーで形成される場合に好適である。ワイヤレスネットワー
クは、無線、マイクロ波、赤外線、光などの周波数帯域中の電磁波を使用して、非誘導伝
搬モードで無形物理媒体を採用する。ワイヤレスネットワークは、固定ワイヤードネット
ワークと比較して、ユーザモビリティと迅速なフィールド展開とを有利な形で可能にする
。
【０００５】
　[0005]ワイヤレスネットワーク中のデバイスは、互いの間で情報を送信／受信し得る。
その情報は、いくつかの態様ではデータユニットと呼ばれることがある、パケットを備え
得る。パケットは、ネットワークを介してパケットをルーティングすること、パケット中
のデータを識別すること、パケットを処理することなどを行うのに役立つオーバーヘッド
情報（たとえば、ヘッダ情報、パケットプロパティなど）、ならびに、パケットのペイロ
ード中で搬送され得るようなデータ、たとえばユーザデータ、マルチメディアコンテンツ
などを含み得る。
【発明の概要】
【０００６】
　[0006]本発明のシステム、方法、およびデバイスはそれぞれいくつかの態様を有し、そ
れらのうちの単一の態様が単独で本発明の望ましい属性を担当するとは限らない。次に、
以下の特許請求の範囲によって表される本発明の範囲を限定することなしに、いくつかの
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特徴について手短に説明する。この説明を考察すれば、特に「発明を実施するための形態
」と題するセクションを読めば、本発明の特徴が、ドップラー（Doppler）を考慮するチ
ャネル推定を含む利点をどのように提供するかが理解されよう。
【０００７】
　[0007]本開示の一態様は、複数のシンボルの間でパイロット信号がその上で送信される
べきである複数のトーンを分割するように構成されたプロセッサ、ここにおいて、各シン
ボルが、複数のトーンのすべてよりも少ないトーンを含み、複数のシンボルが複数のトー
ンの少なくともサブセットを含む、と、所与のシンボルの間に、所与のシンボル中に含ま
れるトーン上でパイロット信号を送信するように構成された送信機、ここにおいて、パイ
ロット信号がそれを介して送信されるトーンがシンボルごとに変更される、と、を備える
ワイヤレス通信装置を提供する。
【０００８】
　[0008]本開示の別の態様は、ワイヤレスネットワークにおいて通信する方法を提供する
。本方法は、複数のシンボルの間でパイロット信号がその上で送信されるべきである複数
のトーンを分割すること、ここにおいて、各シンボルが、複数のトーンのすべてよりも少
ないトーンを含み、複数のシンボルが複数のトーンの少なくともサブセットを含む、と、
所与のシンボルの間に、所与のシンボル中に含まれるトーン上でパイロット信号を送信す
ること、ここにおいて、パイロット信号がそれを介して送信されるトーンがシンボルごと
に変更される、と、を備える。
【０００９】
　[0009]本開示のまた別の態様は、複数のシンボルの間でパイロット信号がその上で送信
されるべきである複数のトーンを分割するための手段、ここにおいて、各シンボルが、複
数のトーンのすべてよりも少ないトーンを含み、複数のシンボルが複数のトーンの少なく
ともサブセットを含む、と、所与のシンボルの間に、所与のシンボル中に含まれるトーン
上でパイロット信号を送信するための手段、ここにおいて、パイロット信号がそれを介し
て送信されるトーンがシンボルごとに変更される、と、を備えるワイヤレス通信装置を提
供する。
【００１０】
　[0010]本開示の別の態様は、コンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製
品を提供する。コンピュータ可読媒体は、複数のシンボルの間でパイロット信号がその上
で送信されるべきである複数のトーンを分割するためのコード、ここにおいて、各シンボ
ルが、複数のトーンのすべてよりも少ないトーンを含み、複数のシンボルが複数のトーン
の少なくともサブセットを含む、と、所与のシンボルの間に、所与のシンボル中に含まれ
るトーン上でパイロット信号を送信するためのコード、ここにおいて、パイロット信号が
それを介して送信されるトーンがシンボルごとに変更される、と、を備える。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】[0011]本開示の態様が採用され得るワイヤレス通信システムの一例を示す図。
【図２】[0012]図１のワイヤレス通信システム内で採用され得る例示的なワイヤレスデバ
イスの機能ブロック図。
【図３】[0013]ワイヤレス通信を送信するために図２のワイヤレスデバイスにおいて利用
され得る例示的な構成要素の機能ブロック図。
【図４】[0014]ワイヤレス通信を受信するために図２のワイヤレスデバイスにおいて利用
され得る例示的な構成要素の機能ブロック図。
【図５】[0015]１ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット信
号を割り当てる一例を示す表。
【図５Ａ】[0016]１ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット
信号を割り当てる別の例を示す表。
【図５Ｂ】[0017]１ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット
信号を割り当てる別の例を示す表。
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【図５Ｃ】[0018]１ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット
信号を割り当てる別の例を示す表。
【図５Ｄ】[0019]１ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット
信号を割り当てる別の例を示す表。
【図５Ｅ】[0020]１ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット
信号を割り当てる別の例を示す表。
【図５Ｆ】[0021]１ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット
信号を割り当てる別の例を示す表。
【図６】[0022]２ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット信
号を割り当てる一例を示す表。
【図６Ａ】[0023]２ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット
信号を割り当てる別の例を示す表。
【図６Ｂ】[0024]２ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット
信号を割り当てる別の例を示す表。
【図６Ｃ】[0025]２ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット
信号を割り当てる別の例を示す表。
【図６Ｄ】[0026]２ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット
信号を割り当てる別の例を示す表。
【図６Ｅ】[0027]２ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット
信号を割り当てる別の例を示す表。
【図６Ｆ】[0028]２ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット
信号を割り当てる別の例を示す表。
【図７】[0029]４ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット信
号を割り当てる一例を示す表。
【図７Ａ】[0030]４ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット
信号を割り当てる別の例を示す表。
【図７Ｂ】[0031]４ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット
信号を割り当てる別の例を示す表。
【図７Ｃ】[0032]４ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット
信号を割り当てる別の例を示す表。
【図７Ｄ】[0033]４ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット
信号を割り当てる別の例を示す表。
【図７Ｅ】[0034]４ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット
信号を割り当てる別の例を示す表。
【図８】[0035]８ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット信
号を割り当てる一例を示す表。
【図８Ａ】[0036]８ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット
信号を割り当てる別の例を示す表。
【図８Ｂ】[0037]８ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット
信号を割り当てる別の例を示す表。
【図８Ｃ】[0038]８ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット
信号を割り当てる別の例を示す表。
【図８Ｄ】[0039]８ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット
信号を割り当てる別の例を示す表。
【図８Ｅ】[0040]８ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット
信号を割り当てる別の例を示す表。
【図８Ｆ】[0041]８ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット
信号を割り当てる別の例を示す表。
【図８Ｇ】[0042]８ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット
信号を割り当てる別の例を示す表。
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【図８Ｈ】[0043]８ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット
信号を割り当てる別の例を示す表。
【図８Ｉ】[0044]８ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット
信号を割り当てる別の例を示す表。
【図８Ｊ】[0045]８ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット
信号を割り当てる別の例を示す表。
【図９】[0046]１６ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット
信号を割り当てる一例を示す表。
【図９Ａ】[0047]１６ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロッ
ト信号を割り当てる別の例を示す表。
【図９Ｂ】[0048]１６ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロッ
ト信号を割り当てる別の例を示す表。
【図９Ｃ】[0049]１６ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロッ
ト信号を割り当てる別の例を示す表。
【図１０】パイロットトーンを送信するための例示的な方法のフローチャート。
【図１１】[0050]パイロットトーンを受信するための例示的な方法のフローチャート。
【図１２】[0051]ワイヤレス通信システム１００内で採用され得る別の例示的なワイヤレ
スデバイス１２００の機能ブロック図。
【図１３】[0052]ワイヤレス通信システム１００内で採用され得るまた別の例示的なワイ
ヤレスデバイス１３００の機能ブロック図。
【図１４】[0053]ワイヤレスネットワークにおいて通信する例示的な方法のフローチャー
ト。
【図１５】[0054]ワイヤレス通信システム１００内で採用され得るまた別の例示的なワイ
ヤレスデバイス１５００の機能ブロック図。
【詳細な説明】
【００１２】
　[0055]添付の図面を参照しながら新規のシステム、装置、および方法の様々な態様につ
いて以下でより十分に説明する。ただし、本開示の教示は、多くの異なる形態で実施され
得るものであり、本開示全体にわたって提示する任意の特定の構造または機能に限定され
るものと解釈すべきではない。むしろ、これらの態様は、本開示が周到で完全になり、本
開示の範囲を当業者に十分に伝えるように与えるものである。本明細書の教示に基づいて
、本開示の範囲は、本発明の他の態様とは無関係に実装されるにせよ、本開示の他の態様
と組み合わせて実装されるにせよ、本明細書で開示する新規のシステム、装置、および方
法のいかなる態様をもカバーするものであることを、当業者なら諒解されたい。たとえば
、本明細書に記載の態様をいくつ使用しても、装置は実装され得、または方法は実施され
得る。さらに、本発明の範囲は、本明細書に記載の本発明の様々な態様に加えてまたはそ
れらの態様以外に、他の構造、機能、または構造および機能を使用して実施されるそのよ
うな装置または方法をカバーするものとする。本明細書で開示する任意の態様が請求項の
１つまたは複数の要素によって実施され得ることを理解されたい。
【００１３】
　[0056]本明細書では特定の態様について説明するが、これらの態様の多くの変形および
置換は本開示の範囲内に入る。好適な態様のいくつかの利益および利点について説明する
が、本開示の範囲は特定の利益、使用、または目的に限定されるものではない。むしろ、
本開示の態様は、様々なワイヤレス技術、システム構成、ネットワーク、および伝送プロ
トコルに広く適用可能であるものとし、それらのいくつかを例として、図および好適な態
様についての以下の説明において示す。発明を実施するための形態および図面は、本開示
を限定するものではなく説明するものにすぎず、本開示の範囲は添付の特許請求の範囲お
よびそれの均等物によって定義される。
【００１４】
　[0057]ワイヤレスネットワーク技術は、様々なタイプのワイヤレスローカルエリアネッ
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トワーク（ＷＬＡＮ）を含み得る。ＷＬＡＮは、広く使用されるネットワーキングプロト
コルを採用して、近接デバイスを互いに相互接続するために使用され得る。本明細書で説
明する様々な態様は、ＷｉＦｉ（登録商標）、またはより一般的には、ワイヤレスプロト
コルのＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの任意のメンバーなど、任意の通信規格に適用さ
れ得る。たとえば、本明細書で説明する様々な態様は、サブ１ＧＨｚ帯域を使用する、Ｉ
ＥＥＥ８０２．１１ａｈプロトコルの一部として使用され得る。
【００１５】
　[0058]いくつかの態様では、サブギガヘルツ帯域中のワイヤレス信号は、直交周波数分
割多重（ＯＦＤＭ）、直接シーケンススペクトル拡散（ＤＳＳＳ：direct-sequence spre
ad spectrum）通信、ＯＦＤＭとＤＳＳＳ通信との組合せ、または他の方式を使用して、
８０２．１１ａｈプロトコルに従って送信され得る。８０２．１１ａｈプロトコルの実装
形態は、センサー、メータリング、およびスマートグリッドネットワークのために使用さ
れ得る。有利には、８０２．１１ａｈプロトコルを実装するいくつかのデバイスの態様は
、他のワイヤレスプロトコルを実装するデバイスよりも少ない電力を消費し得、および／
または比較的長い距離、たとえば約１キロメートル以上にわたってワイヤレス信号を送信
するために使用され得る。
【００１６】
　[0059]いくつかの実装形態では、ＷＬＡＮは、ワイヤレスネットワークにアクセスする
構成要素である様々なデバイスを含む。たとえば、２つのタイプのデバイス、すなわちア
クセスポイント（「ＡＰ」）および（局または「ＳＴＡ」とも呼ばれる）クライアントが
存在し得る。概して、ＡＰはＷＬＡＮのためのハブまたは基地局として働き、ＳＴＡはＷ
ＬＡＮのユーザとして働く。たとえば、ＳＴＡはラップトップコンピュータ、携帯情報端
末（ＰＤＡ）、モバイル電話などであり得る。一例では、ＳＴＡは、インターネットまた
は他のワイドエリアネットワークへの一般的接続性を取得するためにＷｉＦｉ（たとえば
、８０２．１１ａｈなどのＩＥＥＥ８０２．１１プロトコル）準拠ワイヤレスリンクを介
してＡＰに接続する。いくつかの実装形態では、ＳＴＡはＡＰとして使用されることもあ
る。
【００１７】
　[0060]アクセスポイント（「ＡＰ」）はまた、ノードＢ、無線ネットワークコントロー
ラ（「ＲＮＣ」）、ｅノードＢ、基地局コントローラ（「ＢＳＣ」）、送受信基地局（「
ＢＴＳ」）、基地局（「ＢＳ」）、トランシーバ機能（「ＴＦ」）、無線ルータ、無線ト
ランシーバ、または何らかの他の用語を備えるか、それらのいずれかとして実装されるか
、あるいはそれらのいずれかとして知られていることがある。
【００１８】
　[0061]また、局「ＳＴＡ」は、アクセス端末（「ＡＴ」）、加入者局、加入者ユニット
、移動局、リモート局、リモート端末、ユーザ端末、ユーザエージェント、ユーザデバイ
ス、ユーザ機器、または何らかの他の用語を備えるか、それらのいずれかとして実装され
るか、あるいはそれらのいずれかとして知られていることがある。いくつかの実装形態で
は、アクセス端末は、セルラー電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル（ＳＩ
Ｐ）電話、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレ
ス接続機能を有するハンドヘルドデバイス、またはワイヤレスモデムに接続された何らか
の他の好適な処理デバイスを備え得る。したがって、本明細書で教示する１つまたは複数
の態様は、電話（たとえば、セルラーフォンまたはスマートフォン）、コンピュータ（た
とえば、ラップトップ）、ポータブル通信デバイス、ヘッドセット、ポータブルコンピュ
ーティングデバイス（たとえば、個人情報端末）、エンターテインメントデバイス（たと
えば、音楽またはビデオデバイス、あるいは衛星ラジオ）、ゲームデバイスまたはシステ
ム、全地球測位システムデバイス、あるいはワイヤレス媒体を介して通信するように構成
された他の好適なデバイスに組み込まれ得る。
【００１９】
　[0062]上記で説明したように、本明細書で説明するデバイスのいくつかは、たとえば、
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８０２．１１ａｈ規格を実装し得る。そのようなデバイスは、ＳＴＡとして使用されるに
せよ、ＡＰとして使用されるにせよ、他のデバイスとして使用されるにせよ、スマートメ
ータリングのためにまたはスマートグリッドネットワークにおいて使用され得る。そのよ
うなデバイスは、センサーアプリケーションを与えるか、またはホームオートメーション
において使用され得る。デバイスは、代わりにまたは追加として、たとえばパーソナルヘ
ルスケアのためにヘルスケアコンテキストにおいて使用され得る。それらのデバイスはま
た、（たとえばホットスポットとともに使用する）拡張された範囲のインターネット接続
性を可能にするために、またはマシンツーマシン通信を実装するために、監視のために使
用され得る。
【００２０】
　[0063]本明細書で説明するデバイスのうちのいくつかは、さらに、多入力多出力（ＭＩ
ＭＯ）技術を実装し、８０２．１１ａｈ規格の一部として実装され得る。ＭＩＭＯシステ
ムは、データ伝送のために複数（ＮT）個の送信アンテナと複数（ＮR）個の受信アンテナ
とを採用する。ＮT個の送信アンテナとＮR個の受信アンテナとによって形成されるＭＩＭ
Ｏチャネルは、空間チャネルとも呼ばれるＮS個の独立チャネルに分解され得、ここで、
ＮS≦ｍｉｎ｛ＮT，ＮR｝である。ＮS個の独立チャネルの各々は、１つの次元に対応する
。複数の送信アンテナおよび受信アンテナによって生成された追加の次元数が利用された
場合、ＭＩＭＯシステムは改善された性能（たとえば、より高いスループットおよび／ま
たはより大きい信頼性）を与えることができる。
【００２１】
　[0064]図１に、本開示の態様が採用され得るワイヤレス通信システム１００の一例を示
す。ワイヤレス通信システム１００は、ワイヤレス規格、たとえば８０２．１１ａｈ規格
に従って動作し得る。ワイヤレス通信システム１００は、ＳＴＡ１０６と通信するＡＰ１
０４を含み得る。
【００２２】
　[0065]様々なプロセスおよび方法は、ＡＰ１０４とＳＴＡ１０６との間の、ワイヤレス
通信システム１００における送信のために使用され得る。たとえば、信号は、ＯＦＤＭ／
ＯＦＤＭＡ技法に従って、ＡＰ１０４とＳＴＡ１０６との間で送信および受信され得る。
この場合、ワイヤレス通信システム１００はＯＦＤＭ／ＯＦＤＭＡシステムと呼ばれるこ
とがある。代替的に、信号は、ＣＤＭＡ技法に従って、ＡＰ１０４とＳＴＡ１０６との間
で送信および受信され得る。この場合、ワイヤレス通信システム１００はＣＤＭＡシステ
ムと呼ばれることがある。
【００２３】
　[0066]ＡＰ１０４からＳＴＡ１０６のうちの１つまたは複数への送信を可能にする通信
リンクはダウンリンク（ＤＬ）１０８と呼ばれることがあり、ＳＴＡ１０６のうちの１つ
または複数からＡＰ１０４への送信を可能にする通信リンクはアップリンク（ＵＬ）１１
０と呼ばれることがある。代替的に、ダウンリンク１０８は順方向リンクまたは順方向チ
ャネルと呼ばれることがあり、アップリンク１１０は逆方向リンクまたは逆方向チャネル
と呼ばれることがある。
【００２４】
　[0067]ＡＰ１０４は、基地局として働き、基本サービスエリア（ＢＳＡ）１０２におい
てワイヤレス通信カバレージを与え得る。ＡＰ１０４は、ＡＰ１０４に関連し、また通信
のためにＡＰ１０４を使用するＳＴＡ１０６とともに、基本サービスセット（ＢＳＳ）と
呼ばれることがある。ワイヤレス通信システム１００は、中央ＡＰ１０４を有しないこと
があり、むしろ、ＳＴＡ１０６間のピアツーピアネットワークとして機能し得ることに留
意されたい。したがって、本明細書で説明するＡＰ１０４の機能は、ＳＴＡ１０６のうち
の１つまたは複数によって代替的に実行され得る。
【００２５】
　[0068]図２に、ワイヤレス通信システム１００内で採用され得るワイヤレスデバイス２
０２において利用され得る様々な構成要素を示す。ワイヤレスデバイス２０２は、本明細
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書で説明する様々な方法を実装するように構成され得るデバイスの一例である。たとえば
、ワイヤレスデバイス２０２は、ＡＰ１０４を備えるかまたはＳＴＡ１０６のうちの１つ
を備え得る。
【００２６】
　[0069]ワイヤレスデバイス２０２は、ワイヤレスデバイス２０２の動作を制御するプロ
セッサ２０４を含み得る。プロセッサ２０４は中央処理ユニット（ＣＰＵ）と呼ばれるこ
ともある。読取り専用メモリ（ＲＯＭ）とランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）の両方を含
み得るメモリ２０６は、命令とデータとをプロセッサ２０４に与える。メモリ２０６の一
部分は不揮発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ）をも含み得る。プロセッサ２０４
は、一般に、メモリ２０６内に記憶されたプログラム命令に基づいて論理演算と算術演算
とを実行する。メモリ２０６中の命令は、本明細書で説明する方法を実装するように実行
可能であり得る。
【００２７】
　[0070]プロセッサ２０４は、１つまたは複数のプロセッサとともに実装された処理シス
テムを備えるか、またはそれの構成要素であり得る。１つまたは複数のプロセッサは、汎
用マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、フ
ィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プログラマブル論理デバイス（ＰＬ
Ｄ）、コントローラ、状態機械、ゲート論理、個別ハードウェア構成要素、専用ハードウ
ェア有限状態機械、あるいは情報の計算または他の操作を実行することができる任意の他
の好適なエンティティの任意の組合せを用いて実装され得る。
【００２８】
　[0071]処理システムは、ソフトウェアを記憶するための機械可読媒体をも含み得る。ソ
フトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハード
ウェア記述言語などの名称にかかわらず、任意のタイプの命令を意味すると広く解釈され
たい。命令は、（たとえば、ソースコード形式、バイナリコード形式、実行可能コード形
式、または任意の他の好適なコード形式の）コードを含み得る。命令は、１つまたは複数
のプロセッサによって実行されたとき、本明細書で説明する様々な機能を処理システムに
実行させる。
【００２９】
　[0072]ワイヤレスデバイス２０２はまた、ワイヤレスデバイス２０２と遠隔ロケーショ
ンとの間のデータの送信および受信を可能にするために送信機２１０と受信機２１２とを
含み得るハウジング２０８を含み得る。送信機２１０と受信機２１２とは組み合わされて
トランシーバ２１４になり得る。アンテナ２１６は、ハウジング２０８に取り付けられ、
トランシーバ２１４に電気的に結合され得る。ワイヤレスデバイス２０２は、複数の送信
機、複数の受信機、複数のトランシーバ、および／または複数のアンテナをも含み得る（
図示せず）。
【００３０】
　[0073]ワイヤレスデバイス２０２は、トランシーバ２１４によって受信された信号のレ
ベルを検出し、定量化するために使用され得る、信号検出器２１８をも含み得る。信号検
出器２１８は、そのような信号を、総エネルギー、シンボルごとのサブキャリア当たりの
エネルギー、電力スペクトル密度、および他の信号として検出し得る。ワイヤレスデバイ
ス２０２は、信号を処理する際に使用するデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）２２０をも
含み得る。ＤＳＰ２２０は、送信のためのデータユニットを生成するように構成され得る
。いくつかの態様では、データユニットは物理レイヤデータユニット（ＰＰＤＵ：physic
al layer data unit）を備え得る。いくつかの態様では、ＰＰＤＵはパケットと呼ばれる
。
【００３１】
　[0074]ワイヤレスデバイス２０２は、いくつかの態様では、ユーザインターフェース２
２２をさらに備え得る。ユーザインターフェース２２２は、キーパッド、マイクロフォン
、スピーカー、および／またはディスプレイを備え得る。ユーザインターフェース２２２
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は、ワイヤレスデバイス２０２のユーザに情報を伝達し、および／またはユーザからの入
力を受信する、任意の要素または構成要素を含み得る。
【００３２】
　[0075]ワイヤレスデバイス２０２の様々な構成要素は、バスシステム２２６によって互
いに結合され得る。バスシステム２２６は、たとえば、データバスを含み得、ならびに、
データバスに加えて、電力バス、制御信号バス、およびステータス信号バスを含み得る。
ワイヤレスデバイス２０２の構成要素が、何らかの他の機構を使用して、互いに結合され
るかあるいは互いに入力を受け付けるかまたは与え得ることを当業者なら諒解されよう。
【００３３】
　[0076]図２には、いくつかの別個の構成要素が示されているが、構成要素のうちの１つ
または複数が組み合わせられ得るかまたは共通に実装され得ることを当業者は認識されよ
う。たとえば、プロセッサ２０４は、プロセッサ２０４に関して上記で説明した機能を実
装するためだけでなく、信号検出器２１８および／またはＤＳＰ２２０に関して上記で説
明した機能を実装するためにも使用され得る。さらに、図２に示す構成要素の各々は、複
数の別個の要素を使用して実装され得る。
【００３４】
　[0077]上記で説明したように、ワイヤレスデバイス２０２は、ＡＰ１０４またはＳＴＡ
１０６を備え得、通信を送信および／または受信するために使用され得る。図３に、ワイ
ヤレス通信を送信するためにワイヤレスデバイス２０２において利用され得る様々な構成
要素を示す。図３に示す構成要素は、たとえば、ＯＦＤＭ通信を送信するために、使用さ
れ得る。いくつかの態様では、以下でさらに詳細に説明するように、図３に示す構成要素
は、トラベリングパイロットトーンを送信するために使用される。参照しやすいように、
図３に示す構成要素で構成されたワイヤレスデバイス２０２を、以下ではワイヤレスデバ
イス２０２ａと呼ぶ。
【００３５】
　[0078]ワイヤレスデバイス２０２ａは、送信のためにビットを変調するように構成され
た変調器３０２を備え得る。たとえば、変調器３０２は、たとえばコンスタレーションに
従ってビットを複数のシンボルにマッピングすることによって、プロセッサ２０４または
ユーザインターフェース２２２から受信されたビットから複数のシンボルを判断し得る。
それらのビットは、ユーザデータまたは制御情報に対応し得る。いくつかの態様では、そ
れらのビットはコードワードにおいて受信される。一態様では、変調器３０２は、ＱＡＭ
（直交振幅変調）変調器、たとえば１６ＱＡＭ変調器または６４ＱＡＭ変調器を備える。
他の態様では、変調器３０２は、２位相シフトキーイング（ＢＰＳＫ）変調器または４位
相シフトキーイング（ＱＰＳＫ）変調器を備える。
【００３６】
　[0079]ワイヤレスデバイス２０２ａは、変調器３０２からのシンボルまたはさもなけれ
ば変調されたビットを時間領域に変換するように構成された変換モジュール３０４をさら
に備え得る。図３では、変換モジュール３０４は、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）モジ
ュールによって実装されるものとして示されている。いくつかの実装形態では、異なるサ
イズのデータのユニットを変換する複数の変換モジュール（図示せず）があり得る。
【００３７】
　[0080]図３では、変調器３０２と変換モジュール３０４は、ＤＳＰ２２０中で実装され
るものとして示されている。しかしながら、いくつかの態様では、変調器３０２と変換モ
ジュール３０４の一方または両方が、プロセッサ２０４中でまたはワイヤレスデバイス２
０２の別の要素中で実装される。
【００３８】
　[0081]上記で説明したように、ＤＳＰ２２０は、送信のためのパイロットトーンを生成
するように構成され得る。
【００３９】
　[0082]図３の説明に戻ると、ワイヤレスデバイス２０２ａは、変換モジュールの出力を
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アナログ信号に変換するように構成されたデジタルアナログ変換器３０６をさらに備え得
る。たとえば、変換モジュール３０６の時間領域出力は、デジタルアナログ変換器３０６
によってベースバンドＯＦＤＭ信号に変換され得る。デジタルアナログ変換器３０６は、
プロセッサ２０４中でまたはワイヤレスデバイス２０２の別の要素中で実装され得る。い
くつかの態様では、デジタルアナログ変換器３０６は、トランシーバ２１４中でまたはデ
ータ送信プロセッサ中で実装される。
【００４０】
　[0083]アナログ信号は送信機２１０によってワイヤレス送信され得る。アナログ信号は
、送信機２１０によって送信される前に、たとえばフィルタ処理されることによってある
いは中間またはキャリア周波数にアップコンバートされることによって、さらに処理され
得る。図３に示す態様では、送信機２１０は送信増幅器３０８を含む。送信されるより前
に、アナログ信号は送信増幅器３０８によって増幅され得る。いくつかの態様では、増幅
器３０８は低雑音増幅器（ＬＮＡ）を備える。
【００４１】
　[0084]送信機２１０は、アナログ信号に基づいてワイヤレス信号中でパイロットトーン
など、１つまたは複数のパケットまたはデータユニットを送信するように構成される。そ
れらのデータユニットは、プロセッサ２０４および／またはＤＳＰ２２０を使用して、た
とえば上記で説明したように変調器３０２および変換モジュール３０４を使用して、生成
され得る。
【００４２】
　[0085]図４に、ワイヤレス通信を受信するためにワイヤレスデバイス２０２において利
用され得る様々な構成要素を示す。図４に示す構成要素は、たとえば、ＯＦＤＭ通信を受
信するために、使用され得る。いくつかの態様では、図４に示す構成要素は、以下でさら
に詳細に説明するように、パイロットトーンを受信するために使用される。たとえば、図
４に示す構成要素は、図３に関して上記で説明した構成要素によって送信されたパイロッ
トトーンを受信するために使用され得る。参照しやすいように、図４に示す構成要素で構
成されたワイヤレスデバイス２０２を、以下ではワイヤレスデバイス２０２ｂと呼ぶ。
【００４３】
　[0086]受信機２１２は、ワイヤレス信号中でパイロットトーンなど、１つまたは複数の
パケット、またはデータユニットを受信するように構成される。
【００４４】
　[0087]図４に示す態様では、受信機２１２は受信増幅器４０１を含む。受信増幅器４０
１は、受信機２１２によって受信されたワイヤレス信号を増幅するように構成され得る。
いくつかの態様では、受信機２１２は、自動利得制御（ＡＧＣ：automatic gain control
）プロシージャを使用して受信増幅器４０１の利得を調整するように構成される。いくつ
かの態様では、自動利得制御は、１つまたは複数の受信パイロットトーン中の情報を使用
する。当業者は、ＡＧＣを実行するための方法を理解されよう。いくつかの態様では、増
幅器４０１はＬＮＡを備える。
【００４５】
　[0088]ワイヤレスデバイス２０２ｂは、受信機２１２からの増幅されたワイヤレス信号
をそれのデジタル表現に変換するように構成されたアナログデジタル変換器４０２を備え
得る。増幅されることに加えて、ワイヤレス信号は、デジタルアナログ変換器４０２によ
って変換される前に、たとえばフィルタ処理されることによってあるいは中間またはベー
スバンド周波数にダウンコンバートされることによって、処理され得る。アナログデジタ
ル変換器４０２は、プロセッサ２０４中でまたはワイヤレスデバイス２０２の別の要素中
で実装され得る。いくつかの態様では、アナログデジタル変換器４０２は、トランシーバ
２１４中でまたはデータ受信プロセッサ中で実装される。
【００４６】
　[0089]ワイヤレスデバイス２０２ｂは、ワイヤレス信号の表現を周波数スペクトルに変
換するように構成された変換モジュール４０４をさらに備え得る。図４では、変換モジュ
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ール４０４は、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）モジュールによって実装されるものとして示
されている。いくつかの態様では、変換モジュールは、それが使用する各点についてシン
ボルを識別し得る。
【００４７】
　[0090]ワイヤレスデバイス２０２ｂは、パイロットトーンがそれを介して受信されるチ
ャネルの推定値を形成することと、チャネル推定値に基づいてチャネルのいくつかの影響
を除去することとを行うように構成された、チャネル推定器および等化器４０５をさらに
備え得る。たとえば、チャネル推定器４０５は、パイロットトーンがそれを介して受信さ
れるチャネル中のドップラー効果を近似し、そのような効果を考慮するように構成され得
る。たとえば、当業者によって理解されるように、受信パイロットトーンに基づいてＡＧ
Ｃおよび／または位相シフトが実行され得る。
【００４８】
　[0091]いくつかの態様では、チャネル推定器および等化器４０５は１つまたは複数の受
信パイロットトーン中の情報を使用する。当業者は、チャネル推定値を形成するための方
法を理解されよう。
【００４９】
　[0092]ワイヤレスデバイス２０２ｂは、等化されたデータを復調するように構成された
復調器４０６をさらに備え得る。たとえば、復調器４０６は、たとえばコンスタレーショ
ンにおけるビットとシンボルとのマッピングを逆転させることによって、変換モジュール
４０４とチャネル推定器および等化器４０５とによって出力されたシンボルから複数のビ
ットを判断し得る。それらのビットは、プロセッサ２０４によって処理または評価され得
るか、あるいはユーザインターフェース２２２に情報を表示するかまたはさもなければ出
力するために使用され得る。このようにして、データおよび／または情報が復号され得る
。いくつかの態様では、それらのビットはコードワードに対応する。一態様では、復調器
４０６は、ＱＡＭ（直交振幅変調）復調器、たとえば１６ＱＡＭ復調器または６４ＱＡＭ
復調器を備える。他の態様では、復調器４０６は、２位相シフトキーイング（ＢＰＳＫ）
復調器または４位相シフトキーイング（ＱＰＳＫ）復調器を備える。
【００５０】
　[0093]図４では、変換モジュール４０４と、チャネル推定器および等化器４０５と、復
調器４０６とは、ＤＳＰ２２０中で実装されるものとして示されている。しかしながら、
いくつかの態様では、変換モジュール４０４と、チャネル推定器および等化器４０５と、
復調器４０６とのうちの１つまたは複数が、プロセッサ２０４中でまたはワイヤレスデバ
イス２０２の別の要素中で実装される。
【００５１】
　[0094]上記で説明したように、受信機２１２において受信されたワイヤレス信号は、１
つまたは複数のパイロットトーンを備える。上記で説明した機能または構成要素を使用し
て、それの中のデータパイロットトーンは、復号または評価されるか、あるいはさもなけ
れば評価または処理され得る。
【００５２】
　[0095]ＯＦＤＭでは、情報は、使用されている周波数帯域の直交サブキャリアの数を使
用して通信される。使用されるサブキャリアの数は、使用のための利用可能な周波数帯域
と、帯域幅と、関連する規制制約とを含む様々な考慮事項に依存し得る。各変調されたサ
ブキャリアは、送信されるべきＯＦＤＭ信号を作成するためのＩＦＦＴモジュールへの入
力であるので、使用されるサブキャリアの数はＦＦＴモジュールのサイズに相関する。し
たがって、いくつかの実装形態では、より大きいＦＦＴサイズ（たとえば、６４、１２８
、２５６、５１２）は、より多くのサブキャリアを使用してデータを送信することに対応
して、より大きい帯域幅を達成することを望まれ得る。他の実装形態では、より小さいＦ
ＦＴサイズは、狭い帯域幅中でデータを送信するために使用され得る。サブキャリアの数
、したがって、ＦＦＴサイズは、いくつかの帯域幅制限をもつ規制領域に準拠するように
選定され得る。たとえば、ＦＦＴサイズ３２は、いくつかの実装形態の場合に（たとえば
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、ダウンクロックされた実装形態の場合に）与えられ、８０２．１１ａｈの場合に使用す
るために与えられ得る。したがって、ワイヤレスデバイス２０２ａは、それぞれ、使用さ
れることが指定されたサブキャリアの数に準拠するようにサイズが異なる、ＦＦＴまたは
ＩＦＦＴモジュールとして実装されるいくつかの変換モジュール３０４を含み得る。
【００５３】
　[0096]ＯＦＤＭを使用する通信の一部として、ワイヤレスデバイス２０２ａはワイヤレ
スデバイス２０２ｂに１つまたは複数のパイロット信号を送信し得る。これらのパイロッ
ト信号を受信するワイヤレスデバイス２０２ｂは、チャネル状態（たとえば、各サブキャ
リアについての等化器利得および位相シフト）の測定のためにパイロット信号を利用し得
る。これらのパイロット信号はまた、ドップラーシフトによって引き起こされるキャリア
間干渉を回避するためになど、周波数同期のために使用され得る。パイロット信号は、通
信のために利用可能な周波数帯域の１つまたは複数のサブキャリア（「トーン」とも呼ば
れる）中で送信され得る。ＯＦＤＭでの送信は、時間と周波数とにおいて分割され得る。
たとえば、上述のように、情報がそれを介して送信される周波数帯域幅は、等間隔に離間
させられ得るいくつかのトーンに分割され得る。さらに、送信は時間的に分割され、各時
間期間は「シンボル」と呼ばれ得る。「トーン」および「シンボル」という用語は、ＯＦ
ＤＭ通信における当業者によって理解されるように使用される。
【００５４】
　[0097]本明細書で説明するいくつかの態様では、ドップラーシフトによる長いパケット
の時間変動をなくすために、トラベリングパイロット（travelling pilots）がチャネル
推定のために使用される。シンボル中で送信されるパイロットの数は、ＯＦＤＭ通信の周
波数帯域幅に基づき得る。たとえば、それぞれ、シンボルごとに２つ、４つ、６つ、８つ
、および１６個のパイロット信号が、１、２、４、８、および１６ＭＨｚの周波数帯域幅
のために使用され得る。各パイロット信号は、シンボルごとに１つのトーンを介して送信
され得る。パイロット信号がそれを介して送信されるトーンは、パイロット信号が各トー
ンについて受信されることを保証するためにシンボルごとに変更され、各トーンにわたる
チャネル推定を可能にし得る。いくつかの実施形態では、パイロット信号が、すべてのト
ーンについて送信および受信され得る。これは、各シンボルが、トーンの一部分を介して
パイロット信号を送信するためにのみ使用されるので、パイロット信号送信のために使用
されるべき追加のシンボルを必要とし得る。これは、チャネル状態が時間とともにより変
化し得るので、各トーンについてチャネルを推定する際のより大きいドップラー誤差につ
ながり得る。いくつかの実施形態では、パイロット信号は、すべてのトーンよりも少ない
トーンについて送信および受信され得る（たとえば、より少ないシンボルを介して送られ
得る）。パイロット信号がそれについて受信されないトーンのためのチャネル推定は、当
技術分野で知られているように補間によって補間され得る。しかしながら、補間のために
使用されるパイロット信号が少ないほど、補間誤差は大きくなる。したがって、パイロッ
ト信号がチャネル推定のためにそれを介して使用されるトーン／シンボルの数は変更され
得、ドップラー誤差と補間誤差とのバランスをとることの判断に基づき得ることを理解さ
れたい。したがって、送信機は、一部または全部のトーンを介してパイロット信号を送信
し得、受信機は、設計考慮事項に応じて、送信されるパイロット信号のすべてを利用する
か、または送信されるパイロット信号の一部のみを利用し得る。
【００５５】
　[0098]パイロット信号がそれを介して送信されるべきであるトーンは、通信のために使
用されるトーンの数（ｔ）とシンボルごとに送信されるパイロット信号の数（Ｐ）とに従
ってサブセットに分割され得る。したがって、Ｔ／Ｐ個のサブセットがあり得る。たとえ
ば、通信のために使用される２６個のトーンがあり、トーンごとに使用される２つのパイ
ロット信号がある場合、１３個のサブセットがあり得る。パイロット信号は、シンボル中
でサブセットのトーンを介して送信され得る。したがって、トーンのすべてを介してパイ
ロット信号を送信するために、Ｔ／Ｐ個のシンボルが送信のために使用される必要がある
ことになり、各シンボルは、サブセットのうちの１つのトーン上にパイロット信号を含む
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。
【００５６】
　[0099]サブセットの一部になるように選択されるトーンは、いくつかの基準に基づき得
る。たとえば、サブセット中のトーンは、所与のサブセットのトーンの周波数間の大きい
距離（トーン間の大きいシンボル内距離（intra-symbol distance）とも呼ばれる）を有
するように選択され得る。さらに、サブセットのトーンは、時間的に近いシンボル（たと
えば、連続または隣接シンボル）中で送信されるサブセットのトーンの周波数間の大きい
距離（トーン間の大きいシンボル間距離（inter-symbol distance）とも呼ばれる）を有
するように選択され得る。周波数におけるトーンの区切りは、トーンが同じ量のチャネル
フェードを受ける可能性を低減するのに役立ち、したがって、チャネル推定を改善する。
【００５７】
　[00100]図５は、１ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロッ
ト信号を割り当てる一例を示す表である。図示のように、各列は、パイロット信号の送信
のために使用されるシンボルを示す。さらに、各行は、所与のシンボル中でパイロット信
号の送信のために使用されるトーンを示す。１ＭＨｚ帯域幅システムは２６個のトーンを
含む。さらに、シンボルごとのパイロット信号の送信のために、２つのトーンが使用され
る。したがって、２６個のトーンの各々を介してパイロット信号を送信するために、２６
／２＝１３個のシンボルが必要とされる。シンボルはインデックス値０～１２で標示され
る。シンボルはインデックス０～１２から連続的に送信され得る。さらに、シンボルの送
信はラウンドロビン方式で行われ得、これは、シンボルインデックス１２に達したとき、
パイロット信号の送信がシンボルインデックス０において再開し、再び連続的に進むこと
を意味する。パイロット信号はまた、シンボルごとの２つのインデックス（０および１）
を用いてインデックス付けされる。各表要素の値は、パイロット信号が所与のシンボルの
間にそれを介して送信されるべきであるトーンであるので、所与のシンボルについてのパ
イロットインデックスの順序は重要でないことに留意されたい。
【００５８】
　[00101]図５は、シンボルを介したトラベリングパイロット信号の送信のためにトーン
が選択され得る方法の一例にすぎない。しかしながら、他の構成も使用され得ることに留
意されたい。たとえば、図５は、トーンが直流（ＤＣ）成分に関して対称になるように、
所与のシンボルについてのトーンを選択することを示す。しかしながら、トーンは、対称
になるように選択されないことがある。シンボルについてのトーンを選択するために使用
され得るいくつかの基準は、上記で説明したようなトーンインデックス間の大きいシンボ
ル内距離および／またはシンボル間距離と、隣接および／または連続シンボルのトーン間
にＸ個以下のトーン区切りがあるようなトーンの選択とであり得る。たとえば、コヒーレ
ンス帯域幅程度またはそれ以下の周波数スパンをもつトーンは相関フェージングを経験し
、したがって、パイロットトーンのシンボル内距離を最大にすることが好ましいことがあ
る。また、コヒーレンス時間程度またはそれ以下のタイムスパンをもつトーンは相関ドッ
プラーフェージングを経験し、したがって、パイロットトーンのシンボル間距離を最大に
することが好ましいことがある。Ｘは、フェードとコヒーレンス帯域幅との間の　バラン
スがとられるように、３または４などの値になるように選ばれ得る。図５に示すように、
異なるシンボルのトーン間の区切りは３つのトーンである（たとえば、シンボル０とシン
ボル１との間では、－１は－４から３つのトーンだけ分離され、１は４から３つのトーン
だけ分離される）。
【００５９】
　[00102]さらに、図５の表のシンボルは、異なるグループ５０２ａ、５０２ｂ、および
５０２ｃに分割され得る。図示のように、各グループは、複数の隣接および／または連続
シンボルを含む。シンボルは、グループごとに等しいまたはほぼ等しい数のシンボルを有
するようにグループに割り振られ得る。グループのシンボル中でパイロット信号を送信す
るために選択されたトーンは、各グループ中に周波数トーンの均等またはほぼ均等な分布
があるように選択され得る。次いで、グループのシンボルを受信するワイヤレスデバイス
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２０２ｂは、チャネル推定を実行するために、グループのトーン上で送信されたパイロッ
ト信号を利用し、さらに、グループの一部でないそれらのトーンについてのチャネル情報
を補間し得る。周波数トーンの均等またはほぼ均等な分布は、当業者によって理解される
ように、より良い補間につながり得る。したがって、グループ間のトーンの均等な分布は
、特定のシンボル中のパイロット信号の送信のためにトーンが選択される方法についての
別の基準であり得る。
【００６０】
　[00103]図６は、２ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロッ
ト信号を割り当てる一例を示す表である。図示のように、各列は、パイロット信号の送信
のために使用されるシンボルを示す。さらに、各行は、所与のシンボル中でパイロット信
号の送信のために使用されるトーンを示す。２ＭＨｚ帯域幅システムは５６個のトーンを
含む。さらに、シンボルごとのパイロット信号の送信のために、４つのトーンが使用され
る。したがって、５６個のトーンの各々を介してパイロット信号を送信するために、５６
／４＝１４個のシンボルが必要とされる。シンボルはインデックス値０～１３で標示され
る。シンボルはインデックス０～１３から連続的に送信され得る。さらに、シンボルの送
信はラウンドロビン方式で行われ得、これは、シンボルインデックス１３に達したとき、
パイロット信号の送信がシンボルインデックス０において再開し、再び連続的に進むこと
を意味する。パイロット信号はまた、シンボルごとの４つのインデックス（０、１、２、
３）を用いてインデックス付けされる。各表要素の値は、パイロット信号が所与のシンボ
ルの間にそれを介して送信されるべきであるトーンであるので、所与のシンボルについて
のパイロットインデックスの順序は重要でないことに留意されたい。図５と同様に、図６
の表のシンボルは、異なるグループ６０２ａ、６０２ｂ、および６０２ｃに分割され得る
。
【００６１】
　[00104]いくつかの態様では、トーンの各々を介してパイロット信号送信を送るために
必要とされるシンボルの数よりも大きいシンボルのシーケンスに、１つまたは複数の追加
のシンボルが追加され得る。たとえば、図６に示すように、シンボルインデックス０はシ
ンボルインデックス１３の後に繰り返される。異なるシンボルが繰り返され得るか、また
は異なるシンボルが、本明細書の教示に従ってすでに使用されたシンボルインデックスと
は異なるトーン上のパイロット信号とともに生成され得ることに留意されたい。奇数個の
シンボルがあるとき、送信シンボルの数を偶数にするように、たとえば、追加のシンボル
が追加され得る（図７の例を参照）。他の態様では、各グループが同数のシンボルを有す
ることを保証するために、追加のシンボルが追加され得る。したがって、図６に示すよう
に、グループ６０２ｃは、グループ６０２ａ、６０２ｂ、および６０２ｃの各々が同数（
たとえば、５個）のシンボルを備えることを保証するように、追加されたシンボルインデ
ックス０を有する。別の態様では、図５に関して上記で説明し、図７に関して以下でさら
に説明するように、所与のグループの隣接および／または連続シンボルのトーン間にＸ個
以下のトーン区切りがあることを保証するために、追加のシンボルが追加され得る。
【００６２】
　[00105]図５の表と同様に、図６は、トーンが、シンボルを介したトラベリングパイロ
ット信号の送信のために選択され得る方法の一例にすぎない。しかしながら、他の構成も
使用され得ることに留意されたい。たとえば、トーンは、図５に関して上記で説明した基
準と同じまたは同様の基準に従ってシンボルを介したトラベリングパイロット信号の送信
のために選択され得る。
【００６３】
　[00106]図７は、４ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロッ
ト信号を割り当てる一例を示す表である。図示のように、各列は、パイロット信号の送信
のために使用されるシンボルを示す。さらに、各行は、所与のシンボル中でパイロット信
号の送信のために使用されるトーンを示す。４ＭＨｚ帯域幅システムは１１４個のトーン
を含む。さらに、シンボルごとのパイロット信号の送信のために、６つのトーンが使用さ
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れる。したがって、１１４個のトーンの各々を介してパイロット信号を送信するために、
１１４／６＝１９個のシンボルが必要とされる。シンボルはインデックス値０～１８で標
示される。シンボルはインデックス０～１８から連続的に送信され得る。さらに、シンボ
ルの送信はラウンドロビン方式で行われ得、これは、シンボルインデックス１８に達した
とき、パイロット信号の送信がシンボルインデックス０において再開し、再び連続的に進
むことを意味する。パイロット信号はまた、シンボルごとの６つのインデックス（０、１
、２、３、４、５）を用いてインデックス付けされる。各表要素の値は、パイロット信号
が所与のシンボルの間にそれを介して送信されるべきであるトーンであるので、所与のシ
ンボルについてのパイロットインデックスの順序は重要でないことに留意されたい。図５
と同様に、図７の表のシンボルは、異なるグループ７０２ａ、７０２ｂ、７０２ｃ、およ
び７０２ｄに分割され得る。
【００６４】
　[00107]いくつかの態様では、上記で説明したように、トーンの各々を介してパイロッ
ト信号送信を送るために必要とされるシンボルの数よりも大きいシンボルのシーケンスに
、１つまたは複数の追加のシンボルが追加され得る。たとえば、図７に示すように、シン
ボルインデックス０はシンボルインデックス１８の後に繰り返される。異なるシンボルが
繰り返され得るか、または異なるシンボルが、本明細書の教示に従ってすでに使用された
シンボルインデックスとは異なるトーン上のパイロット信号とともに生成され得ることに
留意されたい。奇数個のシンボルがあるとき、送信シンボルの数を偶数にするように、た
とえば、追加のシンボルが追加され得る。他の態様では、各グループが同数のシンボルを
有することを保証するために、追加のシンボルが追加され得る。したがって、図７に示す
ように、グループ７０２ｄは、グループ７０２ａ、７０２ｂ、７０２ｃ、および７０２ｄ
の各々が同数（たとえば、５個）のシンボルを備えることを保証するように、追加された
シンボルインデックス０を有する。別の態様では、上記で説明したようにチャネル推定の
ためのコヒーレンス帯域幅を助けるように、所与のグループの隣接および／または連続シ
ンボルのトーン間にＸ個以下のトーン区切りがあることを保証するために、追加のシンボ
ルが追加され得る。たとえば、グループ７０２ｄのシンボルインデックス１５とシンボル
インデックス１８との間には、最も近い２つのトーン値（シンボル１８パイロット３中の
値１７、およびシンボル１５パイロット４中の値２４）間に７つのトーンの区切りがある
。これは、適切な区切りよりも大きくなり得る。シンボル０を追加することによって、シ
ンボル１８とシンボル０との間の区切りは、４（シンボル１８パイロット３中の値１７、
およびシンボル０パイロット４中の値２１）である。さらに、シンボル０とシンボル１５
との間の区切りは、３（シンボル０パイロット５中の値１７、およびシンボル１５パイロ
ット４中の値２１）である。
【００６５】
　[00108]図５の表と同様に、図７は、トーンが、シンボルを介したトラベリングパイロ
ット信号の送信のために選択され得る方法の一例にすぎない。しかしながら、他の構成も
使用され得ることに留意されたい。たとえば、トーンは、図７に関して上記で説明した基
準と同じまたは同様の基準に従ってシンボルを介したトラベリングパイロット信号の送信
のために選択され得る。
【００６６】
　[00109]図８は、８ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロッ
ト信号を割り当てる一例を示す表である。図示のように、各列は、パイロット信号の送信
のために使用されるシンボルを示す。さらに、各行は、所与のシンボル中でパイロット信
号の送信のために使用されるトーンを示す。８ＭＨｚ帯域幅システムは２４２個のトーン
を含む。さらに、シンボルごとのパイロット信号の送信のために、８つのトーンが使用さ
れる。したがって、１１４／６は、２４２個のトーンの各々を介してパイロット信号を送
信するために必要とされる約３１個のシンボルである。シンボルはインデックス値０～３
０で標示される。シンボルはインデックス０～３０から連続的に送信され得る。さらに、
シンボルの送信はラウンドロビン方式で行われ得、これは、シンボルインデックス３０に
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達したとき、パイロット信号の送信がシンボルインデックス０において再開し、再び連続
的に進むことを意味する。パイロット信号はまた、シンボルごとの６つのインデックス（
０、１、２、３、４、５、６、７）を用いてインデックス付けされる。各表要素の値は、
パイロット信号が所与のシンボルの間にそれを介して送信されるべきであるトーンである
ので、所与のシンボルについてのパイロットインデックスの順序は重要でないことに留意
されたい。図５と同様に、図８の表のシンボルは、異なるグループ８０２ａ、８０２ｂ、
８０２ｃ、および８０２ｄに分割され得る。３１個のシンボルの使用は、２４８個のトー
ンがパイロット信号の送信のために使用されることを可能にし得る。しかしながら、ＯＦ
ＤＭシステムにおいて送信のために使用される２４２個のトーンのみがあり得る。したが
って、いくつかのトーンが繰り返され得る。たとえば、図示のように、トーン－２、２、
－１２２、および１２２の各々は、図８の表全体を埋めるために複数回繰り返される。ど
のトーンを繰り返すべきかという選択は、異なる状況について変化し得る。
【００６７】
　[00110]いくつかの態様では、上記で説明したように、トーンの各々を介してパイロッ
ト信号送信を送るために必要とされるシンボルの数よりも大きいシンボルのシーケンスに
、１つまたは複数の追加のシンボルが追加され得る。図５の表と同様に、図８は、トーン
が、シンボルを介したトラベリングパイロット信号の送信のために選択され得る方法の一
例にすぎない。しかしながら、他の構成も使用され得ることに留意されたい。たとえば、
トーンは、図８に関して上記で説明した基準と同じまたは同様の基準に従ってシンボルを
介したトラベリングパイロット信号の送信のために選択され得る。
【００６８】
　[00111]図８Ａは、８ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロ
ット信号を割り当てる別の例を示す表である。図示のように、各シンボルについてのトー
ンは、以下の式に従って選択される。
【００６９】
　[00112]
【００７０】
【数１】

【００７１】
　[00113]ただし、ｉはパイロットインデックスであり、ｎはサブセットインデックスで
あり、δはオフセットであり、ｓは最小の正のパイロットであり、
　[00114]ただし、ｐ＝８はＯＦＤＭシンボルごとのパイロットの数であり、Ｎ＝２４２
はパイロットトーンの総数であり、
　[00115]ただし、サブセットの数（周期性）Ｍ＝ｃｅｉｌ（Ｎ／ｐ）＝３１である。
【００７２】
　[00116]いくつかの態様では、トーンは、上記で説明したように表を埋めるために繰り
返される必要があり得る。一態様では、トーンを繰り返す１つの方法は、２ではなくｓ＝
１を選び、次いで、無効なトーンを最も近い有効なトーンにマッピングするために関数ｆ
（・）を使用することであり、すなわち、最終プロセスＳＣｉ（ｎ）←ｆ｛ＳＣｉ（ｎ）
｝：｛０，±１｝→±２、｛±１２３，±１２４など｝→±１２２である。
【００７３】
　[00117]δとＭとが互いに素である場合、すべてのパイロットトーンが１つの期間中に
訪問され得る。いくつかの態様では、異なる値が等価であるが反転した数列を生じるので
、δ≦ｆｌｏｏｒ（Ｍ／２）＝１５であるようにδについての値が選定される。いくつか
の態様では、ＳＣi-p/2-1

(n)＝ＳＣi
(M-n)である。いくつかの態様では、δは、大きいシ

ンボル間距離を達成するように選択されるべきである。図８Ａの表では、δ＝１３である
。
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【００７４】
　[00118]図９は、１６ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロ
ット信号を割り当てる一例を示す表である。図示のように、各列は、パイロット信号の送
信のために使用されるシンボルを示す。さらに、各行は、所与のシンボル中でパイロット
信号の送信のために使用されるトーンを示す。１６ＭＨｚ帯域幅システムは４８４個のト
ーンを含む。さらに、シンボルごとのパイロット信号の送信のために、１６個のトーンが
使用される。したがって、４８４／１６は、４８４個のトーンの各々を介してパイロット
信号を送信するために必要とされる約３１個のシンボルである。シンボルはインデックス
値０～３０で標示される。シンボルはインデックス０～３０から連続的に送信され得る。
さらに、シンボルの送信はラウンドロビン方式で行われ得、これは、シンボルインデック
ス３０に達したとき、パイロット信号の送信がシンボルインデックス０において再開し、
再び連続的に進むことを意味する。パイロット信号はまた、シンボルごとの６つのインデ
ックス（０、１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１
５）を用いてインデックス付けされる。各表要素の値は、パイロット信号が所与のシンボ
ルの間にそれを介して送信されるべきであるトーンであるので、所与のシンボルについて
のパイロットインデックスの順序は重要でないことに留意されたい。図５と同様に、図９
の表のシンボルは、異なるグループ９０２ａ、９０２ｂ、９０２ｃ、および９０２ｄに分
割され得る。３１個のシンボルの使用は、４９６個のトーンがパイロット信号の送信のた
めに使用されることを可能にし得る。しかしながら、ＯＦＤＭシステムにおいて送信のた
めに使用される４８４個のトーンのみがあり得る。したがって、いくつかのトーンが繰り
返され得る。たとえば、図示のように、トーン２５０、－２５０、１３０、－１３０、１
２６、－１２６、６、および－６の各々は、図９の表全体を埋めるために複数回繰り返さ
れる。どのトーンを繰り返すべきかという選択は、異なる状況について変化し得る。
【００７５】
　[00119]いくつかの態様では、上記で説明したように、トーンの各々を介してパイロッ
ト信号送信を送るために必要とされるシンボルの数よりも大きいシンボルのシーケンスに
、１つまたは複数の追加のシンボルが追加され得る。図５の表と同様に、図９は、トーン
が、シンボルを介したトラベリングパイロット信号の送信のために選択され得る方法の一
例にすぎない。しかしながら、他の構成も使用され得ることに留意されたい。たとえば、
トーンは、図９に関して上記で説明した基準と同じまたは同様の基準に従ってシンボルを
介したトラベリングパイロット信号の送信のために選択され得る。
【００７６】
　[00120]図９Ａは、１６ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイ
ロット信号を割り当てる別の例を示す表である。図示のように、各シンボルについてのト
ーンは、以下の式に従って選択される。
【００７７】
　[00121]
【００７８】
【数２】

【００７９】
　[00122]ただし、ｉはパイロットインデックスであり、ｎはサブセットインデックスで
あり、δはオフセットであり、ｓは最小の正のパイロットであり、
　[00123]ただし、ｐ＝１６はＯＦＤＭシンボルごとのパイロットの数であり、Ｎ＝４８
４はパイロットトーンの総数であり、
　[00124]ただし、サブセットの数（周期性）Ｍ＝ｃｅｉｌ（Ｎ／ｐ）＝３１である。
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　[00125]いくつかの態様では、トーンは、上記で説明したように表を埋めるために繰り
返される必要があり得る。一態様では、トーンを繰り返す１つの方法は、６ではなくｓ＝
４を選び、次いで、無効なトーンを最も近い有効なトーンにマッピングするために関数ｆ
（・）を使用することである。すなわち、｛０，．．．，±５｝→±６、±１２７→±１
２６、｛±１２８，±１２９｝→±１３０、｛±２５１，±２５２など｝→±２５０であ
る。
【００８１】
　[00126]δとＭとが互いに素である場合、すべてのパイロットトーンが１つの期間中に
訪問され得る。いくつかの態様では、異なる値が等価であるが反転した数列を生じるので
、δ≦ｆｌｏｏｒ（Ｍ／２）＝１５であるようにδについての値が選定される。いくつか
の態様では、ＳＣi-p/2-1

(n)＝ＳＣi
(M-n)である。いくつかの態様では、δは、大きいシ

ンボル間距離を達成するように選択されるべきである。図９Ａの表では、δ＝１３である
。
【００８２】
　[00127]いくつかの態様では、各シンボルについてのトーンは、全単射スティッチング
関数（bijection stitching function）Ｍs

BW（ｋ）に従って選択される。そのような関
数は、有効なトーン間のギャップが絞り出され、次いで部分全体にスティッチされること
を可能にし得る。逆関数Ｍs

BW
-1（ｋ）は１つの部分全体をいくつかの部分に分割する。

スティッチングの後に、０≦Ｍs
BW（ｋ）≦ＮST－１である。いくつかの態様では、様々

な帯域幅についてのｋの値は以下の表１に示される。
【００８３】
　[00128]
【００８４】
【表１】

【００８５】
　[00129]いくつかの態様では、各シンボルについてのトーンは、以下の関数に従って選
択される。
【００８６】
　[00130]
【００８７】
【数３】

【００８８】
　[00131]
【００８９】
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【数４】

【００９０】
　[00132]ただし、
　[00133]ｉはパイロットインデックスであり、ｎはサブセットインデックスであり、δ
はオフセットであり、Ｉ（・）はインジケータ関数であり、
　[00134]ＮSTは、シンボルごとのサブキャリアの数に最も近いＮSPの倍数であり、ＮSP

はＯＦＤＭシンボルごとのパイロットの数である（たとえば、ＢＷ＝｛１，２，４，８，
１６｝についてＮＳＴ＝｛２６，５６，１１４，２４２，４８４｝または｛２６，５６，
１１４，２４０，４８４｝、ＮＳＰ＝｛２，４，６，８，１６｝）。
【００９１】
　[00135]いくつかの態様では、各シンボルについてのトーンは、以下の関数に従って選
択される。
【００９２】
　[00136]
【００９３】

【数５】

【００９４】
　[00137]表２は、初期サブセットの一例である。表２の例は、時間および周波数におけ
るトーンの均等な分布、すなわち、最大サブセット内距離と最大サブセット間距離とを有
する。表２の例は、ＮＳＴ／ＮＳＰ＝｛１３，１４，１９，３０．２５，３０．２５｝に
近い（正の）ｍ空間（Δ）中のギャップをさらに有する。表２の例は、Δの循環的繰り返
しの周期性として定義されたギャップの周期性（ｐ）をさらに有する。
【００９５】
【表２】

【００９６】
　[00138]いくつかの態様では、パイロットがＤＣ（ゼロ交差）にわたって進行すること
を可能にし、それによって、常に正および負の符号をもつ等しい数のパイロットを有する
ために、各シンボルについてのトーンは、以下の関数に従って選択される。
【００９７】
　[00139]
【００９８】
【数６】

【００９９】
　[00140]
【０１００】
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【数７】

【０１０１】
　[00141]ただし、
　[00142]ｉはパイロットインデックスであり、ｎはサブセットインデックスであり、δ
はオフセットであり、
　[00143]ＮSTは、シンボルごとのサブキャリアの数に最も近いＮSPの倍数であり、ＮSP

はシンボルごとのパイロットの数であり、ＮSCはＦＦＴサイズである。
【０１０２】
　[00144]代替的に、いくつかの態様では、パイロットがＤＣ（ゼロ交差）にわたって進
行することを可能にし、それによって、常に正および負の符号をもつ等しい数のパイロッ
トを有するために、各シンボルについてのトーンは、以下の関数に従って選択される。
【０１０３】
　[00145]
【０１０４】

【数８】

【０１０５】
　[00146]
【０１０６】

【数９】

【０１０７】
　[00147]ただし、
　[00148]ｉはパイロットインデックスであり、ｎはサブセットインデックスであり、δ
はオフセットであり、
　[00149]ＮSTは、シンボルごとのサブキャリアの数に最も近いＮSPの倍数であり、ＮSP

はシンボルごとのパイロットの数であり、ＮSCはＦＦＴサイズであり、ただし、これは、
１６ＭＨｚの場合を除く直接的な公式であり、ただし、ｓは最小の正のパイロットのイン
デックスであり、Ｉ（・）はインジケータ関数である。
【０１０８】
　[00150]表３は、ゼロ交差シナリオの場合の初期サブセットの一例である。２ＭＨｚ帯
域幅の場合の周期性は、この例では、１４からｐＮST／ＮSP＝４＊５６／４＝５６に増加
する。
【０１０９】

【表３】

【０１１０】
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　[00151]図５Ｂは、１ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロ
ット信号を割り当てる別の例を示す表である。図示のように、各シンボルについてのトー
ンは、上記で説明したスティッチング関数および以下に従って選択される。
【０１１１】
　・サブセットは、ラウンドロビン方式で訪問される（たとえば、第１のシンボル中のパ
イロットはサブセット０のトーンインデックスを訪問し、第２のシンボル中のパイロット
はサブセット１のトーンインデックスを訪問し、以下同様である。サブセット３のトーン
インデックスを訪問した後に、パイロットは、サブセット０のトーンインデックスを訪問
するために戻る）。
【０１１２】
　・サブセットの数（周期性）Ｐ＝ｐＮST／ＮSP＝１＊２６／２＝１３である。
【０１１３】
　・δとΔ＝１３とが互いに素である場合、すべてのパイロットトーンが１つの期間中に
訪問され得る。
【０１１４】
　・場合によっては、等価であるが反転した数列を生じるので、δ≦ｆｌｏｏｒ（Δ／２
）＝６についてのみ考える。実際に、ＳＣ0

(n)＝－ＳＣ1
(P-n)である。

・δを大きいシンボル間距離に選定する。
【０１１５】
　　○すなわち、Δ／２、Δ／３、Δ／４などに近い数を回避し、
　　○δ＝５について図５Ｂの表に示す。
【０１１６】
　[00152]上記で説明したように、シンボルｎについてのパイロットインデックスは、上
記で言及された以下の式、ＳＣi

(n)＝ｓｉｇｎ（ＳＣi
(0)）＊（ｍｏｄ｛ｓｉｇｎ（ＳＣ

i
(0)）＊（ＳＣi

(n-1)＋δ）－ｓ，ＮST／２｝＋ｓ）によって示すように、シンボルｎ－
１におけるパイロットのロケーションの関数として表され得る。この式中で、ｉは、０と
ＮSP－１との間の値を取るパイロットインデックスであり、ｎはサブセットインデックス
であり、δはオフセットであり、ｓは最小の正のパイロットのインデックスである。ＮST

は、シンボルごとのサブキャリアの数に最も近いＮSPの倍数であり（たとえば、ＢＷ＝｛
１，２，４，８，１６｝ＭＨｚについてＮST＝｛２６，５６，１１４，２４２，４８４｝
または｛２６，５６，１１４，２４０，４８４｝）、ＮSPはシンボルごとのパイロットの
数である（たとえば、ＢＷ＝｛１，２，４，８，１６｝ＭＨｚについてＮSP＝｛２，４，
６，８，１６｝）。以下の表４に、すべてのトーンをより早く更新するためにＳＩＧシン
ボル中のパイロットを再利用し得る追加の方式オプションを用いた初期サブセットのさら
なる一例を示す。
【０１１７】
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【表４】

【０１１８】
　[00153]上記で説明したように、図５Ｂに、１ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信の場合の各シ
ンボルについてのパイロットインデックスの１つの可能な選択を示す。図５Ｄに、すべて
のトーンをより早く更新するためにＳＩＧシンボル中のパイロットを再利用し得る１ＭＨ
ｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信の場合の各シンボルについてのパイロットインデックスの別の例を
示す。言い換えれば、図５Ｂに示す第１のパターンは、このパターンが、前に来る信号（
ＳＩＧ）フィールドＯＦＤＭシンボルによってすでにカバーされているので、図５Ｄに示
す最後のパターンにロールオーバされ得る。
【０１１９】
　[00154]図６Ｂは、２ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロ
ット信号を割り当てる別の例を示す表である。図示のように、各シンボルについてのトー
ンは、上記で説明したスティッチング関数および以下に従って選択される。
・サブセットの数（周期性）Ｐ＝ｐＮST／ＮSP＝１＊５６／４＝１４である。
・δとΔ＝１４とが互いに素である場合、すべてのパイロットトーンが１つの期間中に訪
問され得る。
・場合によっては、等価であるが反転した数列を生じるので、δ≦ｆｌｏｏｒ（Δ／２）
＝７についてのみ考える。実際に｛ＳＣ0

(n)，ＳＣ1
(n)｝＝－｛ＳＣ2

(P-n)，ＳＣ3
(P-n)

｝である。
・δを大きいシンボル間距離に選定する。
【０１２０】
　　○すなわち、Δ／２、Δ／３、Δ／４などに近い数を回避し、
　　○δ＝５について図６Ｂの表に示す。
【０１２１】
　[00155]図６Ｄに、すべてのトーンをより早く更新するためにＳＩＧシンボル中のパイ
ロットを再利用し得る２ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信の場合の各シンボルについてのパイロ
ットインデックスの別の例を示す。言い換えれば、図６Ｂに示す第１のパターンは、この
パターンが、前に来る信号（ＳＩＧ）フィールドＯＦＤＭシンボルによってすでにカバー
されているので、図６Ｄに示す最後のパターンにロールオーバされ得る。
【０１２２】
　[00156]図７Ｂは、４ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロ
ット信号を割り当てる別の例を示す表である。図示のように、各シンボルについてのトー
ンは、上記で説明したスティッチング関数および以下に従って選択される。
・サブセットの数（周期性）Ｐ＝ｐＮST／ＮSP＝１＊１１４／６＝１９である。
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・δとΔ＝１９とが互いに素である場合、すべてのパイロットトーンが１つの期間中に訪
問され得る。
・場合によっては、等価であるが反転した数列を生じるので、δ≦ｆｌｏｏｒ（Δ／２）
＝９についてのみ考える。実際に、｛ＳＣ0

(n)，ＳＣ1
(n)，ＳＣ2

(n)｝＝－｛ＳＣ3
(P-n)

，ＳＣ4
(P-n)，ＳＣ5

(P-n)｝である。
・δを大きいシンボル間距離に選定する。
【０１２３】
　　○すなわち、Δ／２、Δ／３、Δ／４などに近い数を回避する。
【０１２４】
　　○δ＝８について図７Ｂの表に示す。
・第１のサブセット｛±１１，±３０，±４９｝は、１１ａｃ中の固定パイロット｛±１
１，±２５，±５３｝とは異なる。
【０１２５】
　　○後者は均等に離間していない。
【０１２６】
　[00157]図８Ｃは、８ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロ
ット信号を割り当てる別の例を示す表である。図示のように、各シンボルについてのトー
ンは、上記で説明したスティッチング関数および以下に従って選択される。
・サブセットの数（周期性）Ｐ＝ｐＮＳＴ／ＮＳＰ＝４＊２４２／８＝１２１である。
・δとΔ＝３０／３１とが互いに素である場合、すべてのパイロットトーンが１つの期間
中に訪問され得る。
・場合によっては、等価であるが反転した数列を生じるので、δ≦ｆｌｏｏｒ（Δ／２）
＝１５についてのみ考える。実際に、｛ＳＣ０（ｎ），ＳＣ１（ｎ），ＳＣ２（ｎ），Ｓ
Ｃ３（ｎ）｝＝－｛ＳＣ４（Ｐ－ｎ），ＳＣ５（Ｐ－ｎ），ＳＣ６（Ｐ－ｎ），ＳＣ７（
Ｐ－ｎ）｝である。
・δを大きいシンボル間距離に選定する。
【０１２７】
　　○すなわち、Δ／２、Δ／３、Δ／４などに近い数を回避する。
【０１２８】
　　○δ＝１３について、図８Ｃの表に示す（周期性Ｐ＝１２１が大きいので、最初の３
０個の列のみを示す）。
・第１のサブセット｛±１７，±４７，±７７，±１０７｝は、１１ａｃ中の固定パイロ
ット｛±１１，±３９，±７５，±１０３｝とは異なる。
【０１２９】
　　○後者は均等に離間していない。
【０１３０】
　[00158]図９Ｃは、１６ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイ
ロット信号を割り当てる別の例を示す表である。図示のように、各シンボルについてのト
ーンは、上記で説明したスティッチング関数および以下に従って選択される。
・サブセットの数（周期性）Ｐ＝ｐＮST／ＮSP＝４＊４８４／１６＝１２１である。
・δとΔ＝３０／３１とが互いに素である場合、すべてのパイロットトーンが１つの期間
中に訪問され得る。
・場合によっては、等価であるが反転した数列を生じるので、δ≦ｆｌｏｏｒ（Δ／２）
＝１５についてのみ考える。実際に、｛ＳＣ0

(n)，ＳＣ1
(n)，ＳＣ2

(n)，ＳＣ3
(n)｝＝－

｛ＳＣ4
(P-n)，ＳＣ5

(P-n)，ＳＣ6
(P-n)，ＳＣ7

(P-n)｝である。
・δを大きいシンボル間距離に選定する。
【０１３１】
　　○すなわち、Δ／２、Δ／３、Δ／４などに近い数を回避する。
【０１３２】
　　○δ＝１３について、図９Ｃの表に示す（周期性Ｐ＝１２１が大きいので、最初の３
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０個の列のみを示す）。
・第１のサブセット｛±２１，±５１，±８１，±１１１，±１４５，±１７５，±２０
５，±２３５｝は、１１ａｃ中の固定パイロット｛±２５，±５３，±８９，±１１７，
±１３９，±１６７，±２０３，±２３１｝とは異なる。
【０１３３】
　　○後者は均等に離間していない。
【０１３４】
　　○提案する方式は不連続１６ＭＨｚシナリオに適合する。
・直接的な公式ＳＣi

(n)＝ｓｉｇｎ（ＳＣi
(0)）＊（ｍｏｄ｛ｓｉｇｎ（ＳＣi

(0)）＊（
ＳＣi

(n-1)＋δ）－ｓ，ＮST／２｝＋ｓ）は、±１２８の周囲のミッドバンドホールによ
り適用されない。
【０１３５】
　　○しかしながら、１６ＭＨｚ帯域は、２つの連続８ＭＨｚ帯域として扱われ得る。
【０１３６】
　　○最初に８ＭＨｚパイロットサブキャリアインデックスを生成し、次いで±１２８だ
けシフトする。
【０１３７】
　[00159]トーンを介して送られる実際のパイロット信号は、異なる方法で選択され得る
。一態様では、パイロット信号は、シンボルの各々についてすべて同じ値を有し得る。こ
れは、パイロットが隣接シンボル上の同じトーン上にとどまらず、それによってスペクト
ル線の可能性を低減するので、適切であり得る。別の態様では、８０２．１１ａｈ規格の
セクション２３．２．１０．１０に記載されているパイロット値信号を選択する修正され
た方法に基づいて、パイロット信号が選択され得る。たとえば、通常、シンボル中のパイ
ロット信号は、通常、特定のサブキャリアインデックス（トーン）にマッピングされる。
しかしながら、パイロット信号を特定のトーンにマッピングするのではなく、シンボルに
ついてのパイロット信号はトーンインデックスにマッピングされ得、トーンインデックス
に関連するトーンは、上記で説明したように各シンボルごとに変化する。
【０１３８】
　[00160]いくつかの態様では、より短いウォーキング期間（walking period）を有する
ウォーキングパイロットパターン（walking pilot pattern）を使用することは有益であ
り得る。たとえば、より短い歩行期間と低減されたサイクル長とを有する歩行パイロット
パターンを使用することは、高いドップラー環境では有益であり得る。この低減されたサ
イクル長は、歩行期間を短縮することと、チャネル寿命を低減することとによって、高い
ドップラー性能を改善し得る。
【０１３９】
　[00161]この低減されたサイクル長は、サイクルの間にあらゆるトーンがパイロット信
号を受信するとは限らないので、補間を必要とし得る。たとえば、サイクルは、パイロッ
ト信号をトーンの１／２、１／４、または別の分数部分にのみ送り得る。いくつかのトー
ンがパイロット信号を受信しないことになるので、これらのトーンは、隣接トーンの補間
に依拠する必要があることになる。隣接トーンの補間は、あるレベルの補間誤差を信号の
受信にもたらし得る。ドップラーがない状況、低いドップラー状況、および中程度のドッ
プラー状況では、フルサイクルを使用し、補間の必要を低減または解消することの価値は
、より長い歩行期間とより高いチャネル寿命とを有するコストを上回り得るので、これら
の状況では、低減されたサイクル長ではなく、フルサイクル長を使用することが有益であ
り得る。
【０１４０】
　[00162]サイクル長を低減するために、歩行パターンは、トーンの一部分のみがパイロ
ット信号を受信することを生じ得る。どのパイロット信号がトーンを受信するかを選択す
るための多くの方法があり得る。たとえば、奇数番号のトーンのみがパイロット信号を受
信することを生じる歩行パターン、または偶数番号のトーンのみがパイロット信号を受信
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または８によって割り切れるトーンのみがパイロット信号を受信するように選定され得る
。この選定は、サイクルの長さに影響を及ぼし得る。たとえば、トーンの１／２のみがパ
イロット信号を受信した場合、サイクル長は１／２程度であり得る。パイロット信号を受
信しないトーンが、歩行信号を受信するトーン間で均等に離間するように歩行パターンを
選択することは、これが補間の精度を改善し得、補間誤差を低減し得るので、有益であり
得る。
【０１４１】
　[00163]いくつかの態様では、低減されたサイクル長に対応するために、各シンボルに
ついてのトーンは、以下の関数に従って選択される。
【０１４２】
　[00164]
【０１４３】
【数１０】

【０１４４】
　[00165]ただし、ｉは、０とＮＳＰ－１との間の値をとるパイロットインデックスであ
り、ｎはサブセットインデックスであり、δはオフセットであり、ｓ＝０は０にハードコ
ーディングされており、
　[00166]ただし、ＢＷ＝｛１，２，４，８｝ＭＨｚについて、Ｎ’ＳＴ＝｛２８，５６
，１２０，２５６｝または｛２８，５６，１２０，２４０｝、ＮＳＰ＝｛２，４，６，８
｝である。
【０１４５】
　[00167]ｃｌｉｐ［＊］関数が、４および８ＭＨｚトーンを適切な範囲にクリッピング
するのに必要であり得る。ｃｌｉｐ［＊］関数は、ＳＣi

(n)の値が、ＤＣトーンまたはガ
ードトーンなど、範囲外にあるトーンになるかどうかを判断する際に機能し得る。ＳＣi

(

n)が範囲外にあるトーンになる状況では、ｃｌｉｐ［＊］関数は、ＳＣi
(n-1)と同じ符号

、正または負をもつ最も近い有効なトーンを戻し得る。１６ＭＨｚ帯域幅シナリオの場合
、８ＭＨｚのための公式が使用され、１６ＭＨｚ帯域幅は、２つの連続する８ＭＨｚ帯域
として扱われ得る。
【０１４６】
　[00168]どのトーンがパイロットシンボルを含んでいるかを判断するための閉形式（clo
sed-form expression）の使用は有利であり得る。この閉形式は、デバイスが、ルックア
ップテーブルを使用するか、またはシンボルインデックスを追跡する必要なしに、どのト
ーンが次のシンボル中にパイロット信号を受信し得るかを判断することを可能にし得る。
この閉形式はまた、訪問されるべきすべてのトーン（たとえば、すべての奇数のトーンま
たはすべての偶数のトーンなど）を、可能な最も短い時間期間中に等しい回数だけ訪問し
得る。これは、各トーンについてのより短い歩行期間を生じ得る。
【０１４７】
　[00169]以下の表５に、初期サブセットと、低減されたサイクル長を生じ得るδについ
ての選定との一例を示す。
【０１４８】



(29) JP 2018-67936 A 2018.4.26

10

20

30

40

50

【表５】

【０１４９】
　[00170]ＳＣi

(0)とδとのこれらの例示的な選定では、選定されたδが常に偶数である
ことが観察され得る。δの選定は、ここで、ＳＣi

(n)についての値が奇数である場合、Ｓ
Ｃi

(n+1)についての値も奇数になり、同様に、ＳＣi
(n)についての値が偶数である場合、

ＳＣi
(n+1)についての値も偶数になることを保証し得る。これは、たとえば、偶数番号の

トーンまたは奇数番号のトーンのみがサイクル中にパイロット信号を受信することを可能
にし得る。また、パイロット信号ロケーションを広げるために、パイロットを広げ、フェ
ージングの影響を低減するのを助けるために、１よりも大きいδの値を選定することが有
利であり得る。
【０１５０】
　[00171]図５Ｅは、低減されたサイクル長を使用して、１ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネ
ットワークにおいてトーンにパイロット信号を割り当てる一例を示す表である。図示のよ
うに、各列は、パイロット信号の送信のために使用されるシンボルを示す。さらに、各行
は、所与のシンボル中でパイロット信号の送信のために使用されるトーンを示す。１ＭＨ
ｚ帯域幅システムは２６個のトーンを含む。さらに、シンボルごとのパイロット信号の送
信のために、２つのトーンが使用される。したがって、２６個のトーンの各々を介してパ
イロット信号を送信するために、２６／２＝１３個のシンボルが必要とされる。しかしな
がら、この低減されたサイクル長では、サイクルを完了するために、７つのシンボルのみ
が必要である。この例では、奇数番号のトーンのみがパイロット信号を送信する。ＳＣi

(

0)の初期値が奇数｛７，－７｝であり、δが偶数（４）であるので、偶数番号のトーンは
サイクルの間のポイントにおいてパイロット信号を送信しない。偶数番号のトーンがサイ
クルの間にパイロット信号を送信しないので、偶数番号のトーンは近くの奇数番号のトー
ンの補間を必要とする。シンボルはインデックス値０～６で標示される。シンボルはイン
デックス０～６から連続的に送信され得る。さらに、シンボルの送信はラウンドロビン方
式で行われ得、これは、シンボルインデックス６に達したとき、パイロット信号の送信が
シンボルインデックス０において再開し、再び連続的に進むことを意味する。パイロット
信号はまた、シンボルごとの２つのインデックス（０および１）を用いてインデックス付
けされる。各表要素の値は、パイロット信号が所与のシンボルの間にそれを介して送信さ
れるべきであるトーンであるので、所与のシンボルについてのパイロットインデックスの
順序は重要でないことに留意されたい。
【０１５１】
　[00172]図５Ｆは、低減されたサイクル長を使用して、１ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネ
ットワークにおいてトーンにパイロット信号を割り当てる一例を示す別の表である。この
表は、ＳＣi

(0)の異なる選定を除いて、図５Ｅの表と同様である。図５Ｅの場合のように
、歩行パターンは、ここで、奇数番号のトーンのみがパイロット信号を受信するが、偶数
番号のトーンが補間を使用しなければならないことを意味する。前述のように、これは、
各トーンについてのパイロット信号を含むフルサイクル長に対する７つのシンボル対１３
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個のシンボルの低減されたサイクル長を生じる。
【０１５２】
　[00173]図６Ｅは、低減されたサイクル長を使用して、２ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネ
ットワークにおいてトーンにパイロット信号を割り当てる一例を示す表である。図示のよ
うに、各列は、パイロット信号の送信のために使用されるシンボルを示す。さらに、各行
は、所与のシンボル中でパイロット信号の送信のために使用されるトーンを示す。２ＭＨ
ｚ帯域幅システムは５６個のトーンを含む。さらに、シンボルごとのパイロット信号の送
信のために、４つのトーンが使用される。したがって、５６個のトーンの各々を介してパ
イロット信号を送信するために、５６／４＝１４個のシンボルが必要とされる。しかしな
がら、この低減されたサイクル長では、サイクルを完了するために、７つのシンボルのみ
が必要である。この例では、奇数番号のトーンのみがパイロット信号を送信する。ＳＣi

(

0)の初期値が奇数｛－２１，－７，７，２１｝であり、δが偶数（４）であるので、偶数
番号のトーンはサイクルの間のポイントにおいてパイロット信号を送信しない。偶数番号
のトーンがサイクルの間にパイロット信号を送信しないので、偶数番号のトーンは近くの
奇数番号のトーンの補間を必要とする。シンボルはインデックス値０～６で標示される。
シンボルはインデックス０～６から連続的に送信され得る。さらに、シンボルの送信はラ
ウンドロビン方式で行われ得、これは、シンボルインデックス６に達したとき、パイロッ
ト信号の送信がシンボルインデックス０において再開し、再び連続的に進むことを意味す
る。パイロット信号はまた、シンボルごとの４つのインデックス（０、１、２、３）を用
いてインデックス付けされる。各表要素の値は、パイロット信号が所与のシンボルの間に
それを介して送信されるべきであるトーンであるので、所与のシンボルについてのパイロ
ットインデックスの順序は重要でないことに留意されたい。
【０１５３】
　[00174]図６Ｆは、低減されたサイクル長を使用して、２ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネ
ットワークにおいてトーンにパイロット信号を割り当てる一例を示す別の表である。この
表は、ＳＣi

(0)の異なる選定を除いて、図６Ｅの表と同様である。図６Ｅの場合のように
、歩行パターンは、ここで、奇数番号のトーンのみがパイロット信号を受信するが、偶数
番号のトーンが補間を使用しなければならないことを意味する。前述のように、これは、
各トーンについてのパイロット信号を含むフルサイクル長に対する７つのシンボル対１４
個のシンボルの低減されたサイクル長を生じる。
【０１５４】
　[00175]図７Ｄは、低減されたサイクル長を使用して、４ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネ
ットワークにおいてトーンにパイロット信号を割り当てる一例を示す表である。図示のよ
うに、各列は、パイロット信号の送信のために使用されるシンボルを示す。さらに、各行
は、所与のシンボル中でパイロット信号の送信のために使用されるトーンを示す。４ＭＨ
ｚ帯域幅システムは１１４個のトーンを含む。さらに、シンボルごとのパイロット信号の
送信のために、６つのトーンが使用される。したがって、１１４個のトーンの各々を介し
てパイロット信号を送信するために、１１４／６＝１９個のシンボルが必要とされる。し
かしながら、この低減されたサイクル長では、サイクルを完了するために、１０個のシン
ボルのみが必要である。この例では、偶数番号のトーンのみがパイロット信号を送信する
。ＳＣi

(0)の初期値が偶数｛－５０，－３０，－１０，１０，３０，５０｝であり、δが
（表５のδについての第１のオプションとして示したように）偶数（６）であるので、奇
数番号のトーンはサイクルの間のポイントにおいてパイロット信号を送信しない。奇数番
号のトーンがサイクルの間にパイロット信号を送信しないので、奇数番号のトーンは近く
の偶数番号のトーンの補間を必要とする。シンボルはインデックス値０～９で標示される
。シンボルはインデックス０～９から連続的に送信され得る。さらに、シンボルの送信は
ラウンドロビン方式で行われ得、これは、シンボルインデックス９に達したとき、パイロ
ット信号の送信がシンボルインデックス０において再開し、再び連続的に進むことを意味
する。パイロット信号はまた、シンボルごとの６つのインデックス（０、１、２、３、４
、５）を用いてインデックス付けされる。各表要素の値は、パイロット信号が所与のシン
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ボルの間にそれを介して送信されるべきであるトーンであるので、所与のシンボルについ
てのパイロットインデックスの順序は重要でないことに留意されたい。
【０１５５】
　[00176]図７Ｄでは、ｃｌｉｐ［＊］関数の使用は、パイロット信号ロケーション７２
０Ａおよび７２０Ｂにおいて、シンボル５中で確認され得る。パイロット信号ロケーショ
ン７２０Ａにおいて、前のパイロット信号ロケーション－６は、オフセットδ６に加算さ
れ、和０を生じることになるので、ｃｌｉｐ［＊］関数がない上記の公式の使用は、結果
０を戻すことになる。しかしながら、０がトーンの適切な範囲外の値である（－１、０、
および１はＤＣトーンである）ので、ｃｌｉｐ［＊］関数は、戻り値０を、前のパイロッ
ト信号ロケーションと符号を共有する最も近い適切なトーン値に変換することになる。た
とえば、パイロット信号ロケーション７２０Ａの場合、前のパイロット信号ロケーション
は－６であった。これは、－６と符号を共有する最も近い適切なトーン値が－２であるこ
とを意味し、したがって、ｃｌｉｐ［＊］関数は０を－２に変換することになる。同様の
方法で、パイロット信号ロケーション７２０Ｂにおいて、０が適切なパイロット信号ロケ
ーションでないので、ｃｌｉｐ［＊］関数は０を２に変換することになる。別の例として
、パイロット信号ロケーション７２０Ａおよび７２０Ｂ中にある結果０ではなく、結果－
５８がパイロット信号ロケーション７２０Ａについて戻され得、結果＋５８がパイロット
信号ロケーション７２０Ｂについて戻され得る。この例では、信号ロケーション７２０Ａ
において、－５４と符号を共有する最も近い適切なトーン値は－６０であり、したがって
、ｃｌｉｐ［＊］関数は－５８を－６０に変換することになる。同様に、パイロット信号
ロケーション７２０Ｂにおいて、５８が適切なパイロット信号ロケーションでないので、
ｃｌｉｐ［＊］関数は５８を６０に変換することになる。
【０１５６】
　[00177]図７Ｅは、低減されたサイクル長を使用して、４ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネ
ットワークにおいてトーンにパイロット信号を割り当てる別の例を示す表である。図示の
ように、各列は、パイロット信号の送信のために使用されるシンボルを示す。さらに、各
行は、所与のシンボル中でパイロット信号の送信のために使用されるトーンを示す。４Ｍ
Ｈｚ帯域幅システムは１１４個のトーンを含む。さらに、シンボルごとのパイロット信号
の送信のために、６つのトーンが使用される。したがって、１１４個のトーンの各々を介
してパイロット信号を送信するために、１１４／６＝１９個のシンボルが必要とされる。
しかしながら、図７Ｅに示すこの低減されたサイクル長では、５つのシンボルのみが必要
とされる。この例では、偶数番号のトーンのみがパイロット信号を送信する。ＳＣi

(0)の
初期値が偶数｛－５０，－３０，－１０，１０，３０，５０｝であり、δが（表５のδに
ついての第２のオプションとして示したように）偶数（８）であるので、奇数番号のトー
ンはサイクルの間のポイントにおいてパイロット信号を送信しない。奇数番号のトーンが
サイクルの間にパイロット信号を送信しないので、奇数番号のトーンは近くの偶数番号の
トーンの補間を必要とする。シンボルはインデックス値０～４で標示される。シンボルは
インデックス０～４から連続的に送信され得る。さらに、シンボルの送信はラウンドロビ
ン方式で行われ得、これは、シンボルインデックス４に達したとき、パイロット信号の送
信がシンボルインデックス０において再開し、再び連続的に進むことを意味する。パイロ
ット信号はまた、シンボルごとの６つのインデックス（０、１、２、３、４、５）を用い
てインデックス付けされる。各表要素の値は、パイロット信号が所与のシンボルの間にそ
れを介して送信されるべきであるトーンであるので、所与のシンボルについてのパイロッ
トインデックスの順序は重要でないことに留意されたい。
【０１５７】
　[00178]図８Ｅは、低減されたサイクル長を使用して、８ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネ
ットワークにおいてトーンにパイロット信号を割り当てる一例を示す表である。図示のよ
うに、各列は、パイロット信号の送信のために使用されるシンボルを示す。さらに、各行
は、所与のシンボル中でパイロット信号の送信のために使用されるトーンを示す。８ＭＨ
ｚ帯域幅システムは２４２個のトーンを含む。さらに、シンボルごとのパイロット信号の
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送信のために、８つのトーンが使用される。したがって、２４２個のトーンの各々を介し
てパイロット信号を送信するために、２４２／８＝３０．２５個のシンボルが必要とされ
る。しかしながら、この低減されたサイクル長では、サイクルを完了するために、１６個
のシンボルのみが必要である。この例では、偶数番号のトーンのみがパイロット信号を送
信する。ＳＣi

(0)の初期値が偶数｛－１１２，－８０，－４８，－１６，１６，４８，８
０，１２０｝であり、δが偶数（１０）であるので、奇数番号のトーンはサイクルの間の
ポイントにおいてパイロット信号を送信しない。奇数番号のトーンがサイクルの間にパイ
ロット信号を送信しないので、奇数番号のトーンは近くの偶数番号のトーンの補間を必要
とする。シンボルはインデックス値０～１５で標示される。シンボルはインデックス０～
１５から連続的に送信され得る。さらに、シンボルの送信はラウンドロビン方式で行われ
得、これは、シンボルインデックス１５に達したとき、パイロット信号の送信がシンボル
インデックス０において再開し、再び連続的に進むことを意味する。パイロット信号はま
た、シンボルごとの８つのインデックス（０、１、２、３、４、５、６、７）を用いてイ
ンデックス付けされる。各表要素の値は、パイロット信号が所与のシンボルの間にそれを
介して送信されるべきであるトーンであるので、所与のシンボルについてのパイロットイ
ンデックスの順序は重要でないことに留意されたい。
【０１５８】
　[00179]図８Ｅでは、ｃｌｉｐ［＊］関数の使用は、シンボル２、５、８、１１、およ
び１４中で確認され得る。パイロット信号ロケーション８２０Ａにおいて、前のパイロッ
ト信号ロケーション－６は、オフセットδ１０に加算され、係数後に－１２４を生じるこ
とになるので、ｃｌｉｐ［＊］関数がない上記の公式の使用は、結果－１２４を戻すこと
になる。しかしながら、－１２４がトーンの適切な範囲外の値である（－１２４は、８Ｍ
Ｈｚ帯域幅システムではガイドトーンである）ので、ｃｌｉｐ［＊］関数は、戻り値－１
２４を、前のパイロット信号ロケーションと符号を共有する最も近い適切な偶数のトーン
値に変換することになる。パイロット信号ロケーション８２０Ａの場合、前のパイロット
信号ロケーションは－６であった。これは、－６と符号を共有する、－１２４に最も近い
適切なトーン値が－１２２であることを意味し、したがって、ｃｌｉｐ［＊］関数は－１
２４を－１２２に変換することになる。同様の方法で、パイロット信号ロケーション８２
０Ｂにおいて、０が８ＭＨｚ帯域幅システムではＤＣトーンであり、２が前のパイロット
信号ロケーション１１８と符号を共有する０に最も近い適切なトーンであるので、０が適
切なパイロット信号ロケーションでないので、ｃｌｉｐ［＊］関数は０を２に変換するこ
とになる。
【０１５９】
　[00180]図８Ｆは、低減されたサイクル長を使用して、８ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネ
ットワークにおいてトーンにパイロット信号を割り当てる一例を示す別の表である。図示
のように、各列は、パイロット信号の送信のために使用されるシンボルを示す。さらに、
各行は、所与のシンボル中でパイロット信号の送信のために使用されるトーンを示す。８
ＭＨｚ帯域幅システムは２４２個のトーンを含む。さらに、シンボルごとのパイロット信
号の送信のために、８つのトーンが使用される。したがって、２４２個のトーンの各々を
介してパイロット信号を送信するために、２４２／８＝３０．２５個のシンボルが必要と
される。しかしながら、この低減されたサイクル長では、サイクルを完了するために、８
つのシンボルのみが必要である。この例では、ＳＣi

(0)｛－１１２，－８０，－４８，－
１６，１６，４８，８０，１２０｝の初期値の選択とδ（１２）の選択とのために、トー
ンの１／４のみがパイロット信号を受信する。トーンの３／４がサイクルの間にパイロッ
ト信号を送信しないので、これらのトーンは、パイロット信号を送信する近くのトーンの
補間を必要とする。シンボルはインデックス値０～７で標示される。シンボルはインデッ
クス０～７から連続的に送信され得る。さらに、シンボルの送信はラウンドロビン方式で
行われ得、これは、シンボルインデックス７に達したとき、パイロット信号の送信がシン
ボルインデックス０において再開し、再び連続的に進むことを意味する。パイロット信号
はまた、シンボルごとの８つのインデックス（０、１、２、３、４、５、６、７）を用い
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てインデックス付けされる。各表要素の値は、パイロット信号が所与のシンボルの間にそ
れを介して送信されるべきであるトーンであるので、所与のシンボルについてのパイロッ
トインデックスの順序は重要でないことに留意されたい。
【０１６０】
　[00181]図８Ｆでは、ｃｌｉｐ［＊］関数の使用は、シンボル１、４、および７中で確
認され得る。パイロット信号ロケーション８２２Ａにおいて、前のパイロット信号ロケー
ション１１２は、オフセットδ１２に加算され、１２４を生じることになるので、ｃｌｉ
ｐ［＊］関数がない上記の公式の使用は、結果１２４を戻すことになる。しかしながら、
１２４がトーンの適切な範囲外の値である（１２４は、８ＭＨｚ帯域幅システムではガイ
ドトーンである）ので、ｃｌｉｐ［＊］関数は、戻り値１２４を、前のパイロット信号ロ
ケーションと符号を共有する最も近い適切な偶数のトーン値に変換することになる。パイ
ロット信号ロケーション８２２Ａの場合、前のパイロット信号ロケーションは１１２であ
った。これは、１１２と符号を共有する、１２４に最も近い適切なトーン値が１２２であ
ることを意味し、したがって、ｃｌｉｐ［＊］関数は１２４を１２２に変換することにな
る。同様の方法で、パイロット信号ロケーション８２２Ｂにおいて、０が８ＭＨｚ帯域幅
システムではＤＣトーンであり、２が前のパイロット信号ロケーション１１６と符号を共
有する０に最も近い適切なトーンであるので、０が適切なパイロット信号ロケーションで
ないので、ｃｌｉｐ［＊］関数は０を２に変換することになる。
【０１６１】
　[00182]図８Ｇは、表４中の第１のオプション（オフセット１３の場合のＳＣｉ（０）
＝－１０７、－７７、－４７、－１７、１７、４７、７７、１０７）に対応する、８ＭＨ
ｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット信号を割り当てる一例を
示す別の表である。図８Ｇに示すように、各列は、パイロット信号の送信のために使用さ
れるシンボルを示す。さらに、各行は、所与のシンボル中でパイロット信号の送信のため
に使用されるトーンを示す。図８Ｇに示す８ＭＨｚ帯域幅システムは、いくつかのトーン
が無視され得るので、２４０個のトーンを含む。さらに、シンボルごとのパイロット信号
の送信のために、８つのトーンが使用される。したがって、２４０個のトーンの各々を介
してパイロット信号を送信するために、２４０／８＝３０個のシンボルが必要とされる。
一例として、図８Ｇは、トーン±１２２が無視され、３０個のシンボルが利用されること
を生じ得ることを示している。
【０１６２】
　[00183]図８Ｈは、表４中の第２のオプション（オフセット１３の場合のＳＣｉ（０）
＝－１０９、－７８、－４７、－１６、１６、４７、７８、１０９）に対応する、８ＭＨ
ｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイロット信号を割り当てる一例を
示す別の表である。図示のように、各列は、パイロット信号の送信のために使用されるシ
ンボルを示す。さらに、各行は、所与のシンボル中でパイロット信号の送信のために使用
されるトーンを示す。図８Ｈに示す８ＭＨｚ帯域幅システムは２４２個のトーンを含む。
さらに、シンボルごとのパイロット信号の送信のために、８つのトーンが使用される。し
たがって、２４２個のトーンの各々を介してパイロット信号を送信するために、２４２／
８＝３０．２５個のシンボルが必要とされる。図８Ｈに示す表では、いくつかのトーンが
繰り返される。たとえば、トーン±２および±１２２は、シンボル６、１３、１８、およ
び２５中で繰り返される。
【０１６３】
　[00184]図８Ｉは、低減されたサイクル長を使用して、表５の第１のオプション（オフ
セット８の場合のＳＣｉ（０）＝－１０７、－７７、－４７、－１７、１７、４７、７７
、１０７）に対応する、８ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパイ
ロット信号を割り当てる一例を示す別の表である。図示のように、各列は、パイロット信
号の送信のために使用されるシンボルを示す。さらに、各行は、所与のシンボル中でパイ
ロット信号の送信のために使用されるトーンを示す。図８Ｉに示す８ＭＨｚ帯域幅システ
ムは２４２個のトーンを含む。さらに、シンボルごとのパイロット信号の送信のために、



(34) JP 2018-67936 A 2018.4.26

10

20

30

40

50

８つのトーンが使用される。したがって、２４２個のトーンの各々を介してパイロット信
号を送信するために、２４２／８＝３０．２５個のシンボルが必要とされる。しかしなが
ら、図８Ｉに示すこの低減されたサイクル長では、１５個のシンボルのみが必要とされる
。この例では、奇数番号のトーンのみがパイロット信号を送信する。ＳＣi

(0)の初期値が
奇数｛－１０７，－７７，－４７，－１７，１７，４７，７７，１０７｝であり、δが（
表５のδについての第１のオプションとして示したように）偶数（８）であるので、偶数
番号のトーンはサイクルの間のポイントにおいてパイロット信号を送信しない。偶数番号
のトーンがサイクルの間にパイロット信号を送信しないので、偶数番号のトーンは近くの
奇数番号のトーンの補間を必要とする。シンボルはインデックス値０～１４で標示される
。シンボルはインデックス０～１４から連続的に送信され得る。さらに、シンボルの送信
はラウンドロビン方式で行われ得、これは、シンボルインデックス１４に達したとき、パ
イロット信号の送信がシンボルインデックス０において再開し、再び連続的に進むことを
意味する。パイロット信号はまた、シンボルごとの８つのインデックス（０、１、２、３
、４、５、６、７）を用いてインデックス付けされる。各表要素の値は、パイロット信号
が所与のシンボルの間にそれを介して送信されるべきであるトーンであるので、所与のシ
ンボルについてのパイロットインデックスの順序は重要でないことに留意されたい。
【０１６４】
　[00185]図８Ｊは、低減されたサイクル長を使用して、表５の第２のオプション（オフ
セット１２の場合のＳＣｉ（０）＝－１１２、－８０、－４８、－１６、１６、４８、８
０、１１２）に対応する、８ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信ネットワークにおいてトーンにパ
イロット信号を割り当てる一例を示す別の表である。図示のように、各列は、パイロット
信号の送信のために使用されるシンボルを示す。さらに、各行は、所与のシンボル中でパ
イロット信号の送信のために使用されるトーンを示す。図８Ｊに示す８ＭＨｚ帯域幅シス
テムは２４２個のトーンを含む。さらに、シンボルごとのパイロット信号の送信のために
、８つのトーンが使用される。したがって、２４２個のトーンの各々を介してパイロット
信号を送信するために、２４２／８＝３０．２５個のシンボルが必要とされる。しかしな
がら、図８Ｊに示すこの低減されたサイクル長では、８つのシンボルのみが必要とされる
。この例では、偶数番号のトーンのみがパイロット信号を送信する。ＳＣi

(0)の初期値が
偶数｛－１１２，－８０，－４８，－１６，１６，４８，８０，１１２｝であり、δが（
表５のδについての第２のオプションとして示したように）偶数（１２）であるので、奇
数番号のトーンはサイクルの間のポイントにおいてパイロット信号を送信しない。奇数番
号のトーンがサイクルの間にパイロット信号を送信しないので、奇数番号のトーンは近く
の偶数番号のトーンの補間を必要とする。シンボルはインデックス値０～７で標示される
。シンボルはインデックス０～７から連続的に送信され得る。さらに、シンボルの送信は
ラウンドロビン方式で行われ得、これは、シンボルインデックス７に達したとき、パイロ
ット信号の送信がシンボルインデックス０において再開し、再び連続的に進むことを意味
する。パイロット信号はまた、シンボルごとの８つのインデックス（０、１、２、３、４
、５、６、７）を用いてインデックス付けされる。各表要素の値は、パイロット信号が所
与のシンボルの間にそれを介して送信されるべきであるトーンであるので、所与のシンボ
ルについてのパイロットインデックスの順序は重要でないことに留意されたい。
【０１６５】
　[00186]図８Ｊでは、ｃｌｉｐ［＊］関数の使用は、シンボル２、４、および７中で確
認され得る。パイロット信号ロケーション８２４Ａにおいて、前のパイロット信号ロケー
ション１１２は、オフセットδ１２に加算され、係数後に１２４を生じることになるので
、ｃｌｉｐ［＊］関数がない上記の公式の使用は、結果１２２を戻すことになる。しかし
ながら、１２４がトーンの適切な範囲外の値であるので、ｃｌｉｐ［＊］関数は、戻り値
１２４を、前のパイロット信号ロケーションと符号を共有する最も近い適切な偶数トーン
値に変換することになる。パイロット信号ロケーション８２４Ａの場合、前のパイロット
信号ロケーションは１１２であった。これは、１１２と符号を共有する、１２４に最も近
い適切なトーン値が１２２であることを意味し、したがって、ｃｌｉｐ［＊］関数は１２
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４を１２２に変換することになる。同様の方法で、パイロット信号ロケーション８２４Ｂ
において、０が８ＭＨｚ帯域幅システムではＤＣトーンであり、２が前のパイロット信号
ロケーション１１６と符号を共有する０に最も近い適切なトーンであるので、０が適切な
パイロット信号ロケーションでないので、ｃｌｉｐ［＊］関数は０を２に変換することに
なる。
【０１６６】
　[00187]さらに、上記で説明し、図５～図９に示したように、シンボルにマッピングさ
れたパイロットインデックスは、ＭＩＭＯ実装形態において使用され得る。たとえば、一
実装形態では、ＭＩＭＯは、補間を介してサポートされ得る。補間は、上記で説明したパ
イロットインデックスのための方式に基づいて行われ得る。一態様では、本明細書で説明
するパイロットインデックスのための方式は、上記で説明し、図５～図１０に示したよう
に、時間および周波数におけるパイロット展開のバランスをとることにより、ＭＩＭＯお
よび補間とともに使用するための様々な利点を提供し得る。たとえば、パイロットは、Ｏ
ＦＤＭシンボルごとに移動し得、１／２／４ＭＨｚ帯域幅ＯＦＤＭ通信のためのすべての
トーンを更新することは、２０個のシンボルよりも少ないシンボルを取り得る。ＭＩＭＯ
の場合、パイロット更新期間は、ストリームの数に比例して増大し得る。さらに、上記で
説明し、図５～図１０に示したように、オフセット値は１よりも大きくなり得る。一態様
では、１よりも大きいオフセットは、ＭＩＭＯとともに補間のための様々な利益を提供し
得る。たとえば、１に等しいオフセットの場合、最近更新されたネイバーは、周波数領域
の一方の側にのみ存在し得るが、信頼できない補間を生じ得る反対側には存在し得ない。
【０１６７】
　[00188]以下の表６に、（たとえば、ＭＩＭＯ実装形態において）複数のアンテナを感
知するための追加のＳＴＳのために同じパイロットロケーションにおいてとどまることを
含む時空間ブロックコーディング方式の一例を示す。表７に、コヒーレンス時間制約を満
たすために利用可能である異なるオプションを示す。
【０１６８】
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【表６】

【０１６９】
　[00189]表６を参照すると、歩行パイロットパターンのサイクルは、時空間ストリーム
（ＳＴＳ：space time stream）の数に比例して増加する。コヒーレンス時間制約を満た
すために、オプションＡ～Ｃが選定され得る。表７に示された方式は、チャネル推定のた
めの時分割多元接続（ＴＤＭＡ）または符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）のいずれかに適応
するのに十分フレキシブルである。たとえば、チャネル推定のためのＴＤＭＡの場合、１
つのアンテナは、あるＯＦＤＭシンボルにおいて正規化電力でパイロットを送信し得る。
別の例として、チャネル推定のためのＣＤＭＡの場合、すべてのアンテナは、１／２／４
シンボルのグループごとに直交マッピング行列を用いてパイロットを送信する。表７の方
式は、システムが３つのＳＴＳを扱うことを可能にする。さらに、補間パターンは、すべ
てのアンテナについて同じであり得る。
【０１７０】
　[00190]別のＳＴＢＣ方式は、追加のＳＴＳのために同じパイロットロケーション上に
とどまるのではなく、ＳＴＳ１、２、３、および４のために異なる初期パイロットロケー
ションを選定し得る。たとえば、２ＭＨｚ　ＢＷの場合の初期パイロットロケーションは
、第１のＳＴＳのための｛－２１，－７，７，２１｝、第２のＳＴＳのための｛－１９，
－５，９，２３｝、第３のＳＴＳのための｛－２０，－６，８，２２｝、および第４のＳ
ＴＳのための｛－１８，－４，１０，２４｝であり得る。補間パターンは、この方式では
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異なるＳＴＳについて異なり得る。
【０１７１】
　[00191]図１０に、パイロットトーンを送信するための例示的な方法のフローチャート
を示す。ブロック１００２において、本方法は、本明細書で説明する態様に従ってトーン
上の送信のためのパイロット信号を生成することを含む。ブロック１００４において、パ
イロット信号を送信する。
【０１７２】
　[00192]図１１に、パイロットトーンを受信するための例示的な方法のフローチャート
を示す。ブロック１１０２において、本方法は、１つまたは複数のトーン上でパイロット
信号を受信することを含む。ブロック１１０４において、チャネル推定のためにパイロッ
ト信号を使用する。
【０１７３】
　[00193]図１２は、ワイヤレス通信システム１００内で採用され得る別の例示的なワイ
ヤレスデバイス１２００の機能ブロック図である。ワイヤレス通信デバイスが、図１２に
示すワイヤレス通信デバイスよりも多くの構成要素を有し得ることを、当業者ならば諒解
されよう。図示するワイヤレス通信デバイス１２００は、いくつかの実装形態のいくつか
の顕著な特徴について説明するために有用なそれらの構成要素のみを含む。デバイス１２
００は、本明細書で説明する態様に従ってトーン上の送信のためのパイロット信号を生成
するためのパイロット生成器１２０４を含む。パイロット生成器１２０４は、図１０に示
したブロック１００２に関して上記で説明した１つまたは複数の機能を実行するように構
成され得る。パイロット生成器１２０４はプロセッサ２０４に対応し得る。場合によって
は、生成するための手段はパイロット生成器１２０４を含み得る。デバイス１２００は、
生成されたパイロット信号をワイヤレス送信するための送信モジュール１２０６をさらに
備える。送信モジュール１２０６は、図１０に示したブロック１００４に関して上記で説
明した１つまたは複数の機能を実行するように構成され得る。送信モジュール１２０６は
送信機２１０に対応し得る。いくつかの場合には、送信するための手段は送信モジュール
１２０６を含み得る。
【０１７４】
　[00194]図１３は、ワイヤレス通信システム１００内で採用され得るまた別の例示的な
ワイヤレスデバイス１３００の機能ブロック図である。デバイス１３００は、データをワ
イヤレス受信するための受信モジュール１３０２を備える。受信モジュール１３０２は、
図１１に示したブロック１１０２に関して上記で説明した機能のうちの１つまたは複数を
実行するように構成され得る。受信モジュール１３０２は受信機２１２に対応し得る。い
くつかの場合には、受信するための手段は受信モジュール１３０２を含み得る。デバイス
１３００は、受信データに基づいてチャネル情報を推定するためのチャネル推定器１３０
４をさらに備える。チャネル推定器１３０４は、図１１に示したブロック１１０４に関し
て上記で説明した機能のうちの１つまたは複数を実行するように構成され得る。場合によ
っては、チャネル推定するための手段はチャネル推定器１３０４を含み得る。
【０１７５】
　[00195]図１４に、ワイヤレスネットワークにおいて通信する例示的な方法のフローチ
ャートを示す。ブロック１４０２において、本方法は、複数のシンボルの間でパイロット
信号がその上で送信されるべきである複数のトーンを分割することであって、各シンボル
が、複数のトーンのすべてよりも少ないトーンを含み、複数のシンボルが複数のトーンの
少なくともサブセットを含む、分割することを含む。ブロック１４０４において、本方法
は、所与のシンボルの間に、所与のシンボル中に含まれるトーン上でパイロット信号を送
信することであって、パイロット信号がそれを介して送信されるトーンがシンボルごとに
変更される、送信することを含む。いくつかの態様では、複数のトーンのサブセットはト
ーンの半分を備える。いくつかの態様では、トーンの半分は偶数番号のトーンまたは奇数
番号のトーンのいずれかを含み得る。いくつかの態様では、複数のシンボルは複数のトー
ンのすべてを含む。いくつかの態様では、本方法は、複数のシンボルを複数のグループに
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分割し得る。いくつかの態様では、方法は、複数のグループの第１のグループのシンボル
の間にパイロット信号を送信し得、複数のグループの第１のグループに基づいてチャネル
推定が実行される。いくつかの態様では、複数のシンボルのうちのシンボルのうちの１つ
が複数のシンボル中で繰り返される。いくつかの態様では、本方法は、複数のシンボルを
連続的にラウンドロビン方式で送信し得る。いくつかの態様では、トーンは、以下の基準
、すなわち、トーン間のシンボル内距離を最大にすることと、トーン間のシンボル間距離
を最大にすることとのうちの少なくとも１つに基づいてシンボルの間で分割される。
【０１７６】
　[00196]図１５は、ワイヤレス通信システム１００内で採用され得る別の例示的なワイ
ヤレスデバイス１５００の機能ブロック図である。ワイヤレス通信デバイスは、図１５に
示すワイヤレス通信デバイス１５００よりも多くの構成要素を有し得ることを、当業者な
らば諒解されよう。図示するワイヤレス通信デバイス１５００は、いくつかの実装形態の
いくつかの顕著な特徴について説明するために有用なそれらの構成要素のみを含む。デバ
イス１５００は、複数のシンボルの間でパイロット信号がその上で送信されるべきである
複数のトーンを分割するための手段１５０４であって、各シンボルが、複数のトーンのす
べてよりも少ないトーンを含み、複数のシンボルが複数のトーンの少なくともサブセット
を含む、分割するための手段１５０４を含む。複数のトーンを分割するための手段１５０
４は、図１４に示したブロック１４０２に関して上記で説明した機能のうちの１つまたは
複数を実行するように構成され得る。複数のトーンを分割するための手段１５０４は、プ
ロセッサ２０４に対応し得る。デバイス１５００は、所与のシンボルの間に、所与のシン
ボル中に含まれるトーン上でパイロット信号を送信するための手段１５０６であって、パ
イロット信号がそれを介して送信されるトーンがシンボルごとに変更される、送信するた
めの手段１５０６をさらに備える。パイロット信号を送信するための手段１５０６は、図
１４に示したブロック１４０４に関して上記で説明した機能のうちの１つまたは複数を実
行するように構成され得る。パイロット信号を送信するための手段１５０６は送信機２１
０に対応し得る。
【０１７７】
　[00197]本明細書で使用する「判断」という用語は、多種多様なアクションを包含する
。たとえば、「判断」は、計算、算出、処理、導出、調査、探索（たとえば、テーブル、
データベースまたは別のデータ構造での探索）、確認などを含み得る。また、「判断」は
、受信（たとえば、情報を受信すること）、アクセス（たとえば、メモリ中のデータにア
クセスすること）などを含み得る。また、「判断」は、解決、選択、選定、確立などを含
み得る。さらに、本明細書で使用する「チャネル幅」は、いくつかの態様では帯域幅を包
含することがあるか、または帯域幅と呼ばれることもある。
【０１７８】
　[00198]本明細書で使用する、項目のリスト「のうちの少なくとも１つ」を指す句は、
単一のメンバーを含む、それらの項目の任意の組合せを指す。一例として、「ａ、ｂ、ま
たはｃのうちの少なくとも１つ」は、ａ、ｂ、ｃ、ａ－ｂ、ａ－ｃ、ｂ－ｃ、およびａ－
ｂ－ｃを包含するものとする。
【０１７９】
　[00199]上記で説明した方法の様々な動作は、（１つまたは複数の）様々なハードウェ
アおよび／またはソフトウェア構成要素、回路、および／または（１つまたは複数の）モ
ジュールなど、それらの動作を実行することが可能な任意の好適な手段によって実行され
得る。概して、図に示すどの動作も、その動作を実行することが可能な対応する機能的手
段によって実行され得る。
【０１８０】
　[00200]本開示に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および
回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（
ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ信号（ＦＰＧＡ）または他のプログ
ラマブル論理デバイス（ＰＬＤ）、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェ
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ア構成要素、あるいは本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意
の組合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり
得るが、代替として、プロセッサは、任意の市販のプロセッサ、コントローラ、マイクロ
コントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバ
イスの組合せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロ
セッサ、ＤＳＰコアと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他
のそのような構成として実装され得る。
【０１８１】
　[00201]１つまたは複数の態様では、説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、
ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装した
場合、機能は、１つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶
されるか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。コンピュータ可読媒体
は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を
含む、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、コンピュータによっ
てアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのよう
なコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ－ＲＯＭ
、あるいは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレー
ジデバイス、もしくは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを搬送また
は記憶するために使用でき、コンピュータによってアクセスできる任意の他の媒体を備え
ることができる。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえ
ば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加
入者回線（ＤＳＬ）、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使
用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケ
ーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、およびマ
イクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク
（disk）およびディスク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザーデ
ィスク（登録商標）（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（
ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク（disk）およびｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）
ディスク（disc）を含み、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的に再生し、ディス
ク（disc）は、データをレーザーで光学的に再生する。したがって、いくつかの態様では
、コンピュータ可読媒体は非一時的コンピュータ可読媒体（たとえば、有形媒体）を備え
得る。さらに、いくつかの態様では、コンピュータ可読媒体は一時的コンピュータ可読媒
体（たとえば、信号）を備え得る。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含め
るべきである。
【０１８２】
　[00202]本明細書で開示する方法は、説明した方法を達成するための１つまたは複数の
ステップまたはアクションを備える。本方法のステップおよび／またはアクションは、特
許請求の範囲から逸脱することなく互いに交換され得る。言い換えれば、ステップまたは
アクションの特定の順序が指定されない限り、特定のステップおよび／またはアクション
の順序および／または使用は特許請求の範囲から逸脱することなく変更され得る。
【０１８３】
　[00203]説明された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそ
れらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装した場合、機能は１つまたは複
数の命令としてコンピュータ可読媒体上に記憶され得る。記憶媒体は、コンピュータによ
ってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのよ
うなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、あるいは
他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス
、もしくは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを搬送または記憶する
ために使用でき、コンピュータによってアクセスできる任意の他の媒体を備えることがで
きる。本明細書で使用するディスク（disk）およびディスク（disc）は、コンパクトディ
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スク（disc）（ＣＤ）、レーザーディスク（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用
途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピーディスク（disk）およびＢｌｕ－ｒａｙ（登
録商標）ディスク（disc）を含み、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的に再生し
、ディスク（disc）は、データをレーザーで光学的に再生する。
【０１８４】
　[00204]したがって、いくつかの態様は、本明細書で提示した動作を実行するためのコ
ンピュータプログラム製品を備え得る。たとえば、そのようなコンピュータプログラム製
品は、本明細書で説明した動作を実行するために１つまたは複数のプロセッサによって実
行可能である命令を記憶した（および／または符号化した）コンピュータ可読媒体を備え
得る。いくつかの態様では、コンピュータプログラム製品はパッケージング材料を含み得
る。
【０１８５】
　[00205]ソフトウェアまたは命令はまた、伝送媒体を介して送信され得る。たとえば、
ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者
回線（ＤＳＬ）、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用し
て、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブ
ル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、およびマイク
ロ波などのワイヤレス技術は、伝送媒体の定義に含まれる。
【０１８６】
　[00206]さらに、本明細書で説明した方法および技法を実行するためのモジュールおよ
び／または他の適切な手段は、適用可能な場合にユーザ端末および／または基地局によっ
てダウンロードされ、および／または他の方法で取得され得ることを諒解されたい。たと
えば、そのようなデバイスは、本明細書で説明した方法を実行するための手段の転送を可
能にするためにサーバに結合され得る。代替的に、本明細書で説明した様々な方法は、ユ
ーザ端末および／または基地局が記憶手段をデバイスに結合するかまたは与えると様々な
方法を得ることができるように、記憶手段（たとえば、ＲＡＭ、ＲＯＭ、コンパクトディ
スク（ＣＤ）またはフロッピーディスクなどの物理記憶媒体など）によって提供され得る
。その上、本明細書で説明した方法および技法をデバイスに提供するための任意の他の好
適な技法が利用され得る。
【０１８７】
　[00207]特許請求の範囲は、上記に示した正確な構成および構成要素に限定されないこ
とを理解されたい。上記で説明した方法および装置の構成、動作および詳細において、特
許請求の範囲から逸脱することなく、様々な改変、変更および変形が行われ得る。
【０１８８】
　[00208]上記は本開示の態様を対象とするが、本開示の他の態様およびさらなる態様は
、それの基本的範囲から逸脱することなく考案され得、それの範囲は以下の特許請求の範
囲によって判断される。
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【手続補正書】
【提出日】平成29年12月20日(2017.12.20)
【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】
　複数のシンボルの間でパイロット信号がその上で送信されるべきである複数のトーンを
分割するように構成されたプロセッサ、ここにおいて、各シンボルが、前記複数のトーン
のすべてよりも少ないトーンを含み、前記複数のシンボルが前記複数のトーンの少なくと
もサブセットを含む、と、
　所与のシンボルの間に、前記所与のシンボル中に含まれる前記トーン上でパイロット信
号を送信するように構成された送信機、ここにおいて、前記パイロット信号がそれを介し
て送信される前記トーンがシンボルごとに変更され、前記パイロット信号を送信すること
は、奇数番号または偶数番号のトーンインデックスを有するトーンのみで前記パイロット
信号を送信することを備える、と、
を備えるワイヤレス通信装置。
【請求項２】
　前記複数のトーンの前記サブセットが前記トーンの半分を備える、請求項１に記載のワ
イヤレス通信装置。
【請求項３】
　前記トーンの前記半分が偶数番号のトーンまたは奇数番号のトーンのいずれかを備える
、請求項２に記載のワイヤレス通信装置。
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【請求項４】
　前記複数のシンボルが前記複数のトーンのすべてを含む、請求項１に記載のワイヤレス
通信装置。
【請求項５】
　前記プロセッサが、前記複数のシンボルを複数のグループに分割するようにさらに構成
された、請求項４に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項６】
　前記送信機が、前記複数のグループの第１のグループの前記シンボルの間に前記パイロ
ット信号を送信するようにさらに構成され、前記複数のグループの前記第１のグループに
基づいてチャネル推定が実行される、請求項５に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項７】
　前記複数のシンボルのうちのシンボルのうちの１つが前記複数のシンボル中で繰り返さ
れる、請求項４に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項８】
　前記送信機が、前記複数のシンボルを連続的にラウンドロビン方式で送信するようにさ
らに構成された、請求項４に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項９】
　前記トーンが、以下の基準、すなわち、トーン間のシンボル内距離を最大にすることと
、トーン間のシンボル間距離を最大にすることとのうちの少なくとも１つに基づいて前記
シンボルの間で分割される、請求項４に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項１０】
　ワイヤレスネットワークにおいて通信する方法であって、前記方法は、
　複数のシンボルの間でパイロット信号がその上で送信されるべきである複数のトーンを
分割すること、ここにおいて、各シンボルが、前記複数のトーンのすべてよりも少ないト
ーンを含み、前記複数のシンボルが前記複数のトーンの少なくともサブセットを含む、と
、
　所与のシンボルの間に、前記所与のシンボル中に含まれる前記トーン上でパイロット信
号を送信すること、ここにおいて、前記パイロット信号がそれを介して送信される前記ト
ーンがシンボルごとに変更され、前記パイロット信号を送信することは、奇数番号または
偶数番号のトーンインデックスを有するトーンのみで前記パイロット信号を送信すること
を備える、と、
を備える、方法。
【請求項１１】
　前記複数のトーンの前記サブセットが前記トーンの半分を備える、請求項１０に記載の
方法。
【請求項１２】
　前記トーンの前記半分が偶数番号のトーンまたは奇数番号のトーンのいずれかを備える
、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記複数のシンボルが前記複数のトーンのすべてを含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記複数のシンボルを複数のグループに分割することをさらに備える、請求項１３に記
載の方法。
【請求項１５】
　前記複数のグループの第１のグループの前記シンボルの間に前記パイロット信号を送信
することをさらに備え、前記複数のグループの前記第１のグループに基づいてチャネル推
定が実行される、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記複数のシンボルのうちのシンボルのうちの１つが前記複数のシンボル中で繰り返さ
れる、請求項１３に記載の方法。
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【請求項１７】
　前記複数のシンボルを連続的にラウンドロビン方式で送信することをさらに備える、請
求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
　前記トーンが、以下の基準、すなわち、トーン間のシンボル内距離を最大にすることと
、トーン間のシンボル間距離を最大にすることとのうちの少なくとも１つに基づいて前記
シンボルの間で分割される、請求項１３に記載の方法。
【請求項１９】
　複数のシンボルの間でパイロット信号がその上で送信されるべきである複数のトーンを
分割するための手段、ここにおいて、各シンボルが、前記複数のトーンのすべてよりも少
ないトーンを含み、前記複数のシンボルが前記複数のトーンの少なくともサブセットを含
む、と、
　所与のシンボルの間に、前記所与のシンボル中に含まれる前記トーン上でパイロット信
号を送信するための手段、ここにおいて、前記パイロット信号がそれを介して送信される
前記トーンがシンボルごとに変更され、前記パイロット信号を送信するための手段は、奇
数番号または偶数番号のトーンインデックスを有するトーンのみで前記パイロット信号を
送信するための手段を備える、と、
を備えるワイヤレス通信装置。
【請求項２０】
　前記複数のトーンの前記サブセットが前記トーンの半分を備える、請求項１９に記載の
ワイヤレス通信装置。
【請求項２１】
　前記トーンの前記半分が偶数番号のトーンまたは奇数番号のトーンのいずれかを備える
、請求項２０に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項２２】
　前記複数のシンボルが前記複数のトーンのすべてを含む、請求項１９に記載のワイヤレ
ス通信装置。
【請求項２３】
　分割するための前記手段が、前記複数のシンボルを複数のグループに分割するようにさ
らに構成された、請求項２２に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項２４】
　送信するための前記手段が、前記複数のグループの第１のグループの前記シンボルの間
に前記パイロット信号を送信するようにさらに構成され、前記複数のグループの前記第１
のグループに基づいてチャネル推定が実行される、請求項２３に記載のワイヤレス通信装
置。
【請求項２５】
　前記複数のシンボルのうちのシンボルのうちの１つが前記複数のシンボル中で繰り返さ
れる、請求項２２に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項２６】
　送信するための前記手段が、前記複数のシンボルを連続的にラウンドロビン方式で送信
するようにさらに構成された、請求項２２に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項２７】
　前記トーンが、以下の基準、すなわち、トーン間のシンボル内距離を最大にすることと
、トーン間のシンボル間距離を最大にすることとのうちの少なくとも１つに基づいて前記
シンボルの間で分割される、請求項２２に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項２８】
　複数のシンボルの間でパイロット信号がその上で送信されるべきである複数のトーンを
分割するためのコード、ここにおいて、各シンボルが、前記複数のトーンのすべてよりも
少ないトーンを含み、前記複数のシンボルが前記複数のトーンの少なくともサブセットを
含む、と、
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　所与のシンボルの間に、前記所与のシンボル中に含まれる前記トーン上でパイロット信
号を送信するためのコード、ここにおいて、前記パイロット信号がそれを介して送信され
る前記トーンがシンボルごとに変更され、前記パイロット信号を送信することは、奇数番
号または偶数番号のトーンインデックスを有するトーンのみで前記パイロット信号を送信
することを備える、と、
を備える、コンピュータプログラム。
【請求項２９】
　前記複数のトーンの前記サブセットが前記トーンの半分を備える、請求項２８に記載の
コンピュータプログラム。
【請求項３０】
　前記トーンの前記半分が偶数番号のトーンまたは奇数番号のトーンのいずれかを備える
、請求項２９に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３１】
　前記複数のシンボルが前記複数のトーンのすべてを含む、請求項２８に記載のコンピュ
ータプログラム。
【請求項３２】
　前記複数のシンボルを複数のグループに分割するためのコードをさらに備える、請求項
３１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３３】
　前記複数のグループの第１のグループの前記シンボルの間に前記パイロット信号を送信
するためのコードをさらに備え、前記複数のグループの前記第１のグループに基づいてチ
ャネル推定が実行される、請求項３２に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３４】
　前記複数のシンボルのうちのシンボルのうちの１つが前記複数のシンボル中で繰り返さ
れる、請求項３１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３５】
　前記複数のシンボルを連続的にラウンドロビン方式で送信するためのコードをさらに備
える、請求項３１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３６】
　前記トーンが、以下の基準、すなわち、トーン間のシンボル内距離を最大にすることと
、トーン間のシンボル間距離を最大にすることとのうちの少なくとも１つに基づいて前記
シンボルの間で分割される、請求項３１に記載のコンピュータプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１８８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１８８】
　[00208]上記は本開示の態様を対象とするが、本開示の他の態様およびさらなる態様は
、それの基本的範囲から逸脱することなく考案され得、それの範囲は以下の特許請求の範
囲によって判断される。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　　［Ｃ１］
　複数のシンボルの間でパイロット信号がその上で送信されるべきである複数のトーンを
分割するように構成されたプロセッサ、ここにおいて、各シンボルが、前記複数のトーン
のすべてよりも少ないトーンを含み、前記複数のシンボルが前記複数のトーンの少なくと
もサブセットを含む、と、
　所与のシンボルの間に、前記所与のシンボル中に含まれる前記トーン上でパイロット信
号を送信するように構成された送信機、ここにおいて、前記パイロット信号がそれを介し
て送信される前記トーンがシンボルごとに変更される、と、
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を備えるワイヤレス通信装置。
　　［Ｃ２］
　前記複数のトーンの前記サブセットが前記トーンの半分を備える、［Ｃ１］に記載のワ
イヤレス通信装置。
　　［Ｃ３］
　前記トーンの前記半分が偶数番号のトーンまたは奇数番号のトーンのいずれかを備える
、［Ｃ２］に記載のワイヤレス通信装置。
　　［Ｃ４］
　前記複数のシンボルが前記複数のトーンのすべてを含む、［Ｃ１］に記載のワイヤレス
通信装置。
　　［Ｃ５］
　前記プロセッサが、前記複数のシンボルを複数のグループに分割するようにさらに構成
された、［Ｃ４］に記載のワイヤレス通信装置。
　　［Ｃ６］
　前記送信機が、前記複数のグループの第１のグループの前記シンボルの間に前記パイロ
ット信号を送信するようにさらに構成され、前記複数のグループの前記第１のグループに
基づいてチャネル推定が実行される、［Ｃ５］に記載のワイヤレス通信装置。
　　［Ｃ７］
　前記複数のシンボルのうちのシンボルのうちの１つが前記複数のシンボル中で繰り返さ
れる、［Ｃ４］に記載のワイヤレス通信装置。
　　［Ｃ８］
　前記送信機が、前記複数のシンボルを連続的にラウンドロビン方式で送信するようにさ
らに構成された、［Ｃ４］に記載のワイヤレス通信装置。
　　［Ｃ９］
　前記トーンが、以下の基準、すなわち、トーン間のシンボル内距離を最大にすることと
、トーン間のシンボル間距離を最大にすることとのうちの少なくとも１つに基づいて前記
シンボルの間で分割される、［Ｃ４］に記載のワイヤレス通信装置。
　　［Ｃ１０］
　ワイヤレスネットワークにおいて通信する方法であって、前記方法は、
　複数のシンボルの間でパイロット信号がその上で送信されるべきである複数のトーンを
分割すること、ここにおいて、各シンボルが、前記複数のトーンのすべてよりも少ないト
ーンを含み、前記複数のシンボルが前記複数のトーンの少なくともサブセットを含む、と
、
　所与のシンボルの間に、前記所与のシンボル中に含まれる前記トーン上でパイロット信
号を送信すること、ここにおいて、前記パイロット信号がそれを介して送信される前記ト
ーンがシンボルごとに変更される、と、
を備える、方法。
　　［Ｃ１１］
　前記複数のトーンの前記サブセットが前記トーンの半分を備える、［Ｃ１０］に記載の
方法。
　　［Ｃ１２］
　前記トーンの前記半分が偶数番号のトーンまたは奇数番号のトーンのいずれかを備える
、［Ｃ１１］に記載の方法。
　　［Ｃ１３］
　前記複数のシンボルが前記複数のトーンのすべてを含む、［Ｃ１０］に記載の方法。
　　［Ｃ１４］
　前記複数のシンボルを複数のグループに分割することをさらに備える、［Ｃ１３］に記
載の方法。
　　［Ｃ１５］
　前記複数のグループの第１のグループの前記シンボルの間に前記パイロット信号を送信
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することをさらに備え、前記複数のグループの前記第１のグループに基づいてチャネル推
定が実行される、［Ｃ１４］に記載の方法。
　　［Ｃ１６］
　前記複数のシンボルのうちのシンボルのうちの１つが前記複数のシンボル中で繰り返さ
れる、［Ｃ１３］に記載の方法。
　　［Ｃ１７］
　前記複数のシンボルを連続的にラウンドロビン方式で送信することをさらに備える、［
Ｃ１３］に記載の方法。
　　［Ｃ１８］
　前記トーンが、以下の基準、すなわち、トーン間のシンボル内距離を最大にすることと
、トーン間のシンボル間距離を最大にすることとのうちの少なくとも１つに基づいて前記
シンボルの間で分割される、［Ｃ１３］に記載の方法。
　　［Ｃ１９］
　複数のシンボルの間でパイロット信号がその上で送信されるべきである複数のトーンを
分割するための手段、ここにおいて、各シンボルが、前記複数のトーンのすべてよりも少
ないトーンを含み、前記複数のシンボルが前記複数のトーンの少なくともサブセットを含
む、と、
　所与のシンボルの間に、前記所与のシンボル中に含まれる前記トーン上でパイロット信
号を送信するための手段、ここにおいて、前記パイロット信号がそれを介して送信される
前記トーンがシンボルごとに変更される、と、
を備えるワイヤレス通信装置。
　　［Ｃ２０］
　前記複数のトーンの前記サブセットが前記トーンの半分を備える、［Ｃ１９］に記載の
ワイヤレス通信装置。
　　［Ｃ２１］
　前記トーンの前記半分が偶数番号のトーンまたは奇数番号のトーンのいずれかを備える
、［Ｃ２０］に記載のワイヤレス通信装置。
　　［Ｃ２２］
　前記複数のシンボルが前記複数のトーンのすべてを含む、［Ｃ１９］に記載のワイヤレ
ス通信装置。
　　［Ｃ２３］
　分割するための前記手段が、前記複数のシンボルを複数のグループに分割するようにさ
らに構成された、［Ｃ２２］に記載のワイヤレス通信装置。
　　［Ｃ２４］
　送信するための前記手段が、前記複数のグループの第１のグループの前記シンボルの間
に前記パイロット信号を送信するようにさらに構成され、前記複数のグループの前記第１
のグループに基づいてチャネル推定が実行される、［Ｃ２３］に記載のワイヤレス通信装
置。
　　［Ｃ２５］
　前記複数のシンボルのうちのシンボルのうちの１つが前記複数のシンボル中で繰り返さ
れる、［Ｃ２２］に記載のワイヤレス通信装置。
　　［Ｃ２６］
　送信するための前記手段が、前記複数のシンボルを連続的にラウンドロビン方式で送信
するようにさらに構成された、［Ｃ２２］に記載のワイヤレス通信装置。
　　［Ｃ２７］
　前記トーンが、以下の基準、すなわち、トーン間のシンボル内距離を最大にすることと
、トーン間のシンボル間距離を最大にすることとのうちの少なくとも１つに基づいて前記
シンボルの間で分割される、［Ｃ２２］に記載のワイヤレス通信装置。
　　［Ｃ２８］
　複数のシンボルの間でパイロット信号がその上で送信されるべきである複数のトーンを
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分割するためのコード、ここにおいて、各シンボルが、前記複数のトーンのすべてよりも
少ないトーンを含み、前記複数のシンボルが前記複数のトーンの少なくともサブセットを
含む、と、
　所与のシンボルの間に、前記所与のシンボル中に含まれる前記トーン上でパイロット信
号を送信するためのコード、ここにおいて、前記パイロット信号がそれを介して送信され
る前記トーンがシンボルごとに変更される、と、
を備えるコンピュータ可読媒体
を備える、コンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ２９］
　前記複数のトーンの前記サブセットが前記トーンの半分を備える、［Ｃ２８］に記載の
コンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ３０］
　前記トーンの前記半分が偶数番号のトーンまたは奇数番号のトーンのいずれかを備える
、［Ｃ２９］に記載のコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ３１］
　前記複数のシンボルが前記複数のトーンのすべてを含む、［Ｃ２８］に記載のコンピュ
ータプログラム製品。
　　［Ｃ３２］
　前記コンピュータ可読媒体が、前記複数のシンボルを複数のグループに分割するための
コードをさらに備える、［Ｃ３１］に記載のコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ３３］
　前記コンピュータ可読媒体が、前記複数のグループの第１のグループの前記シンボルの
間に前記パイロット信号を送信するためのコードをさらに備え、前記複数のグループの前
記第１のグループに基づいてチャネル推定が実行される、［Ｃ３２］に記載のコンピュー
タプログラム製品。
　　［Ｃ３４］
　前記複数のシンボルのうちのシンボルのうちの１つが前記複数のシンボル中で繰り返さ
れる、［Ｃ３１］に記載のコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ３５］
　前記コンピュータ可読媒体が、前記複数のシンボルを連続的にラウンドロビン方式で送
信するためのコードをさらに備える、［Ｃ３１］に記載のコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ３６］
　前記トーンが、以下の基準、すなわち、トーン間のシンボル内距離を最大にすることと
、トーン間のシンボル間距離を最大にすることとのうちの少なくとも１つに基づいて前記
シンボルの間で分割される、［Ｃ３１］に記載のコンピュータプログラム製品。



(59) JP 2018-67936 A 2018.4.26

10

20

フロントページの続き

(31)優先権主張番号  61/719,316
(32)優先日　　　　  平成24年10月26日(2012.10.26)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  13/706,816
(32)優先日　　　　  平成24年12月6日(2012.12.6)
(33)優先権主張国　  米国(US)

(72)発明者  リン・ヤン
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９２１２１－１７１４、サン・ディエゴ、モアハウス・ドラ
            イブ　５７７５
(72)発明者  ディディエー・ヨハネ・リチャード・バン・ネー
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９２１２１－１７１４、サン・ディエゴ、モアハウス・ドラ
            イブ　５７７５
(72)発明者  ヘマンス・サンパス
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９２１２１－１７１４、サン・ディエゴ、モアハウス・ドラ
            イブ　５７７５
(72)発明者  サミーア・ベルマニ
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９２１２１－１７１４、サン・ディエゴ、モアハウス・ドラ
            イブ　５７７５
(72)発明者  タオ・ティアン
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９２１２１－１７１４、サン・ディエゴ、モアハウス・ドラ
            イブ　５７７５
Ｆターム(参考) 5K067 DD11 



(60) JP 2018-67936 A 2018.4.26

【外国語明細書】
2018067936000001.pdf


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	overflow
	foreign-language-body

