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(57)【要約】
　オーバーヘッドが小さく継続時間が拡張されたサイク
リックプレフィックスが開示され、ここで、公称の25リ
ソースブロック(RB)当たりに300キャリアの規定を越え
るキャリアの整数倍のシーケンスが、サイクリックプレ
フィックスオーバーヘッドを規範的な20%よりも下方へ
低減させるように選択される。継続時間の集合が、次い
で、シンボル継続時間および継続時間が拡張されたサイ
クリックプレフィックスの結合された継続時間を、各RB
に対するキャリアとして整数とする、キャリアのそのよ
うな各整数倍のシーケンスと関連して形成される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブロードキャストで送信されるべき直交分割多元接続(OFDMA)シンボルのためのサイク
リックプレフィックスオーバーヘッドを選択するステップであって、前記サイクリックプ
レフィックスオーバーヘッドは、標準的なキャリア対リソースブロック(RB)の規定の整数
倍に基づいて決定されるステップと、
　前記OFDMAシンボルのためのサイクリックプレフィックス継続時間を選択するステップ
であって、前記サイクリックプレフィックス継続時間は、前記標準的なキャリア対RBの規
定の前記整数倍に基づいて、RB当たり整数個のキャリアをもたらすように決定されるステ
ップと、
　前記サイクリックプレフィックス継続時間およびサイクリックプレフィックスオーバー
ヘッドを使用して前記OFDMAシンボルを送信するステップと
　を備えるワイヤレス通信の方法。
【請求項２】
　前記標準的なキャリア対RBの規定の前記整数倍は、分母が180の分数サイクリックプレ
フィックスに基づいて決定される、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　RB当たりのキャリアの前記整数は、式:
　RB当たりのキャリアの数=180,000(Hz)×総継続時間(秒)(1-分数サイクリックプレフィ
ックス)に従って決定され、180,000(Hz)はRBの帯域幅を表し、前記総継続時間(秒単位)は
OFDMAシンボル時間と前記サイクリックプレフィックス継続時間との合計を表す、
　請求項2に記載の方法。
【請求項４】
　前記分数サイクリックプレフィックスは、式:
　分数サイクリックプレフィックス=N/180に従って決定され、Nは整数値を表す、
　請求項2に記載の方法。
【請求項５】
　前記総継続時間を選択する前記ステップは、
　シンボル継続時間と、複数のサイクリックプレフィックス継続時間のうちの1つとを含
む所望の継続時間を選択するステップを備え、前記選択された所望の継続時間は、RB当た
り前記整数個のキャリアをもたらす、
　請求項2に記載の方法。
【請求項６】
　前記総継続時間は1、2、3、4、5、6、7、8、9、および10ミリ秒を含む、請求項2に記載
の方法。
【請求項７】
　前記整数倍は、
　公称の25RB当たり300キャリアに対して整数個のキャリアをもたらすように選択される
キャリア数を備え、前記選択されたキャリア数は、前記選択されたキャリア数に従って前
記サイクリックプレフィックス継続時間が変化することを可能にする、
　請求項1に記載の方法。
【請求項８】
　前記サイクリックプレフィックス継続時間を選択する前記ステップは、
　シンボル継続時間と、複数のサイクリックプレフィックス継続時間のうちの1つとを含
む所望の継続時間を選択するステップを備え、前記選択された所望の継続時間は、RB当た
り前記整数個のキャリアをもたらす、
　請求項1に記載の方法。
【請求項９】
　前記複数のサイクリックプレフィックス継続時間の各々は、前記選択されたサイクリッ
クプレフィックスオーバーヘッドを維持する、請求項8に記載の方法。
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【請求項１０】
　前記複数のサイクリックプレフィックス継続時間は、RB当たり前記整数個のキャリアを
もたらす2.5、5、および10ミリ秒の継続時間を含む、請求項9に記載の方法。
【請求項１１】
　より大きい数のキャリア対RBのための前記標準的なキャリア対RBの定義の前記整数倍は
、より小さいサイクリックプレフィックスオーバーヘッドをもたらす、請求項1に記載の
方法。
【請求項１２】
　前記整数倍は、370キャリアから300キャリアまでの間のキャリアのシーケンスを備え、
前記シーケンスは、各組合せを用いて5キャリアごとに変化し、前記キャリアのシーケン
スは、一群の利用可能なサイクリックプレフィックスオーバーヘッドをN×1.33%ステップ
で生成する、請求項1に記載の方法。
【請求項１３】
　ブロードキャストで送信されるべき直交分割多元接続(OFDMA)シンボルのためのサイク
リックプレフィックスオーバーヘッドを選択するための手段であって、前記サイクリック
プレフィックスオーバーヘッドは、標準的なキャリア対リソースブロック(RB)の規定の整
数倍に基づいて決定される手段と、
　前記OFDMAシンボルのためのサイクリックプレフィックス継続時間を選択するための手
段であって、前記サイクリックプレフィックス継続時間は、前記標準的なキャリア対RBの
規定の前記整数倍に基づいて、RB当たり整数個のキャリアをもたらすように決定される手
段と、
　前記サイクリックプレフィックス継続時間およびサイクリックプレフィックスオーバー
ヘッドを使用して前記OFDMAシンボルを送信するための手段と
　を備えるワイヤレス通信のために構成された装置。
【請求項１４】
　前記標準的なキャリア対RBの規定の前記整数倍は、分母が180の分数サイクリックプレ
フィックスに基づいて決定される、請求項13に記載の装置。
【請求項１５】
　総継続時間を選択するための前記手段は、
　シンボル継続時間と、複数のサイクリックプレフィックス継続時間のうちの1つとを含
む所望の継続時間を選択するための手段を備え、前記選択された所望の継続時間は、RB当
たり前記整数個のキャリアをもたらす、
　請求項14に記載の装置。
【請求項１６】
　前記整数倍は、
　公称の25RB当たり300キャリアに対して整数個のキャリアをもたらすように選択される
キャリア数を備え、前記選択されたキャリア数は、前記選択されたキャリア数に従って前
記サイクリックプレフィックス継続時間が変化することを可能にする、
　請求項13に記載の装置。
【請求項１７】
　前記サイクリックプレフィックス継続時間を選択するための前記手段は、
　シンボル継続時間と、複数のサイクリックプレフィックス継続時間のうちの1つとを含
む所望の継続時間を選択するための手段を備え、前記選択された所望の継続時間は、RB当
たり前記整数個のキャリアをもたらす、
　請求項13に記載の装置。
【請求項１８】
　そこに記録されたプログラムコードを有する非一時的コンピュータ可読媒体であって、
前記プログラムコードが、
　コンピュータに、ブロードキャストで送信されるべき直交分割多元接続(OFDMA)シンボ
ルのためのサイクリックプレフィックスオーバーヘッドを選択させるためのプログラムコ
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ードであって、前記サイクリックプレフィックスオーバーヘッドは、標準的なキャリア対
リソースブロック(RB)の規定の整数倍に基づいて決定されるプログラムコードと、
　前記コンピュータに、前記OFDMAシンボルのためのサイクリックプレフィックス継続時
間を選択させるためのプログラムコードであって、前記サイクリックプレフィックス継続
時間は、前記標準的なキャリア対RBの規定の前記整数倍に基づいて、RB当たり整数個のキ
ャリアをもたらすように決定されるプログラムコードと、
　前記コンピュータに、前記サイクリックプレフィックス継続時間およびサイクリックプ
レフィックスオーバーヘッドを使用して前記OFDMAシンボルを送信させるためのプログラ
ムコードと
　を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項１９】
　前記標準的なキャリア対RBの規定の前記整数倍は、分母が180の分数サイクリックプレ
フィックスに基づいて決定される、請求項18に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項２０】
　前記コンピュータに総継続時間を選択させるための前記プログラムコードは、
　前記コンピュータに、シンボル継続時間と、複数のサイクリックプレフィックス継続時
間のうちの1つとを含む所望の継続時間を選択させるためのプログラムコードを備え、前
記選択された所望の継続時間は、RB当たり前記整数個のキャリアをもたらす、
　請求項19に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項２１】
　前記整数倍は、
　公称の25RB当たり300キャリアに対して整数個のキャリアをもたらすように選択される
キャリア数を備え、前記選択されたキャリア数は、前記選択されたキャリア数に従って前
記サイクリックプレフィックス継続時間が変化することを可能にする、
　請求項18に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項２２】
　前記コンピュータに前記サイクリックプレフィックス継続時間を選択させるための前記
プログラムコードは、
　前記コンピュータに、シンボル継続時間と、複数のサイクリックプレフィックス継続時
間のうちの1つとを含む所望の継続時間を選択させるためのプログラムコードを備え、前
記選択された所望の継続時間は、RB当たり前記整数個のキャリアをもたらす、
　請求項18に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項２３】
　ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
　少なくとも1つのプロセッサと、
　前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリとを含み、
　前記少なくとも1つのプロセッサは、
　　ブロードキャストで送信されるべき直交分割多元接続(OFDMA)シンボルのためのサイ
クリックプレフィックスオーバーヘッドを選択することであって、前記サイクリックプレ
フィックスオーバーヘッドは、標準的なキャリア対リソースブロック(RB)の規定の整数倍
に基づいて決定されることと、
　　前記OFDMAシンボルのためのサイクリックプレフィックス継続時間を選択することで
あって、前記サイクリックプレフィックス継続時間は、前記標準的なキャリア対RBの規定
の前記整数倍に基づいて、RB当たり整数個のキャリアをもたらすように決定されることと
、
　　前記サイクリックプレフィックス継続時間およびサイクリックプレフィックスオーバ
ーヘッドを使用して前記OFDMAシンボルを送信することと
　を行うように構成された装置。
【請求項２４】
　前記標準的なキャリア対RBの規定の前記整数倍は、分母が180の分数サイクリックプレ



(5) JP 2016-533139 A 2016.10.20

10

20

30

40

50

フィックスに基づいて決定される、請求項23に記載の装置。
【請求項２５】
　RB当たりのキャリアの前記整数は、式:
　RB当たりのキャリアの数=180,000(Hz)×総継続時間(秒)(1-分数サイクリックプレフィ
ックス)に従って決定され、180,000(Hz)はRBの帯域幅を表し、前記総継続時間(秒単位)は
OFDMAシンボル時間と前記サイクリックプレフィックス継続時間との合計を表す、
　請求項24に記載の装置。
【請求項２６】
　前記分数サイクリックプレフィックスは、式:
　分数サイクリックプレフィックス=N/180に従って決定され、Nは整数値を表す、
　請求項24に記載の装置。
【請求項２７】
　前記総継続時間を選択するための前記少なくとも1つのプロセッサの構成は、シンボル
継続時間と、複数のサイクリックプレフィックス継続時間のうちの1つとを含む所望の継
続時間を選択するための構成を備え、前記選択された所望の継続時間は、RB当たり前記整
数個のキャリアをもたらす、請求項24に記載の装置。
【請求項２８】
　前記整数倍は、
　公称の25RB当たり300キャリアに対して整数個のキャリアをもたらすように選択される
キャリア数を備え、前記選択されたキャリア数は、前記選択されたキャリア数に従って前
記サイクリックプレフィックス継続時間が変化することを可能にする、
　請求項23に記載の装置。
【請求項２９】
　前記サイクリックプレフィックス継続時間を選択するための前記少なくとも1つのプロ
セッサの構成は、シンボル継続時間と、複数のサイクリックプレフィックス継続時間のう
ちの1つとを含む所望の継続時間を選択するための構成を備え、前記選択された所望の継
続時間は、RB当たり前記整数個のキャリアをもたらす、請求項23に記載の装置。
【請求項３０】
　前記整数倍は、370キャリアから300キャリアまでの間のキャリアのシーケンスを備え、
前記シーケンスは、各組合せを用いて5キャリアごとに変化し、前記キャリアのシーケン
スは、一群の利用可能なサイクリックプレフィックスオーバーヘッドをN×1.33%ステップ
で生成する、請求項23に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、その全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、2013年9月13日に出
願された「EXTENDED DURATION CYCLIC PREFIX WITH LOW OVERHEAD FOR LTE BROADCAST」
と題する米国仮特許出願第61/877,864号、2013年9月27日に出願された「EXTENDED DURATI
ON CYCLIC PREFIX WITH LOW OVERHEAD FOR LTE BROADCAST」と題する米国仮特許出願第61
/883,820号、および2014年9月9日に出願された「EXTENDED DURATION CYCLIC PREFIX WITH
 LOW OVERHEAD FOR LTE BROADCAST」と題する米国実用特許出願第14/480,897号の利益を
主張するものである。
【０００２】
　本開示の態様は、一般に、ワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、LTEブロー
ドキャストのためのオーバーヘッドが小さく継続時間が拡張されたサイクリックプレフィ
ックスに関する。
【背景技術】
【０００３】
　電話通信、ビデオ、データ、メッセージング、および放送などの様々な電気通信サービ
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スを提供するために、ワイヤレス通信システムが広範囲に配備されている。通常のワイヤ
レス通信システムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、帯域幅、送信電力)を共有
することによって、複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続技術を利
用することができる。そのような多元接続技術の例には、符号分割多元接続(CDMA)システ
ム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、直交周波数分
割多元接続(OFDMA)システム、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC-FDMA)システム、
および時分割同期符号分割多元接続(TD-SCDMA)システムが含まれる。
【０００４】
　これらの多元接続技術は、様々なワイヤレスデバイスが自治体、国家、地域、さらには
地球規模で通信することを可能にする共通プロトコルを提供するために、様々な電気通信
規格において採用されている。新興の電気通信規格の一例は、ロングタームエボリューシ
ョン(LTE)である。LTEは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)によって公表さ
れたユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム(UMTS)のモバイル規格に対
する拡張セットである。LTEは、スペクトル効率を改善すること、コストを下げること、
サービスを向上すること、新しいスペクトルを利用すること、ならびに、ダウンリンク(D
L)上のOFDMA、アップリンク(UL)上のSC-FDMA、および多入力多出力(MIMO)アンテナ技術を
使用して、他のオープン規格とより良く統合することによって、モバイルブロードバンド
インターネットアクセスをより良くサポートするように設計されている。しかしながら、
モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が増加し続けるにつれて、LTE技術のさら
なる改善が必要である。好ましくは、これらの改善は、他の多元接続技術、およびこれら
の技術を利用する電気通信規格に適用可能であるべきである。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示の一態様では、ワイヤレス通信の方法は、ブロードキャストで送信されるべきOF
DMAシンボルのためのサイクリックプレフィックスオーバーヘッドを選択するステップで
あって、サイクリックプレフィックスオーバーヘッドは、標準的なキャリア対リソースブ
ロック(RB)の規定の整数倍に基づいて決定されるステップと、OFDMAシンボルのためのサ
イクリックプレフィックス継続時間を選択するステップであって、サイクリックプレフィ
ックス継続時間は、標準的なキャリア対RBの規定の整数倍に基づいて、RB当たり整数個の
キャリアをもたらすように決定されるステップと、サイクリックプレフィックス継続時間
およびサイクリックプレフィックスオーバーヘッドを使用してOFDMAシンボルを送信する
ステップとを含む。
【０００６】
　本開示のさらなる態様では、ワイヤレス通信のために構成される装置は、ブロードキャ
ストで送信されるべきOFDMAシンボルのためのサイクリックプレフィックスオーバーヘッ
ドを選択するための手段であって、サイクリックプレフィックスオーバーヘッドは、標準
的なキャリア対RBの規定の整数倍に基づいて決定される手段と、OFDMAシンボルのための
サイクリックプレフィックス継続時間を選択するための手段であって、サイクリックプレ
フィックス継続時間は、標準的なキャリア対RBの規定の整数倍に基づいて、RB当たり整数
個のキャリアをもたらすように決定される手段と、サイクリックプレフィックス継続時間
およびサイクリックプレフィックスオーバーヘッドを使用してOFDMAシンボルを送信する
ための手段とを含む。
【０００７】
　本開示のさらなる態様では、コンピュータ可読媒体は、そこに記録されたプログラムコ
ードを有する。このプログラムコードは、ブロードキャストで送信されるべきOFDMAシン
ボルのためのサイクリックプレフィックスオーバーヘッドを選択するためのコードであっ
て、サイクリックプレフィックスオーバーヘッドは、標準的なキャリア対RBの規定の整数
倍に基づいて決定されるコードと、OFDMAシンボルのためのサイクリックプレフィックス
継続時間を選択するためのコードであって、サイクリックプレフィックス継続時間は、標
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準的なキャリア対RBの規定の整数倍に基づいて、RB当たり整数個のキャリアをもたらすよ
うに決定されるコードと、サイクリックプレフィックス継続時間およびサイクリックプレ
フィックスオーバーヘッドを使用してOFDMAシンボルを送信するためのコードとを含む。
【０００８】
　本開示のさらなる態様では、装置は、少なくとも1つのプロセッサと、プロセッサに結
合されたメモリとを含む。プロセッサは、ブロードキャストで送信されるべきOFDMAシン
ボルのためのサイクリックプレフィックスオーバーヘッドを選択することであって、サイ
クリックプレフィックスオーバーヘッドは、標準的なキャリア対RBの規定の整数倍に基づ
いて決定されることと、OFDMAシンボルのためのサイクリックプレフィックス継続時間を
選択することであって、サイクリックプレフィックス継続時間は、標準的なキャリア対RB
の規定の整数倍に基づいて、RB当たり整数個のキャリアをもたらすように決定されること
と、サイクリックプレフィックス継続時間およびサイクリックプレフィックスオーバーヘ
ッドを使用してOFDMAシンボルを送信することとを行うように構成される。
【０００９】
　前述のものは、次の詳細な説明がより良く理解できるように、本出願の特徴および技術
的利点をかなり広く概説した。特許請求の範囲の主題を形成する、さらなる特徴および利
点が以下で説明される。開示される概念および具体的態様は、本出願の同じ目的を実行す
るために他の構造を変更するまたは設計するための基礎として容易に利用できることが当
業者には理解されるはずである。当業者には、そのような等価の構成が、本出願の趣旨お
よび範囲ならびに添付の特許請求の範囲から逸脱しないことも理解されるはずである。態
様の特色をなすと思われる新規の特徴は、その構成と動作方法の両方について、さらなる
目的および利点とともに、以下の説明を添付の図との関連で考慮したときにより良く理解
されるであろう。しかしながら、図の各々は、例示および説明のみを目的として提供され
、特許請求の範囲の限定を定義するものとして意図されないことを明確に理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１Ａ】ネットワークアーキテクチャの一例を示す図である。
【図１Ｂ】MBSFNサービスを提供またはサポートするための、ワイヤレス通信システムの
機能エンティティを示す図である。
【図２】アクセスネットワークの一例を示す図である。
【図３】LTEにおけるDLフレーム構造の一例を示す図である。
【図４】LTEにおけるULフレーム構造の一例を示す図である。
【図５】ユーザプレーン用および制御プレーン用の無線プロトコルアーキテクチャの一例
を示す図である。
【図６】アクセスネットワーク中の発展型ノードBおよびユーザ機器の一例を示す図であ
る。
【図７】単一周波数ネットワーク上のマルチメディアブロードキャストにおける発展型マ
ルチキャストブロードキャストマルチメディアサービスを示す図である。
【図８】伝搬遅延スプレッドを示す図である。
【図９Ａ】MBSFNにおける複数のeNBに関する伝搬遅延スプレッドを示すタイミング図であ
る。
【図９Ｂ】MBSFNにおける複数のeNBに関する伝搬遅延スプレッドを示すタイミング図であ
る。
【図１０】時間および周波数にわたる概念的な統計的多重化を示すブロック図である。
【図１１】本開示の一態様を実施するように実行される例示的なブロックを示す機能ブロ
ック図である。
【図１２】本開示の一態様を実施するように実行される例示的なブロックを示す機能ブロ
ック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
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　添付の図面に関して以下に記載される詳細な説明は、様々な構成の説明として意図され
ており、本明細書で説明される概念が実施され得る唯一の構成を表すことを意図されてい
ない。詳細な説明は、様々な概念の完全な理解を与えるために特定の詳細を含む。しかし
ながら、これらの概念がこれらの特定の詳細がなくても実施することができることは当業
者に明らかであろう。いくつかの例では、そのような概念を曖昧にするのを防ぐために、
よく知られた構造および構成要素がブロック図の形態において示されている。
【００１２】
　次に、電気通信システムのいくつかの態様が、様々な装置および方法を参照して提示さ
れる。これらの装置および方法は、以下の詳細な説明に記載され、様々なブロック、モジ
ュール、コンポーネント、回路、ステップ、プロセス、アルゴリズムなど(「要素」と総
称される)によって添付の図面に示される。これらの要素は、電子ハードウェア、コンピ
ュータソフトウェア、またはそれらの任意の組合せを使用して実装され得る。そのような
要素をハードウェアとして実装するか、またはソフトウェアとして実装するかは、具体的
な適用例およびシステム全体に課された設計制約に依存する。
【００１３】
　例として、要素、もしくは要素の任意の部分、または要素の任意の組合せは、1つまた
は複数のプロセッサを含む「処理システム」で実装され得る。プロセッサの例としては、
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(PLD)、ステートマ
シン、ゲート論理、個別ハードウェア回路、および本開示全体にわたって説明される様々
な機能を実行するように構成された他の適切なハードウェアがある。処理システム内の1
つまたは複数のプロセッサは、ソフトウェアを実行し得る。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と呼ばれる
か、または他の名称で呼ばれるかどうかにかかわらず、命令、命令セット、コード、コー
ドセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュー
ル、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルー
チン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、プロシージャ、
機能などを意味するように広く解釈されるべきである。
【００１４】
　したがって、1つまたは複数の例示的な実施形態では、説明される機能は、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に実装することができ
る。ソフトウェアに実装される場合、機能は、コンピュータ可読媒体上の1つまたは複数
の命令またはコードとして、記憶または符号化することができる。コンピュータ可読媒体
は、コンピュータ記憶媒体を含む。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、CD-ROMもしくは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクス
トレージもしくは他の磁気記憶デバイス、または、命令もしくはデータ構造の形態の所望
のプログラムコードを搬送もしくは記憶するために使用することができ、コンピュータに
よってアクセスすることができる、任意の他の媒体を含むことができる。本明細書で使用
する場合、ディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(CD)、レーザー
ディスク（登録商標）、光ディスク、デジタル多用途ディスク(DVD)、およびフロッピー
（登録商標）ディスクを含み、ディスク(disk)は、通常、磁気的にデータを再生するが、
ディスク(disc)は、レーザーで光学的にデータを再生する。上述したものの組合せも、コ
ンピュータ可読媒体の範囲内に含められるべきである。
【００１５】
　図1Aは、LTEネットワークアーキテクチャ100を示す図である。LTEネットワークアーキ
テクチャ100は、発展型パケットシステム(EPS)100と呼ばれることがある。EPS100は、1つ
または複数のUE102、発展型UMTS地上波無線アクセスネットワーク(E-UTRAN)104、発展型
パケットコア(EPC)110、ホーム加入者サーバ(HSS)120、および事業者のインターネットプ
ロトコル(IP)サービス122を含み得る。EPSは、他のアクセスネットワークと相互接続する
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ことができるが、簡単のために、それらのエンティティ/インターフェースは図示されて
いない。図示のように、EPSはパケット交換サービスを提供するが、当業者が容易に諒解
するように、本開示全体にわたって提示される様々な概念は、回線交換サービスを提供す
るネットワークに拡張され得る。
【００１６】
　E-UTRANは、eNB106および他のeNB108を含む。eNB106は、UE102に対してユーザプレーン
プロトコル終端および制御プレーンプロトコル終端を提供する。eNB106は、バックホール
(たとえばX2インターフェース)を介して他のeNB108に接続され得る。eNB106は、基地局、
ノードB、アクセスポイント、トランシーバ基地局、無線基地局、無線トランシーバ、ト
ランシーバ機能、基本サービスセット(BSS)、拡張サービスセット(ESS)、または他の何ら
かの適切な用語で呼ばれる場合もある。eNB106は、UE102にEPC110へのアクセスポイント
を提供する。UE102の例には、携帯電話、スマートフォン、セッション開始プロトコル(SI
P)電話、ラップトップ、携帯情報端末(PDA)、衛星無線、全地球測位システム、マルチメ
ディアデバイス、ビデオデバイス、デジタルオーディオプレーヤ(たとえば、MP3プレーヤ
)、カメラ、ゲームコンソール、タブレット、または同様に機能する任意の他のデバイス
が含まれる。UE102はまた、当業者により、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入
者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデ
バイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末
、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、
モバイルクライアント、クライアント、または他の何らかの適切な用語で呼ばれる場合も
ある。
【００１７】
　eNB106はEPC110に接続される。EPC110は、モビリティ管理エンティティ(MME)112、他の
MME114、サービングゲートウェイ116、およびパケットデータネットワーク(PDN)ゲートウ
ェイ118を含む。MME112は、UE102とEPC110との間のシグナリングを処理する制御ノードで
ある。一般に、MME112は、ベアラおよび接続の管理を提供する。すべてのユーザIPパケッ
トは、サービングゲートウェイ116を通じて転送され、サービングゲートウェイ116自体は
、PDNゲートウェイ118に接続される。PDNゲートウェイ118は、UEのIPアドレス割振りおよ
び他の機能を実現する。PDNゲートウェイ118は、事業者のIPサービス122に接続される。
事業者のIPサービス122は、インターネット、イントラネット、IPマルチメディアサブシ
ステム(IMS)、およびPSストリーミングサービス(PSS)を含み得る。MBMS無線アクセスネッ
トワークにおいて、ブロードキャスト/マルチキャストサービスセンタ(BM-SC)136は、コ
ンテンツプロバイダのためのポータルまたはエントリポイントとして働き得、何らかの認
証および他のサービスを提供し得る。ブロードキャスト/マルチキャスト管理エンティテ
ィ(BME)124は、制御シグナリングを受信、処理、および/または転送するように構成され
得、MBMS制御シグナリングを受信するためのeNB106またはeNB108を選択するために使用さ
れ得る。
【００１８】
　図1Bは、MBSFNサービスを提供またはサポートするための、ワイヤレス通信システム124
の機能エンティティを示す。サービス品質(QoS)に関して、システム124は保証ビットレー
ト(GBR)タイプのMBMSベアラを使用し、ここで最大ビットレート(MBR)はGBRに等しい。こ
れらの構成要素は例として示され説明されており、本明細書で説明される進歩性のある概
念を限定するものではなく、この概念は、マルチキャスト送信を配信および制御するため
の他のアーキテクチャおよび機能分散に対して採用され得る。
【００１９】
　システム124は、MBMSゲートウェイ(MBMS GW)140を含み得る。MBMS GW140は、M1インタ
ーフェースを介したeノードB128へのMBMSユーザプレーンデータのインターネットプロト
コル(IP)マルチキャスト配信を制御し、多くの可能なeNBのうちの1つのeNB128が示されて
いる。加えて、MBMS GWは、M1インターフェースを介したUTRAN無線ネットワークコントロ
ーラ(RNC)144へのMBMSユーザプレーンデータのIPマルチキャスト配信を制御し、多くの可
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能なRNCのうちの1つのUTRAN RNC144が示されている。M1インターフェースは、MBMSデータ
(ユーザプレーン)に関連付けられ、データパケットの配信のためにIPを利用する。eNB128
は、E-UTRAN Uuインターフェースを介してMBMSコンテンツをユーザ機器(UE)/モバイルエ
ンティティ126に提供し得る。RNC144は、Uuインターフェースを介してMBMSコンテンツをU
Eモバイルエンティティ146に提供し得る。MBMS GW140はさらに、MBMSセッション制御シグ
ナリング、たとえば、モビリティ管理エンティティ(MME)132およびSmインターフェースを
介したMBMSのセッションの開始およびセッションの停止を実行し得る。MBMS GW140はさら
に、MBMSベアラを使用するエンティティにSG-mb(ユーザプレーン)の基準点を通じてイン
ターフェースを提供し得、MBMSベアラを使用するエンティティにSGi-mb(制御プレーン)の
基準点を通じてインターフェースを提供し得る。SG-mbインターフェースは、MBMSベアラ
サービス固有のシグナリングを搬送する。SGi-mbインターフェースは、MBMSデータ配信の
ためのユーザプレーンインターフェースである。MBMSデータ配信は、デフォルトモードで
あり得るIPユニキャスト送信によって、またはIPマルチキャストによって実行され得る。
MBMS GW140は、サービング汎用パケット無線サービスサポートノード(SGSN)142およびSn/
Iuインターフェースを介して、UTRAN上でMBMSに対する制御プレーン機能を提供し得る。
【００２０】
　システム124はさらに、マルチキャスト協調エンティティ(MCE)130を含み得る。MCE130
は、アドミッション制御機能形式のMBMSコンテンツを実行し、MBSFN動作を使用するマル
チセルMBMS送信のためにMBSFNエリア中のすべてのeNBによって使用される時間および周波
数無線リソースを割り振ることができる。MCE130は、たとえば、変調およびコーディング
方式などのMBSFNエリアに対する無線構成を決定し得る。MCE130は、MBMSコンテンツのユ
ーザプレーン送信をスケジューリングおよび制御し得、どのサービスがどのマルチキャス
トチャネル(MCH)において多重化されるべきかを決定することによって、eMBMSサービスの
多重化を管理し得る。MCE130は、M3インターフェースを通じてMME132とのMBMSセッション
制御シグナリングに参加し得、制御プレーンインターフェースM2をeNB128に提供し得る。
【００２１】
　システム124はさらに、コンテンツプロバイダサーバ138と通信するブロードキャストマ
ルチキャストサービスセンタ(BM-SC)136を含み得る。BM-SC136は、コンテンツプロバイダ
138などの1つまたは複数のソースからのマルチキャストコンテンツの取り込みを処理し得
、以下で説明されるような他の高水準の管理機能を提供し得る。これらの機能は、たとえ
ば、特定されたUEに対するMBMSサービスの認証および開始を含む、メンバーシップ機能を
含み得る。BM-SC136はさらに、MBMSセッションおよび送信機能、ライブブロードキャスト
のスケジューリング、ならびに、MBMSおよび関連する配信機能を含む配信を、実行し得る
。BM-SC136はさらに、マルチキャストのために利用可能なコンテンツを告知することなど
の、サービスの告知および説明を提供し得る。別個のパケットデータプロトコル(PDP)コ
ンテキストが、UEとBM-SCとの間で制御メッセージを搬送するために使用され得る。BM-SC
はさらに、鍵管理などのセキュリティ機能を提供し得、データボリュームおよびQoSなど
のパラメータに従ってコンテンツプロバイダの課金を管理し得、ブロードキャストモード
に対するUTRANおよびE-UTRANにおけるMBMSのためのコンテンツの同期を実現し得、UTRAN
においてMBSFNデータのヘッダ圧縮を実現し得る。BM-SC136は、QoSおよびMBMSサービスエ
リアなどのセッション属性を含む、セッションの開始、更新、および停止を、MBMS-GW140
に示し得る。
【００２２】
　システム124はさらに、MCE130およびMBMS-GW140と通信するモビリティ管理エンティテ
ィ(MME)132を含み得る。MME132は、E-UTRAN上でMBMSのための制御プレーン機能を提供し
得る。加えて、MMEは、MBMS-GW140によって定義されるマルチキャスト関連の情報を、eNB
128、144に提供し得る。MME132とMBMS-GW140との間のSmインターフェースは、MBMS制御シ
グナリング、たとえば、セッション開始信号およびセッション停止信号を搬送するために
使用され得る。
【００２３】
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　システム124はさらに、P-GWと省略されることがあるパケットデータネットワーク(PDN)
ゲートウェイ(GW)134を含み得る。P-GW134は、シグナリングおよび/またはユーザデータ
のために、UE126とBM-SC136との間に発展型パケットシステム(EPS)ベアラを提供し得る。
したがって、P-GWは、UEに割り当てられたIPアドレスに関連して、UEが起源であるユニフ
ォームリソースロケータ(URL)ベースの要求を受信することができる。BM-SC136はまた、P
-GW134を介して1つまたは複数のコンテンツプロバイダにリンクされ得、P-GW134はIPイン
ターフェースを介してBM-SC136と通信し得る。
【００２４】
　図2は、LTEネットワークアーキテクチャにおけるアクセスネットワーク200の一例を示
す図である。この例では、アクセスネットワーク200は、いくつかのセルラー領域(セル)2
02に分割されている。1つまたは複数の低電力クラスeNB208は、セル202のうちの1つまた
は複数と重複するセルラー領域210を有し得る。低電力クラスeNB208は、フェムトセル(た
とえば、ホームeNB(HeNB))、ピコセル、マイクロセル、またはリモート無線ヘッド(RRH)
であり得る。マクロeNB204は各々、それぞれのセル202に割り当てられ、セル202中のすべ
てのUE206にEPC110へのアクセスポイントを提供するように構成される。アクセスネット
ワーク200のこの例では集中型コントローラはないが、代替構成では集中型コントローラ
が使用されてよい。eNB204は、無線ベアラ制御、アドミッション制御、モビリティ制御、
スケジューリング、セキュリティ、およびサービングゲートウェイ116への接続性を含む
、すべての無線関連機能を担当する。
【００２５】
　アクセスネットワーク200によって利用される変調方式および多元接続方式は、導入さ
れている特定の電気通信規格に応じて異なる場合がある。LTEの適用例では、DL上ではOFD
Mが使用され、UL上ではSC-FDMAが使用されて、周波数分割複信(FDD)と時分割複信(TDD)の
両方をサポートする。当業者が以下の詳細な説明から容易に諒解するように、本明細書に
提示される様々な概念は、LTEの適用例に好適である。しかしながら、これらの概念は、
他の変調技法および多元接続技法を採用する他の電気通信規格に容易に拡張され得る。例
として、これらの概念は、エボリューションデータオプティマイズド(EV-DO)またはウル
トラモバイルブロードバンド(UMB)に拡張され得る。EV-DOおよびUMBは、CDMA2000規格フ
ァミリの一部として第3世代パートナーシッププロジェクト2(3GPP2)によって公表された
エアインターフェース規格であり、CDMAを利用してブロードバンドインターネットアクセ
スを移動局に提供する。これらの概念はまた、広帯域CDMA(W-CDMA)およびTD-SCDMAなどの
CDMAの他の変形形態を利用するユニバーサル地上波無線アクセス(UTRA)、TDMAを利用する
モバイル通信用グローバルシステム(GSM（登録商標）)、ならびにOFDMAを利用する発展型
UTRA(E-UTRA)、IEEE802.11(Wi-Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、およびフラッシュ
OFDMに拡張され得る。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、およびGSM（登録商標）は、3GPP団体か
らの文書に記載されている。CDMA2000およびUMBは、3GPP2団体からの文書に記載されてい
る。採用される実際のワイヤレス通信規格および多元接続技術は、特定の適用例およびシ
ステムに課された全体的な設計制約に依存する。
【００２６】
　eNB204は、MIMO技術をサポートする複数のアンテナを有し得る。MIMO技術の使用により
、eNB204が空間領域を活用して、空間多重化、ビームフォーミング、および送信ダイバー
シティをサポートすることが可能になる。空間多重化は、同じ周波数で同時にデータの様
々なストリームを送信するために使用され得る。データストリームは、データレートを増
大させるために単一のUE206に送信されてよく、または全体的なシステム容量を増大させ
るために複数のUE206に送信されてもよい。これは、各データストリームを空間的にプリ
コーディングし(すなわち、振幅および位相のスケーリングを適用し)、次いで、空間的に
プリコーディングされた各ストリームをDL上で複数の送信アンテナを通じて送信すること
によって実現される。空間的にプリコーディングされたデータストリームは、異なる空間
シグネチャとともにUE206に到達し、これにより、UE206の各々は、そのUE206に向けられ
た1つまたは複数のデータストリームを復元することが可能になる。UL上では、各UE206は



(12) JP 2016-533139 A 2016.10.20

10

20

30

40

50

、空間的にプリコーディングされたデータストリームを送信し、これにより、eNB204は、
空間的にプリコーディングされた各データストリームのソースを特定することが可能にな
る。
【００２７】
　空間多重化は、一般に、チャネル状態が良好なときに使用される。チャネル状態がさほ
ど好ましくないときは、送信エネルギーを1つまたは複数の方向に集中させるために、ビ
ームフォーミングが使用され得る。これは、複数のアンテナを通じた送信のためにデータ
を空間的にプリコーディングすることによって実現され得る。セルの縁部において良好な
カバレージを実現するために、単一ストリームのビームフォーミング送信が、送信ダイバ
ーシティと組み合わせて使用され得る。
【００２８】
　以下の詳細な説明では、アクセスネットワークの様々な態様が、DL上でOFDMをサポート
するMIMOシステムを参照して説明される。OFDMは、OFDMAシンボル内のいくつかのサブキ
ャリアにわたってデータを変調するスペクトル拡散技法である。サブキャリアは、正確な
周波数で離間される。離間は、受信機がサブキャリアからのデータを復元することを可能
にする「直交性」をもたらす。時間領域では、OFDMシンボル間干渉をなくすために、CPな
どのガードインターバルが各OFDMAシンボルに追加され得る。ULは、SC-FDMAをDFT拡散OFD
M信号の形式で使用して、高いピーク対平均電力比(PAPR)を補償することができる。
【００２９】
　図3は、LTEにおけるDLフレーム構造の一例を示す図300である。フレーム(10ミリ秒)は
、等しいサイズの10個のサブフレームに分割され得る。各サブフレームは、連続する2つ
の時間スロットを含み得る。リソースグリッドは、2つの時間スロットを表すために使用
され得、各時間スロットはリソースブロックを含む。リソースグリッドは、複数のリソー
ス要素に分割される。LTEでは、リソースブロックは、周波数領域の中で連続する12個の
サブキャリアを含み、各OFDMAシンボルの中のノーマルCPの場合、時間領域の中で連続す
る7個のOFDMAシンボル、すなわち84個のリソース要素を含む。拡張CPの場合、リソースブ
ロックは、時間領域の中で連続する6つのOFDMAシンボルを含み、72個のリソース要素を有
する。R302、R304として示されたリソース要素のうちのいくつかは、DL基準信号(DL-RS)
を含む。DL-RSは、(共通RSと呼ばれることもある)セル固有RS(CRS)302、およびUE固有RS(
UE-RS)304を含む。UE-RS304は、対応する物理DL共有チャネル(PDSCH)がマッピングされる
リソースブロック上のみで送信される。各リソース要素によって搬送されるビット数は、
変調方式に依存する。したがって、UEが受信するリソースブロックが多いほど、かつ変調
方式が高いほど、UE向けのデータレートは高くなる。
【００３０】
　図4は、LTEにおけるULフレーム構造の一例を示す図400である。ULのために利用可能な
リソースブロックは、データセクションおよび制御セクションに区分化され得る。制御セ
クションは、システム帯域幅の2つの縁部に形成され得、構成可能なサイズを有し得る。
制御セクション内のリソースブロックは、制御情報の送信のためにUEに割り当てられ得る
。データセクションは、制御セクションに含まれないすべてのリソースブロックを含み得
る。ULフレーム構造により、データセクションは連続的なサブキャリアを含むことになり
、これにより、単一のUEが、データセクション内の連続するサブキャリアのすべてを割り
当てられることが可能になり得る。
【００３１】
　UEは、制御情報をeNBに送信するために、制御セクション内のリソースブロック410a、4
10bを割り当てられ得る。UEはまた、データをeNBに送信するために、データセクション内
のリソースブロック420a、420bを割り当てられ得る。UEは、制御セクションの中で割り当
てられたリソースブロック上の物理UL制御チャネル(PUCCH)内で、制御情報を送信し得る
。UEは、データセクションの中で割り当てられたリソースブロック上の物理UL共有チャネ
ル(PUSCH)内で、データのみ、またはデータと制御情報の両方を送信し得る。UL送信は、
サブフレームの両方のスロットにまたがることができ、周波数にわたってホップすること
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ができる。
【００３２】
　初期システムアクセスを実行し、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)430内でUL同期
を実現するために、1組のリソースブロックを使用することができる。PRACH430は、ラン
ダムシーケンスを搬送し、いかなるULデータ/シグナリングも搬送することができない。
各ランダムアクセスプリアンブルは、連続する6つのリソースブロックに対応する帯域幅
を占有する。開始周波数は、ネットワークによって指定される。すなわち、ランダムアク
セスプリアンブルの送信は、特定の時間リソースおよび周波数リソースに制限される。PR
ACHの場合、周波数ホッピングは存在しない。PRACHの試行は、単一のサブフレーム(1ミリ
秒)内で、または少数の連続するサブフレームのシーケンス内で搬送され、UEは、フレー
ム(10ミリ秒)ごとに単一のPRACHの試行しか行うことができない。
【００３３】
　図5は、LTEにおけるユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキ
テクチャの一例を示す図500である。UEおよびeNBのための無線プロトコルアーキテクチャ
は、レイヤ1、レイヤ2、およびレイヤ3という3つのレイヤで示される。レイヤ1(L1レイヤ
)は、最下位レイヤであり、様々な物理レイヤ信号処理機能を実装する。本明細書では、L
1レイヤは物理レイヤ506と呼ばれる。レイヤ2(L2レイヤ)508は、物理レイヤ506の上にあ
り、物理レイヤ506を介したUEとeNBとの間のリンクを担当する。
【００３４】
　ユーザプレーンでは、L2レイヤ508は、媒体アクセス制御(MAC)サブレイヤ510、無線リ
ンク制御(RLC)サブレイヤ512、およびパケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)
514サブレイヤを含み、これらはネットワーク側のeNBで終端される。図示されていないが
、UEは、L2レイヤ508の上にいくつかの上位レイヤを有する場合があり、これらは、ネッ
トワーク側のPDNゲートウェイ118で終端されるネットワークレイヤ(たとえば、IPレイヤ)
と、接続の他端(たとえば、遠端UE、サーバなど)で終端されるアプリケーションレイヤと
を含む。
【００３５】
　PDCPサブレイヤ514は、様々な無線ベアラと論理チャネルとの間の多重化を実現する。P
DCPサブレイヤ514はまた、無線送信のオーバーヘッドを低減するための上位レイヤのデー
タパケット用のヘッダ圧縮、データパケットを暗号化することによるセキュリティ、およ
びeNB間のUE用のハンドオーバのサポートを実現する。RLCサブレイヤ512は、上位レイヤ
のデータパケットのセグメント化および再アセンブリ、紛失したデータパケットの再送信
、ならびに、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)に起因して順序が乱れた受信を補償するデ
ータパケットの並べ替えを実現する。MACサブレイヤ510は、論理チャネルとトランスポー
トチャネルとの間の多重化を実現する。MACサブレイヤ510はまた、1つのセルの中の様々
な無線リソース(たとえば、リソースブロック)をUEの間で割り振ることを担当する。MAC
サブレイヤ510はまた、HARQ動作を担当する。
【００３６】
　制御プレーンでは、UEおよびeNBのための無線プロトコルアーキテクチャは、制御プレ
ーン用のヘッダ圧縮機能がないことを除き、物理レイヤ506およびL2レイヤ508について実
質的に同じである。制御プレーンはまた、レイヤ3(L3レイヤ)内に無線リソース制御(RRC)
サブレイヤ516を含む。RRCサブレイヤ516は、無線リソース(すなわち、無線ベアラ)を取
得すること、およびeNBとUEとの間のRRCシグナリングを使用して下位レイヤを構成するこ
とを担当する。
【００３７】
　図6は、アクセスネットワーク中でUE650と通信するeNB610のブロック図である。DLでは
、コアネットワークからの上位レイヤパケットが、コントローラ/プロセッサ675に供給さ
れる。コントローラ/プロセッサ675は、L2レイヤの機能を実装する。DLでは、コントロー
ラ/プロセッサ675は、ヘッダ圧縮、暗号化、パケットのセグメント化および並べ替え、論
理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化、ならびに、様々な優先順位基準に
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基づくUE650への無線リソース割振りを実現する。コントローラ/プロセッサ675はまた、H
ARQ動作、紛失したパケットの再送信、およびUE650へのシグナリングを担当する。
【００３８】
　送信(TX)プロセッサ616は、L1レイヤ(すなわち、物理レイヤ)のための様々な信号処理
機能を実装する。信号処理機能は、UE650での順方向誤り訂正(FEC)を容易にするコーディ
ングおよびインターリービング、ならびに様々な変調方式(たとえば、2位相シフトキーイ
ング(BPSK)、直交位相シフトキーイング(QPSK)、M位相シフトキーイング(M-PSK)、M直交
振幅変調(M-QAM))に基づく信号コンスタレーションへのマッピングを含む。次いで、コー
ディングおよび変調されたシンボルは、並列ストリームに分割される。次いで、各ストリ
ームは、OFDMサブキャリアにマッピングされ、時間領域および/または周波数領域におい
て基準信号(たとえば、パイロット)と多重化され、次いで、逆高速フーリエ変換(IFFT)を
使用して一緒に結合されて、時間領域のOFDMAシンボルストリームを搬送する物理チャネ
ルを生成する。OFDMストリームは、空間的にプリコーディングされて、複数の空間ストリ
ームを生成する。チャネル推定器674からのチャネル推定値は、コーディングおよび変調
方式を決定するために、ならびに空間処理のために使用され得る。チャネル推定値は、UE
650によって送信された基準信号および/またはチャネル状態フィードバックから導出され
得る。次いで、各空間ストリームは、別個の送信機618TXを介して異なるアンテナ620に供
給され得る。各送信機618TXは、送信用のそれぞれの空間ストリームでRFキャリアを変調
し得る。
【００３９】
　UE650において、各受信機654RXは、それぞれのアンテナ652を介して信号を受信する。
各受信機654RXは、RFキャリア上に変調された情報を復元し、その情報を受信(RX)プロセ
ッサ656に供給する。RXプロセッサ656は、L1レイヤの様々な信号処理機能を実施する。RX
プロセッサ656は、情報に対して空間処理を実行して、UE650に宛てられた任意の空間スト
リームを復元し得る。複数の空間ストリームがUE650に向けられている場合、これらをRX
プロセッサ656によって単一のOFDMAシンボルストリームに結合することができる。次いで
、RXプロセッサ656は、高速フーリエ変換(FFT)を使用して、OFDMAシンボルストリームを
時間領域から周波数領域に変換する。周波数領域信号は、OFDM信号の各サブキャリアに関
して別個のOFDMAシンボルストリームを含む。各サブキャリア上のシンボル、および基準
信号は、eNB610によって送信された最も可能性の高い信号コンスタレーションポイントを
決定することによって、復元および復調される。これらの軟判定は、チャネル推定器658
によって計算されたチャネル推定値に基づき得る。次いで、軟判定は復号およびデインタ
ーリーブされて、物理チャネル上でeNB610によって元々送信されたデータおよび制御信号
を復元する。次いで、データおよび制御信号は、コントローラ/プロセッサ659に供給され
る。
【００４０】
　コントローラ/プロセッサ659は、L2レイヤを実装する。コントローラ/プロセッサは、
プログラムコードおよびデータを記憶するメモリ660と関連付けることができる。メモリ6
60は、コンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。ULでは、コントローラ/プロセッサ6
59は、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の逆多重化、パケット再アセンブリ
、暗号化解除、ヘッダ圧縮解除、制御信号処理を実現して、コアネットワークからの上位
レイヤパケットを復元する。次いで、上位レイヤパケットはデータシンク662に供給され
、データシンク662はL2レイヤの上のすべてのプロトコルレイヤを表す。様々な制御信号
も、L3処理のためにデータシンク662に供給され得る。コントローラ/プロセッサ659はま
た、HARQ動作をサポートするために、確認応答(ACK)および/または否定応答(NACK)のプロ
トコルを使用する誤り検出を担当する。
【００４１】
　ULでは、コントローラ/プロセッサ659に上位レイヤパケットを供給するために、データ
ソース667が使用される。データソース667は、L2レイヤの上のすべてのプロトコルレイヤ
を代表する。eNB610によるDL送信に関連して説明された機能と同様に、コントローラ/プ
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ロセッサ659は、ヘッダ圧縮、暗号化、パケットのセグメント化および並べ替え、ならび
に、eNB610による無線リソース割振りに基づく論理チャネルとトランスポートチャネルと
の間の多重化を実現することによって、ユーザプレーンおよび制御プレーンのためのL2レ
イヤを実装する。コントローラ/プロセッサ659はまた、HARQ動作、紛失したパケットの再
送信、およびeNB610へのシグナリングを担当する。
【００４２】
　eNB610によって送信された基準信号またはフィードバックからチャネル推定器658によ
って導出されたチャネル推定値は、適切なコーディングおよび変調方式を選択し、空間処
理を容易にするために、TXプロセッサ668によって使用され得る。TXプロセッサ668によっ
て生成された空間ストリームは、別個の送信機654TXを介して異なるアンテナ652に供給さ
れ得る。各送信機654TXは、送信用のそれぞれの空間ストリームを用いてRFキャリアを変
調し得る。
【００４３】
　UL送信は、UE650での受信機機能に関連して説明された方式と同様の方式で、eNB610で
処理される。各受信機618RXは、それぞれのアンテナ620を通じて信号を受信する。各受信
機618RXは、RFキャリア上に変調された情報を復元し、その情報をRXプロセッサ670に供給
する。RXプロセッサ670は、L1層を実装し得る。
【００４４】
　コントローラ/プロセッサ675は、L2レイヤを実装する。コントローラ/プロセッサ675は
、プログラムコードおよびデータを記憶するメモリ676と関連付けることができる。メモ
リ676は、コンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。ULでは、コントローラ/プロセッ
サ675は、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の逆多重化、パケット再アセン
ブリ、暗号化解除、ヘッダ圧縮解除、制御信号処理を実現して、UE650からの上位レイヤ
パケットを復元する。コントローラ/プロセッサ675からの上位レイヤパケットは、コアネ
ットワークに供給され得る。コントローラ/プロセッサ675はまた、HARQ動作をサポートす
るために、ACKおよび/またはNACKのプロトコルを使用する誤り検出を担当する。
【００４５】
　図7は、MBSFN内の発展型マルチキャストブロードキャストマルチメディアサービス(eMB
MS)を示す図750である。セル752'内のeNB752は第1のMBSFNエリアを形成し得、セル754'内
のeNB754は第2のMBSFNエリアを形成し得る。eNB752、754は、他のMBSFNエリア、たとえば
、合計8つまでのMBSFNエリアと関連付けられ得る。MBSFNエリア内のセルは、予約セルに
指定され得る。予約セルは、マルチキャスト/ブロードキャストのコンテンツを供給しな
いが、セル752'、754'に時間同期され、MBSFNエリアへの干渉を制限するために、MBSFNリ
ソース上で規制された電力を有する。MBSFNエリア内の各eNBは、同期方式で、同じeMBMS
の制御情報およびデータを同期して送信する。各エリアは、ブロードキャストサービス、
マルチキャストサービス、およびユニキャストサービスをサポートし得る。ユニキャスト
サービスは、特定のユーザを対象とするサービス、たとえば、音声通話である。マルチキ
ャストサービスは、あるグループのユーザによって受信され得るサービス、たとえば、サ
ブスクリプションビデオサービスである。ブロードキャストサービスは、すべてのユーザ
によって受信され得るサービス、たとえば、ニュース放送である。図7を参照すると、第1
のMBSFNエリアは、特定のニュース放送をUE770に供給することなどによって、第1のeMBMS
ブロードキャストサービスをサポートし得る。第2のMBSFNエリアは、異なるニュース放送
をUE760に供給することなどによって、第2のeMBMSブロードキャストサービスをサポート
し得る。各MBSFNエリアは、複数の物理マルチキャストチャネル(PMCH)(たとえば、15個の
PMCH)をサポートする。各PMCHは、マルチキャストチャネル(MCH)に対応する。各MCHは、
複数(たとえば、29個)のマルチキャスト論理チャネルを多重化することができる。各MBSF
Nエリアは、1つのマルチキャスト制御チャネル(MCCH)を有し得る。したがって、1つのMCH
は、1つのMCCHおよび複数のマルチキャストトラフィックチャネル(MTCH)を多重化するこ
とができ、残りのMCHは、複数のMTCHを多重化することができる。
【００４６】
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　OFDMシンボル間干渉を抑制しサブキャリア間の直交性を維持するためのガードインター
バルを設けるために、OFDMシンボルの始まりにCPが追加される。たとえば、eNBとUEとの
間のチャネル内に複数の通信経路が存在することによって引き起こされる時間分散性チャ
ネルの問題が原因で、符号間干渉が発生し得る。図8は、符号間干渉を生じ得る例示的な
シナリオ800およびシナリオ840を示す図である。図8はまた、UE804において観測されるよ
うな伝搬遅延の影響を示すタイミングチャート820を含む。例示的なシナリオ800は、UE80
4と通信する単一のeNB802に関する。UE804においてeNB802から受信されるシンボル822は
、直接伝搬経路808によって進行し、シンボル822の遅延したバージョンは、たとえば、建
物であるかもしれない物体806における反射によって作り出された長い間接伝搬経路810か
らの遅延シンボル828として到達する。シンボル822の到達時間832と遅延シンボル828の到
達時間834との差がCP継続時間よりも短い場合、符号間干渉は発生せず、シンボル822およ
びシンボル828は、UE804において合成され得る。示される例では、CP824の継続時間は、
時間830において終わる遅延シンボル828と次のシンボル826との間の符号間干渉を防ぐた
めに十分長い。シンボル822のUE804における直接経路808を通じた到達時間832と遅延シン
ボル828のUE804における到達時間834との差は、シナリオ800の遅延スプレッドと呼ばれる
ことがあり、詳細には、間接経路810は、eNB802とUE804との間で利用可能な最長の間接伝
搬経路である。間接経路は、eNB802およびUE804と関連した最長の伝搬経路長および/また
は遅延を有し得る。
【００４７】
　タイミングチャート820はまた、eNB842およびeNB846が、UE844から著しく異なる距離に
位置し得、または長さが著しく異なる1つまたは複数の伝搬経路に沿って送信し得る、eMB
MSシナリオ840の代表であり得る。その結果、それぞれeNB842およびeNB846によって同期
的な方式で送信されるシンボル822および遅延シンボル828は、UE844において異なる時間
に到達し得る。タイミングチャート820に示すように、UE844において受信される次のシン
ボル826のCP824の継続時間中に遅延シンボル828の終わりが発生する場合、符号間干渉は
避けられ得る。シンボル822と828との間の遅延スプレッドがCP継続時間よりも短い場合、
異なる伝搬経路によって到達するシンボル822およびシンボル828は、UE804において合成
され得る。シンボル822のUE844における最短の伝搬経路(ここでは、近くのeNB842)による
到達時間832と、シンボル828のUE844における遠くのeNB846からの到達時間834との間の差
は、eMBMSシナリオ840の遅延スプレッドと呼ばれることがある。eMBMSシナリオ840に関す
る遅延スプレッドは、通常、最も近くのeNB842からの直接経路808に対応し得るeNB842ま
たはeNB846とUE844との間の最短の伝搬経路長と関連した到達時間832と、通常は最も遠く
のeNB846からの、MBSFNエリアにおける最長の間接経路810に対応し得るeNB842またはeNB8
46とUE844との間の最長の伝搬経路長と関連した到達時間834とを使用して計算され得る。
最長の伝搬経路長はまた、より長い間接伝搬経路が近くのeNB842とUE844との間に存在す
るとき、遠くのeNB846よりも近いeNB846と関連し得る。
【００４８】
　具体的には、MBSFNエリアがそれに対応して大きい遅延スプレッドを発生させる大きい
セルを備えるとき、LTEは、eMBMSのためにノーマルCPの代わりに使用され得る拡張CPを規
定する。たとえば、拡張CPの継続時間はLTEに関して16.7μ秒であってよく、ノーマルCP
の継続時間は4.7μ秒または5.1μ秒であってよい。eMBMSでは、CP824は、MBSFNの中で異
なるeNB842、846から受信される送信のタイミング差をカバーすることを必要とされ得る
。MBSFNにおけるUE844は、10～40ワットの範囲の送信電力を有する近くのeNB842から、お
よびより大きい送信電力、たとえば、80kW以上を有し、UE842までの比較的長い(たとえば
、20キロメートル(km)まで、およびそれを越える長さ)伝搬経路長を有する遠くのeNB846
から、信号を受信し得る。長いCP継続時間は、eNB842と846の両方からの信号が合成され
ることを可能にし、UE844と送信電力が大きい遠くのeNB846との間のより長い伝搬経路に
関する符号間干渉を回避するために使用され得る。いくつかの実施形態では、拡張CPの継
続時間よりも少なくとも2倍または3倍長いCP継続時間が使用され得る。シンボルおよびCP
を送信するために必要となる時間のパーセンテージとしてのCP継続時間は、CPオーバーヘ
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ッドと呼ばれることがある。いくつかの実施形態は、増大したCPオーバーヘッドを含み得
る増大したCP継続時間の影響を補償するために、シンボル継続時間を増大させ得る。
【００４９】
　eMBMSにおいて、各eNBとUEとの間に複数の伝搬経路が存在し得、MBSFNの中の異なるeNB
は、互いに異なりUEからのそれらのそれぞれの距離に起因する伝搬遅延を有し得る。図9A
および図9Bは、MBSFNエリアにおける遅延スプレッドをより詳細に示す。図9Aおよび図9B
は、3つのeNBが同期方式で時間t0において同じ信号情報をUEに送信する例示的なMBSFNエ
リアに関する。タイミングチャート900に示すように、複数の信号は、UEによってeNBの各
々から受信される。信号の第1のグループ902は、グループ902の中の最初の信号が時間t1
において到達してUEにおいて第1のeNBから受信され、信号の第2のグループ904は、グルー
プ904の中の最初の信号が時間t2において到達してUEにおいて第2のeNBから受信され、信
号の第3のグループ906は、グループ906の中の最初の信号が時間t3において到達して第3の
eNBから受信される。各グループ902、904、および906の中の信号は、異なる時間において
UEに到達し得、t0と各グループ902、904および906の最初の信号の到達、t1、t2、およびt

3との間で経過した時間は、それぞれ、グループ902、904および906に関する最小伝搬遅延
を表し得る。最小伝搬遅延は、eNBとUEとの間の最短の伝搬経路に対応し得る。
【００５０】
　タイミングチャート900はさらに、各eNBとUEとの間の伝搬経路の長さの差が原因で、各
eNBによって送信された信号が異なる時間においてUEに到達し得ることを示す。信号グル
ープ902に関して図示するように、信号の遅延したバージョンは、時間t1+x、t1+y、およ
びt1+zにおいて到達し得る。t1とt1+zとの間で経過した時間は、第1のeNBと関連し第1のe
NBとUEとの間の異なる伝搬経路に対応する遅延スプレッドを表し得る。eNBとUEとの間の
各伝搬経路は、eNBとUEとの間の他の伝搬経路と同じまたは異なる減衰を有し得る。
【００５１】
　図示のように、グループ902の最初の信号は、UEによって受信される最初の信号である(
t1)。UEは、1つまたは複数のeNBから受信された1つまたは複数の信号を、統合または合成
し得る。時間t1に対してCP1の継続時間の長さよりも短く遅延した信号は、UEにおいて合
成され得る。CP1は、図9AのMBSFNについて規定されているCPである。CP1の継続時間より
も長く遅延した信号は、符号間干渉を引き起こし得る。グループ906の中の信号は、チャ
ネルノイズレベルに近いレベルまで減衰されたものとして示され、これらの減衰された信
号は、著しい符号間干渉を引き起こすことがなく、またはUEによって見られるようなMSFN
利得に著しく寄与することがない。したがって、CP1は、グループ902と906との間の相対
的な伝搬遅延(すなわち、t3-t1)よりも短い継続時間を有し得、したがって、グループ906
の信号は、第1のeNBおよび第2のeNBからUEにおいて受信された信号とコヒーレントに合成
され得ない。
【００５２】
　通常、減衰は伝搬経路長とともに増大する。図9Aに示すように、第3のeNBから受信され
たグループ906の信号は、示されているMBSFNにおける最長の伝搬遅延を有し、最も減衰さ
れてもいる。CPの長さは、UEにおいて受信された信号の相対的な伝搬遅延よりも短くなる
ように構成され得、その場合、相対的な伝搬遅延は、信号の減衰が著しい符号間干渉を引
き起こし、またはUEによって見られるMSFNチャネル利得に著しく寄与すると予期されない
伝搬経路長に対応する。たとえば、グループ906の信号は、著しく減衰されており、CP1が
使用されるときのUEにおけるコヒーレントな組合せから除外され得る。
【００５３】
　図9Bは、第3のeNB(グループ906')から受信された信号の電力レベルが、第1のeNBおよび
第2のeNBから受信されたグループ902およびグループ904の中の少なくともいくつかの信号
の電力レベルと同等である、第1、第2、および第3のeNBに関する遅延スプレッドおよび減
衰を示す。受信された信号電力におけるこの類似は、第1のeNBおよび第2のeNBの電力出力
に比べて増大されている第3のeNBからの送信機の電力出力の結果であり得る。CPの長さが
グループ906'の中の重要な信号の伝搬遅延をカバーするには十分に長くないとき、グルー
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プ906'の中の信号の増大されている電力は、著しい符号間干渉を引き起こし得る。したが
って、より長いCP継続時間は、MBSFN(CP2)が第3のeNBから受信されたグループ906'の中の
信号の伝搬遅延をカバーするように構成され得、それによって、グループ906'の信号が第
1のeNBおよび第2のeNBから受信された信号とコヒーレントに合成されてUEにおけるMBSFN
利得をもたらすことを可能にする。
【００５４】
　新型テレビジョンシステム委員会(ATSC)などの様々な地上放送システムにおける特有の
ブロードキャストのユースケースは、LTEブロードキャスト/eMBMSの派生的な形成にとっ
て役立つことがある。特有の条件に応じて、これらのユースケースは、通常のサイクリッ
クプレフィックスおよび拡張サイクリックプレフィックスなどの既存のLTE規格において
名目上は利用可能なものよりも、長いサイクリックプレフィックスから恩恵を受け得る。
【００５５】
　考察する第1のユースケースは、低電力、低いタワー高、モバイル、単一周波数ネット
ワーク(SFN)のネットワークを備える。このユースケースは、屋内、屋外、または車両用
にかかわらず、タブレットおよびスマートフォンをサポートし得る典型的なLTEブロード
キャスト用途を規定する。低電力は、通常、5MHz当たり2kWの実効等方放射電力(EIRP)の
範囲の送信機サイトを有するネットワークを指す。低いタワーは、通常、30mの範囲の放
射高を指し、モバイルは、通常、受信アンテナが静止していないサービスのすべてのクラ
スをサポートするネットワークタイプを指す。ドップラー速度の適用可能な範囲は、ATSC
にとって概ね3km/hr～200km/hrである。現在規定されている16.66μ秒および33.33μ秒の
サイクリックプレフィックスは、混合キャリアモードと専用のキャリアモードの両方にお
いて十分なはずである。サイクリックプレフィックスのこの選択は、任意のスタンドアロ
ンモードで再現され得る。この配置スタイルはまた、名目上は固定した受信機による屋内
の受信にとって適当であり得る。高いドップラーレートは、一般に、このユースケースに
とって必要とされず、低速度のドップラーが有益であり得る。そのような受信にとって適
切なチャネルモデルは、マルチパスレイリーフェージングモデルである。屋内の受信は、
時間的な意味において至近距離からの反射によって支配される可能性が高い。このユース
ケースが、レイリーフェージングに支配されたチャネルモデルによって支配されていると
すれば、MIMOの使用に起因して起こり得る著しい効率の向上があり得る。ここでのMIMOの
潜在的な利点は、ネットワークの配置スタイルに依存する。
【００５６】
　この配置スタイルは、単一周波数ネットワーク(SFN)である。通常、そのような配置で
の周波数再使用は100%であり、配置の秒当たりのビット(bps)/Hzは2bps/Hz以下であるが
、変調コーディング方式(MCS)の選択は、マルチキャストブロードキャストマルチメディ
アサービスSFN(MBSFN)エリア内のサイト密度およびサイトの総数によって最終的に決定さ
れ得る。あるMBSFNから別のものへの移行に関して干渉領域が存在し、このことはネット
ワーク設計において考慮されなければならない。
【００５７】
　考察する別のユースケースは、中電力、高いタワー、モバイル、SFNを備える。中電力
は、通常、最大放射電力が50kWの実効放射電力(ERP)である送信機を指し、高いタワーは
、通常、200mを越える送信放射高を指す。この配置スタイルは、屋内、屋外、または車両
内にかかわらず、タブレットおよびスマートフォンをサポートし得る、可能なATSC/LTEブ
ロードキャスト用途である。ドップラー速度の適用可能な範囲は、概ね、3km/hrから200k
m/hrまでにわたり得る。この配置スタイルはまた、名目上は固定した受信機による屋内の
受信にとって潜在的に適当である。低電力、低いタワー高、モバイル、SFNを伴うとき、
高いドップラーレートは、一般にこのユースケースにとって必要とされず、低速度のドッ
プラーが有益であり得る。そのような受信にとって適切なチャネルモデルも、マルチパス
レイリーフェージングモデルであり得る。
【００５８】
　現在規定されるように、既存のサイクリックプレフィックスが長い遅延差から守るのに



(19) JP 2016-533139 A 2016.10.20

10

20

30

40

50

十分長くないことがあるように、LTEブロードキャストの物理レイヤは、このユースケー
スへの適用にとって制限を有する。ネットワークに高い送信タワーが存在することは、90
μ秒よりも長いサイクリックプレフィックスが有益であり得るそのような長い遅延差をも
たらし得る。
【００５９】
　考察する別のユースケースは、高電力、高いタワー、マルチ周波数ネットワーク(MFN)
を備え、ループトップ受信を用いる。ループトップ受信は、一般に、受信アンテナが静止
しており9から10mの間の範囲の受信高にあることを指す。このタイプの配置スタイルはま
た、名目上は固定した受信機を用いた消費のためのループトップ受信をサポートする、可
能なATSC/LTEブロードキャスト用途である。現在規定されているチャネルモデルは付加白
色ガウス雑音(AWGN)ベースのモデルであるが、ライスモデルもこのユースケースにおける
適切なチャネルを規定するために有用であり得ることが知られている。このスタイルの配
置に関するチャネルの継続時間は、通常、百分順位が99番目の受信場所にとって30μ秒よ
りも短い。しかしながら、100μ秒までの経路の知られているケースもある。これらの長
い経路が原因で、このユースケースをサポートするために、100μ秒よりも長いサイクリ
ックプレフィックス継続時間が必要であり得る。サイクリックプレフィックスのこの寸法
はまた、高電力フットプリント内、たとえば、地理的に陰にされたエリアの中の中電力SF
Nをサポートし得る。
【００６０】
　ATSCの目標効率は、現在、AWGNチャネルに対して15dBのキャリア対ノイズ(C/N)におい
て、4.2bps/Hzに規定されている。このレベルの容量を実現するために、パイロットオー
バーヘッドは、モバイルプロファイルと比較して低減されるべきである。Hz当たりのbps
の高い効率の、比較的長いサイクリックプレフィックスとのこの組合せはまた、より大規
模な高速フーリエ変換(FFT)の要件をもたらす。
【００６１】
　このユースケースにおいて時間ダイバーシティがないことは、巡回遅延ダイバーシティ
(CDD)または他の関係する方法、たとえば、空間周波数ブロックコード(SFBC)の使用によ
って処理され得るが、このことは、屋内の受信にとって発生する可能性がより高く、また
、より大きいパイロットエネルギーを使用することを必要とし得るレイリーチャネルにと
って最も効果的であることに留意されたい。したがって、最大ループトップ受信効率と屋
内の受信との間に対立が存在し得る。
【００６２】
　考察する別のユースケースは、低電力、低いタワー、SFN、ループトップ受信を備える
。このユースケースは、名目上はATSCのコンテキスト内で必要とされることはないが、他
のユースケースを別の方法でサポートするかもしれないサイクリックプレフィックスの範
囲内に属し得る。このユースケースは、一般に、中程度に密集した配置を伴う屋内および
車両のハンドヘルド受信のための都市/郊外のカバレージ、ならびにはるかにまばらな田
舎の配置におけるループトップ受信に基づく。シミュレーションは、200μ秒までのサイ
クリックプレフィックス継続時間が田舎の受信ユースケースにとって有益であり得ること
を実証している。
【００６３】
　SFN配置スタイルのように、スペクトルの再使用が100%に接近し得る場合、的確なスペ
クトルの再使用は、それぞれのマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク
(MBSFN)の田舎の境界エリアにおいて十分な前後比を備えた指向性受信アンテナを使用す
ることに依存する。SFNの内側のエリアは、全指向性アンテナを利用し得る。郊外のエリ
ア内でのMBSFNの移行は、前の低電力、低いタワーのユースケースと類似の干渉の考察を
使用し得る。
【００６４】
　いくつかの方法は、LTEそのままの一般的構造を別の方法で残しながら、シンボルの総
継続時間を長くすることを必要とする。サイクリックプレフィックスオーバーヘッドが総
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継続時間の20%のままである限り、この処理は妥当であり得る。しかしながら、将来のブ
ロードキャストシステムとともに使用される送信効率を実現するために、サイクリックプ
レフィックス継続時間を、オーバーヘッドを低減しながら大きくする必要があり得る。し
たがって、本開示のそのような態様は、時間方向と周波数方向との両方において修正され
た数秘学を利用し得る。
【００６５】
　一般に、継続時間が拡張されたサイクリックプレフィックスを規定することの2つの手
法、すなわち、シンボル当たりに割り当てられる時間の総継続時間を増大させそれに比例
してサイクリックプレフィックスを大きくすること、またはより大きい比率の時間をサイ
クリックプレフィックスに引き渡すことがある。各手法がサイクリックプレフィックスの
長さを拡張するが、より大きい比率の時間をサイクリックプレフィックスに引き渡すこと
は、一般に、最大サイクリックプレフィックス継続時間を制限する。
【００６６】
　LTEの送信構造は1ミリ秒のサブフレームに基づく。したがって、シンボル+サイクリッ
クプレフィックスの総継続時間は、サブフレーム継続時間に対して調整され得、サイクリ
ックプレフィックス継続時間を変化させられるように調整され得る。適用され得るいくつ
かの可能な数秘学が存在する。本開示の様々な態様は、分数の意味であろうと複数として
であろうと、このことが実装を簡略化するように、送信される総継続時間がサブフレーム
に対して整数の関係であるように制約することを選択する。
【００６７】
　リソースブロック構造、たとえば、4.5MHzを占める25RB内の300キャリアは変更されな
いままであり、リソースブロック当たりのOFDMキャリアの数は継続時間に比例する。下の
Table 1(表1)を参照されたい。Table 1(表1)における最初の2つの行は、混合キャリアモ
ードまたは専用キャリアモードについてすでに必要とされている実装を示す。Table 1(表
1)において、新しいフォーマットのサブフレームが、すべての追加されたモードにとって
100%LTEブロードキャストであることが想定されている。
【００６８】
【表１】

【００６９】
　Table 1(表1)は、5、6、および20MHzに関するFFTサイズを示す。より広い、たとえば、
20MHzの割振りを逐次方式で復号することも可能である。このことは、FFTサイズおよび関
連したメモリを最小限に抑える。しかしながら、それはまた、ピークのビットレートを束
縛し得、統合された所与の多重化内での複数のサービスにわたる復号の同時処理を制限し
得る。図10は、時間および周波数にわたる概念的な統計的多重化1000を示すブロック図で
ある。N個の復号されたサービスは、時間領域において非ブロッキングでなければならな
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い。たとえば、サービス6a 1001の部分は、6b 1002の他の部分と時間において重複しない
。高い帯域幅の多重化のためのこの漸進的な復号方法は、中電力モバイルおよび潜在的に
低い電力、低いタワー、ループトップ受信のユースケースを可能にしながらモバイルデバ
イスにおけるさらなる複雑さを制限するので、モバイルサービスにとって望ましい解決策
であり得る。
【００７０】
　上の拡張サイクリックプレフィックスのモバイルモードは、後に続くに従って複雑さに
影響を及ぼす。サポートされる総継続時間は増大されており、いくつかのモードはサブフ
レームに対して分数である。これらの態様はシグナリングに含まれ、最大FFTは増大する
。このことは、シンボル時間+サイクリックプレフィックスの総継続時間が増大されたこ
との直接の結果である。新しい各総継続時間について、新たに定義されたパイロットパタ
ーンが存在する。
【００７１】
　モバイル用途のためにサポートされる現在の最大bps/Hzは、3bps/Hzよりも大きい。し
かしながら、最高に可能なbps/Hz効率を実現することは、固定プロファイルを使用するこ
とを教示し、上のTable 1(表1)と比較して、総継続時間に対するパイロットオーバーヘッ
ドの低減およびサイクリックプレフィックス継続時間の低減をもたらす。これらの高効率
固定モードは、大規模な変換および狭いキャリア間隔に起因して、モバイル用途において
受諾され得ないことがある。狭いキャリア間隔は、キャリア間干渉(ICI)除去なしにサポ
ート可能な最大ドップラーレートを著しく制限する。ICIは、デバイスの複雑さを大幅に
増大させる。大規模な変換も、複雑さに影響を及ぼす。モバイルの要件が、ICIなしに、
または大きい固定プロファイル変換の使用なしに満たされることが好ましくあり得る。
【００７２】
　図11は、本開示の一態様を実施するように実行される例示的なブロックを示す機能ブロ
ック図である。ブロック1100において、ブロードキャストで送信されるべきOFDMAシンボ
ルのためのサイクリックプレフィックスオーバーヘッドが選択され、サイクリックプレフ
ィックスオーバーヘッドは、標準的なキャリア対RBの規定の整数倍に基づいて決定される
。ブロードキャストは、たとえば、マルチメディアブロードキャストであってよい。整数
倍を選択する際に、公称の300キャリア対25RBの規定が使用される。300キャリア対25RBの
整数倍は、300キャリア対25RBの規定に従って規定されている既存のシステムでの規範的
な20%のオーバーヘッドよりも小さいオーバーヘッドにおける可変サイクリックプレフィ
ックス継続時間を可能にする。たとえば、370キャリアにおいて始まり5キャリアずつ300
キャリアまで下へ順序付けするキャリア群の特有の組合せは、N×1.33%の分数レートにお
けるサイクリックプレフィックスオーバーヘッドのパーセンテージの直線的な数列を有益
に形成し得、ここで、Nは選択される組合せの比、たとえば、370対規範的な300キャリア
の整数倍を表す。
【００７３】
　ブロック1101において、サイクリックプレフィックス継続時間が、OFDMAシンボルのた
めに選択され、サイクリックプレフィックス継続時間は、標準的なキャリア対RBの規定の
整数倍に基づいて、RB当たり整数個のキャリアをもたらすように決定される。規範的な30
0キャリア対25RBに対して一群のキャリアが選択されると、サイクリックプレフィックス
継続時間およびシンボル継続時間の総継続時間を考慮して、RB当たり整数個のキャリアを
可能にするサイクリックプレフィックス継続時間のシーケンスが形成され得る。たとえば
、370～300キャリアの一群の選択を用いて、RB当たり整数個のキャリアをもたらす2.5、5
、および10ミリ秒のサイクリック継続時間が形成され得る。
【００７４】
　ブロック1102において、OFDMAシンボルは、サイクリックプレフィックス継続時間およ
びサイクリックプレフィックスオーバーヘッドを使用して送信される。
【００７５】
　下のTable 2(表2)は、100μ秒よりも大きい遅延スプレッドに対するいくつかの地上放
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送システム要件を、いくらかのマージンを伴って満たすことができるいくつかの選択を示
す。サイクリックプレフィックスの小さい比率を実現するために、公称の25RB当たり300
キャリアに対するキャリアの数は、増大することになる。固定モードに関する複雑さの問
題は、モバイルに対するものほど制約することはないが、FFTを32K以下に保つことは依然
として望ましくあり得る。
【００７６】
【表２】

【００７７】
　これらの可能な構成のうち2.5、5および10ミリ秒は、数秘学がRB当たり整数個のキャリ
アとなる結果にし得るので、潜在的に関心を引く総継続時間である。下のTable 3(表3)は
、上の数秘学がリソースブロック当たり整数個のキャリアをどのようにもたらすのかを示
す。RB当たりのキャリアの数は、式:
RB当たりのキャリアの数=180kHz×総継続時間×(1-分数CP) (1)
に従って計算され得る。
【００７８】
　180kHzがRBの帯域幅を表す場合、総継続時間は、秒単位でのシンボル時間+サイクリッ
クプレフィックス継続時間を含む総継続時間を表し、分数CPは、いくつかの様々な総継続
時間に対してRB当たり整数個のキャリアをもたらすように選択された、自己発見的方法で
決定された分数である。
【００７９】

【表３】

【００８０】
Table 3(表3)において特定される一群の解決策は、一連の分数、N/75に関する分数CPから
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得られ、ただし、Nは整数(N=1、2、3、など)である。
【００８１】
　より大きい容量を実現することはまた、公称の4.5MHz当たり25リソースブロックのサポ
ートを越えて、スペクトル占有を増大させることを含み得る。キャリア対リソースブロッ
クの整数の関係により、この処理は簡略化される。各RBが5MHzの3.6%であるので、合計27
RBを得るためにさらなる2つのリソースブロックを追加することによって、全利用率を7.2
%だけ97.2%まで増大させることは妥当であり得る。さらなる新しい固定プロファイルの変
調コーディング方式(MCS)が、4bps/Hzよりも多くを実現するために使用され得る。Table 
3(表3)は、容量獲得コードを想定してサポートされるbps/Hzおよび最小の付加白色ガウス
雑音(AWGN)のC/Nを示す。
【００８２】
　2.5ミリ秒に対してRB当たり6個のパイロットを割り振り平均することによって、1.37%
の総パイロット電力を得ることが可能である。下のTable 4(表4)は、目標効率を達成する
ためのリソースの最終的な割振りを示し、他の組合せが可能である。
【００８３】
【表４】

【００８４】
　Table 4(表4)は、5MHzにおける固定サービスのためのMCSの選択を示す。これらの固定
プロファイルのキャリアの特徴は、後続する漸進的な方式としての設計に影響を及ぼす。
27RBのベースバンド帯域幅を可能にするように修正されたベースバンドアームフィルタが
必要である。各総継続時間について新しいパイロットパターンが存在する。各分数サイク
リックプレフィックスに対して、修正された数秘学が存在する。最大限必要とされるFFT
は、上述されたモバイルのための拡張に比べてさらに増大されている。
【００８５】
　分数CPのための一群の解決策は、75の分母に基づいて、2.5、5、および10ミリ秒の総継
続時間に対して、RB当たり整数個のキャリアを実現する。しかしながら、本開示の様々な
態様は、1から10ミリ秒までの総継続時間における各整数ミリ秒に対して、RB当たり整数
のキャリアを実現し得る。継続時間のこの範囲にわたる整数キャリアは、0.5555%のステ
ップで変化する。したがって、75の分母を使用して生み出される一群よりも大きい柔軟性
をもたらす。様々な態様は、任意の整数Nについて、分母が180の分数(N/180)に基づいて
分数CPを修正することによってこの目的を達成する。N=36を選択することは、たとえば、
Table 1(表1)の16.66μ秒および33.33μ秒の総継続時間において規定されるように、Tabl
e 1(表1)に関して示すような公称の20%分数CPを実現するはずであることに留意されたい
。
【００８６】
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　図12は、本開示の一態様を実施するように実行される例示的なブロックを示す機能ブロ
ック図である。ブロック1200において、ブロードキャストで送信されるべきOFDMAシンボ
ルのためのサイクリックプレフィックスオーバーヘッドが選択され、サイクリックプレフ
ィックスオーバーヘッドは、分母が180の分数サイクリックプレフィックスに基づいて決
定される。分数CPのサイクリックプレフィックスオーバーヘッドを決定するために特有の
分数は、適切な整数N、すなわち複数の単位分数1/180(0.5555%)を選択することによって
選択され得る。
【００８７】
　ブロック1201において、OFDMAシンボルのための総継続時間が選択され、総継続時間は
、RB当たり整数個のキャリアをもたらすように決定される。総継続時間は、シンボルの継
続時間または時間と、サイクリックプレフィックス継続時間との合計を表す。1ミリ秒の
サブフレームに基づくLTE送信構造を用いて、1ミリ秒～10ミリ秒の任意の整数の総継続時
間が選択され得、依然としてRB当たり所望の整数個のキャリアを実現し得る。
【００８８】
　ブロック1202において、OFDMAシンボルは、総継続時間およびサイクリックプレフィッ
クスオーバーヘッドを使用して送信される。
【００８９】
　ブロードキャストが標準的なシステムブロードキャストであってよく、またはマルチメ
ディアブロードキャストであってもよいことに留意されたい。本開示は、サイクリックプ
レフィックスオーバーヘッドの送信にとって、特定のタイプのブロードキャストに限定さ
れない。
【００９０】
　Table 5(表5)は、式(1)に従って1/180の分数の整数倍によって推進される、一群の解決
策を利用する本開示の様々な態様から得られるRB当たりのキャリアの数を示す。
【００９１】
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【表５】

【００９２】
　選択された態様では、256直交振幅変調(QAM)の使用が、LTEにおけるユニキャスト送信
のために採用され得る。このことは、LTEブロードキャスト用途のために256QAMを利用す
るための機会を開くことになる。しかしながら、15dBは効率よく利用されるには低すぎる
ことがあるので、256QAMの利用可能性は、15dBのC/Nにおける大きいbps/Hzの要件を満た
すことに関して、いかなる本質的な利点ももたらし得ない。しかしながら、デバイスの中
で利用されるADCによって課せられる信号対ノイズの制限が著しく改善されなければなら
ないことがあるという観点から、LTEデバイスのインフラストラクチャにおいて256QAMを
導入することは有益であり得る。LTEブロードキャストは、256QAMモードがLTEブロードキ
ャストのために採用されるかどうかとは無関係に、256QAMユニキャストが存在することか
ら恩恵を受ける。256QAMのLTEブロードキャストモードのサポートは、64QAMについて上述
された数秘学に基づいて可能であり得る。
【００９３】
　既存のプライマリ同期信号(PSS)/セカンダリ同期信号(SSS)/物理ブロードキャストチャ
ネル(PBCH)/システム情報ブロック(SIB)の送信フォーマットは、追加された物理レイヤの
特徴を記述するために十分であり得る。すべてのそのような情報を搬送するために、1つ
のSIBのみが必要とされ得る。送信帯域にリンクされた半静的なSIBスケジューリングが適
用され得る。そうはいっても、ここで5MHzまたは6MHzのいずれかが説明されたユースケー
スでは、各周波数セグメントは、多重化のすべての周波数セグメントにおけるトラフィッ
クを記述するべきである。異なるMBSFNエリアは、異なるサイクリックプレフィックスの
長さをサポートし得、そのような情報は、SIBの中で示される。異なるサブフレーム構造
は、異なる各サイクリックプレフィックスの長さについて導入される。
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【００９４】
　情報および信号は、様々な異なる技術および技法のいずれかを使用して表され得ること
を、当業者は理解されよう。たとえば上記説明全体を通して参照されてよいデータ、命令
、指令、情報、信号、ビット、記号およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁界または粒
子、光学場または粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表されてもよい。
【００９５】
　本明細書の開示に関して説明された様々な例示的論理ブロック、モジュール、回路、お
よび処理ステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、またはその両方の
組合せとして実装されてもよいことが、当業者にはさらに諒解されよう。ハードウェアお
よびソフトウェアのこの互換性を明確に説明するために、様々な例示的な構成要素、ブロ
ック、モジュール、回路、およびステップが、それらの機能の観点から一般的に上記で説
明されている。そのような機能がハードウェアまたはソフトウェアのどちらとして実施さ
れるのかは、システム全体に課される特定の用途および設計制約に依存する。当業者は、
説明した機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装し得るが、そのような実装の決定は
、本開示の範囲からの逸脱をもたらすものと解釈されるべきではない。
【００９６】
　本明細書において開示に関連して説明され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(FPGA)またはその他のプログラマブル
論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理、ディスクリートハードウ
ェアコンポーネント、または本明細書において説明される機能を実行するように設計され
たこれらの任意の組合せにより実装または実行されてもよい。汎用プロセッサはマイクロ
プロセッサであってもよいが、代替ではプロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コント
ローラ、マイクロコントローラまたはステートマシンであってもよい。プロセッサは、た
とえばDSPとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連結し
た1つまたは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成など、コンピ
ューティングデバイスの組合せとしても実装され得る。
【００９７】
　本明細書において開示に関連して説明された方法またはプロセスのステップは、ハード
ウェアにおいて、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールにおいて、また
はこの2つの組合せにおいて直接具現されてもよい。ソフトウェアモジュールは、RAMメモ
リ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディ
スク、リムーバブルディスク、CD-ROM、または当技術分野で知られているその他の形態の
記憶媒体に、常駐することができる。例示的記憶媒体がプロセッサに結合され、プロセッ
サが記憶媒体から情報を読み取ること、および記憶媒体に情報を書き込むことができるよ
うにする。代替として、記憶媒体はプロセッサと一体化され得る。プロセッサおよび記憶
媒体は、ASIC内に存在し得る。ASICは、ユーザ端末内に存在してもよい。代替で、プロセ
ッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末内の個別の構成要素として存在してもよい。
【００９８】
　1つまたは複数の例示的設計では、記載された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、
ファームウェア、またはその任意の組合せにおいて実装されてもよい。ソフトウェアで実
装される場合、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
体上に記憶され得るか、また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
タ可読記憶媒体は、汎用または特殊用途コンピュータによってアクセスできる任意の利用
可能な媒体とすることができる。限定的ではなく、一例として、そのようなコンピュータ
可読記憶媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD-ROMもしくはその他の光ディスク記憶装置、磁気
ディスク記憶装置もしくはその他の磁気記憶装置、または望ましいプログラムコード手段
を命令またはデータ構造の形態で搬送または記憶するために使用され得る、汎用もしくは
特殊用途コンピュータ、または汎用もしくは特殊用途プロセッサによってアクセスされ得
る任意の他の媒体を備えることができる。また、非一時的接続は、コンピュータ可読媒体
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の定義内に適切に含まれ得る。たとえば、命令が、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、
ツイストペア、またはデジタル加入者回線(DSL)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、光ファイバケーブル、ツイ
ストペア、またはDSLは、媒体の定義に含まれる。ディスク(disk)およびディスク(disc)
は、本明細書において使用されるときに、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)およびブルーレイディスク(disc)を含み、ディスク
(disk)は通常、データを磁気的に再生し、一方、ディスク(disc)は、レーザーを用いてデ
ータを光学的に再生する。上記のものの組合せもまた、コンピュータ可読媒体の範囲内に
含まれるべきである。
【００９９】
　本開示の先の説明は、いかなる当業者も本開示を作製または使用できるようにするため
に提供される。本開示への様々な修正が当業者には容易に明らかになり、本明細書で定義
される一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく、他の変形形態に適用
され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明される例および設計に限定されるもの
ではなく、本明細書で開示される原理および新規の特徴に一致する最大の範囲を与えられ
るものである。
【符号の説明】
【０１００】
　　100　発展型パケットシステム
　　102　UE
　　104　発展型UMTS地上波無線アクセスネットワーク
　　106　eNB
　　108　他のeNB
　　110　発展型パケットコア
　　112　モビリティ管理エンティティ
　　114　他のMME
　　116　サービングゲートウェイ
　　118　パケットデータネットワークゲートウェイ
　　120　ホーム加入者サーバ
　　122　事業者のインターネットプロトコルサービス
　　124　ワイヤレス通信システム
　　126　ユーザ機器
　　128　eノードB
　　130　マルチキャスト協調エンティティ
　　132　モビリティ管理エンティティ
　　134　パケットデータネットワークゲートウェイ
　　136　ブロードキャストマルチキャストサービスセンタ
　　138　コンテンツプロバイダサーバ
　　140　MBMSゲートウェイ
　　142　サービング汎用パケット無線サービスサポートノード
　　144　UTRAN無線ネットワークコントローラ
　　146　UEモバイルエンティティ
　　200　アクセスネットワーク
　　202　セル
　　204　マクロeNB
　　206　UE
　　208　低電力クラスeNB
　　210　セルラー領域
　　302　セル固有RS
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　　304　UE固有RS
　　430　物理ランダムアクセスチャネル
　　506　物理レイヤ
　　508　L2レイヤ
　　510　媒体アクセス制御サブレイヤ
　　512　無線リンク制御サブレイヤ
　　514　パケットデータコンバージェンスプロトコルサブレイヤ
　　516　無線リソース制御サブレイヤ
　　610　eNB
　　616　送信プロセッサ
　　618　送信機
　　620　アンテナ
　　650　UE
　　652　アンテナ
　　654　受信機
　　656　受信プロセッサ
　　658　チャネル推定器
　　659　コントローラ/プロセッサ
　　660　メモリ
　　662　データシンク
　　667　データソース
　　668　TXプロセッサ
　　670　RXプロセッサ
　　674　チャネル推定器
　　675　コントローラ/プロセッサ
　　676　メモリ
　　802　eNB
　　804　UE
　　806　物体
　　808　直接伝搬経路
　　810　間接伝搬経路
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【手続補正書】
【提出日】平成28年3月15日(2016.3.15)
【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】
　ブロードキャストで送信されるべき直交分割多元接続(OFDMA)シンボルのためのサイク
リックプレフィックスオーバーヘッドを選択するステップであって、前記サイクリックプ
レフィックスオーバーヘッドは、標準的なキャリア対リソースブロック(RB)の規定の整数
倍に基づいて決定されるステップと、
　前記OFDMAシンボルのためのサイクリックプレフィックス継続時間を選択するステップ
であって、前記サイクリックプレフィックス継続時間は、前記標準的なキャリア対RBの規
定の前記整数倍に基づいて、RB当たり整数個のキャリアをもたらすように決定され、前記
サイクリックプレフィックス継続時間を選択する前記ステップは、
　　シンボル継続時間と、複数のサイクリックプレフィックス継続時間のうちの1つとを
含む所望の継続時間を選択するステップを備え、前記選択された所望の継続時間は、RB当
たり前記整数個のキャリアをもたらすステップと、
　前記サイクリックプレフィックス継続時間およびサイクリックプレフィックスオーバー
ヘッドを使用して前記OFDMAシンボルを送信するステップと
　を備えるワイヤレス通信の方法。
【請求項２】
　前記標準的なキャリア対RBの規定の前記整数倍は、分母が180の分数サイクリックプレ
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フィックスに基づいて決定される、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　RB当たりのキャリアの前記整数は、式:
　RB当たりのキャリアの数=180,000(Hz)×総継続時間(秒)(1-分数サイクリックプレフィ
ックス)に従って決定され、180,000(Hz)はRBの帯域幅を表し、前記総継続時間(秒単位)は
OFDMAシンボル時間と前記サイクリックプレフィックス継続時間との合計を表す、
　請求項2に記載の方法。
【請求項４】
　前記分数サイクリックプレフィックスは、式:
　分数サイクリックプレフィックス=N/180に従って決定され、Nは整数値を表す、
　請求項2に記載の方法。
【請求項５】
　前記総継続時間を選択する前記ステップは、
　シンボル継続時間と、複数のサイクリックプレフィックス継続時間のうちの1つとを含
む所望の継続時間を選択するステップを備え、前記選択された所望の継続時間は、RB当た
り前記整数個のキャリアをもたらす、
　請求項2に記載の方法。
【請求項６】
　前記総継続時間は1、2、3、4、5、6、7、8、9、および10ミリ秒を含む、請求項2に記載
の方法。
【請求項７】
　前記整数倍は、
　公称の25RB当たり300キャリアに対して整数個のキャリアをもたらすように選択される
キャリア数を備え、前記選択されたキャリア数は、前記選択されたキャリア数に従って前
記サイクリックプレフィックス継続時間が変化することを可能にする、
　請求項1に記載の方法。
【請求項８】
　前記サイクリックプレフィックス継続時間を選択する前記ステップは、
　シンボル継続時間と、複数のサイクリックプレフィックス継続時間のうちの1つとを含
む所望の継続時間を選択するステップを備え、前記選択された所望の継続時間は、RB当た
り前記整数個のキャリアをもたらす、
　請求項1に記載の方法。
【請求項９】
　前記複数のサイクリックプレフィックス継続時間の各々は、前記選択されたサイクリッ
クプレフィックスオーバーヘッドを維持する、請求項8に記載の方法。
【請求項１０】
　前記複数のサイクリックプレフィックス継続時間は、RB当たり前記整数個のキャリアを
もたらす2.5、5、および10ミリ秒の継続時間を含む、請求項9に記載の方法。
【請求項１１】
　より大きい数のキャリア対RBのための前記標準的なキャリア対RBの定義の前記整数倍は
、より小さいサイクリックプレフィックスオーバーヘッドをもたらす、請求項1に記載の
方法。
【請求項１２】
　前記整数倍は、370キャリアから300キャリアまでの間のキャリアのシーケンスを備え、
前記シーケンスは、各組合せを用いて5キャリアごとに変化し、前記キャリアのシーケン
スは、一群の利用可能なサイクリックプレフィックスオーバーヘッドをN×1.33%ステップ
で生成する、請求項1に記載の方法。
【請求項１３】
　ブロードキャストで送信されるべき直交分割多元接続(OFDMA)シンボルのためのサイク
リックプレフィックスオーバーヘッドを選択するための手段であって、前記サイクリック
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プレフィックスオーバーヘッドは、標準的なキャリア対リソースブロック(RB)の規定の整
数倍に基づいて決定される手段と、
　前記OFDMAシンボルのためのサイクリックプレフィックス継続時間を選択するための手
段であって、前記サイクリックプレフィックス継続時間は、前記標準的なキャリア対RBの
規定の前記整数倍に基づいて、RB当たり整数個のキャリアをもたらすように決定され、前
記サイクリックプレフィックス継続時間を選択するための前記手段は、
　　シンボル継続時間と、複数のサイクリックプレフィックス継続時間のうちの1つとを
含む所望の継続時間を選択する手段を備え、前記選択された所望の継続時間は、RB当たり
前記整数個のキャリアをもたらす手段と、
　前記サイクリックプレフィックス継続時間およびサイクリックプレフィックスオーバー
ヘッドを使用して前記OFDMAシンボルを送信するための手段と
　を備えるワイヤレス通信のために構成された装置。
【請求項１４】
　前記標準的なキャリア対RBの規定の前記整数倍は、分母が180の分数サイクリックプレ
フィックスに基づいて決定される、請求項13に記載の装置。
【請求項１５】
　総継続時間を選択するための前記手段は、
　シンボル継続時間と、複数のサイクリックプレフィックス継続時間のうちの1つとを含
む所望の継続時間を選択するための手段を備え、前記選択された所望の継続時間は、RB当
たり前記整数個のキャリアをもたらす、
　請求項14に記載の装置。
【請求項１６】
　前記整数倍は、
　公称の25RB当たり300キャリアに対して整数個のキャリアをもたらすように選択される
キャリア数を備え、前記選択されたキャリア数は、前記選択されたキャリア数に従って前
記サイクリックプレフィックス継続時間が変化することを可能にする、
　請求項13に記載の装置。
【請求項１７】
　前記サイクリックプレフィックス継続時間を選択するための前記手段は、
　シンボル継続時間と、複数のサイクリックプレフィックス継続時間のうちの1つとを含
む所望の継続時間を選択するための手段を備え、前記選択された所望の継続時間は、RB当
たり前記整数個のキャリアをもたらす、
　請求項13に記載の装置。
【請求項１８】
　そこに記録されたプログラムコードを有する非一時的コンピュータ可読記憶媒体であっ
て、前記プログラムコードが、
　コンピュータに、ブロードキャストで送信されるべき直交分割多元接続(OFDMA)シンボ
ルのためのサイクリックプレフィックスオーバーヘッドを選択させるためのプログラムコ
ードであって、前記サイクリックプレフィックスオーバーヘッドは、標準的なキャリア対
リソースブロック(RB)の規定の整数倍に基づいて決定されるプログラムコードと、
　前記コンピュータに、前記OFDMAシンボルのためのサイクリックプレフィックス継続時
間を選択させるためのプログラムコードであって、前記サイクリックプレフィックス継続
時間は、前記標準的なキャリア対RBの規定の前記整数倍に基づいて、RB当たり整数個のキ
ャリアをもたらすように決定され、前記コンピュータに前記サイクリックプレフィックス
継続時間を選択させるための前記プログラムコードは、
　　前記コンピュータに、シンボル継続時間と、複数のサイクリックプレフィックス継続
時間のうちの1つとを含む所望の継続時間を選択させるためのプログラムコードを備え、
前記選択された所望の継続時間は、RB当たり前記整数個のキャリアをもたらすプログラム
コードと、
　前記コンピュータに、前記サイクリックプレフィックス継続時間およびサイクリックプ
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レフィックスオーバーヘッドを使用して前記OFDMAシンボルを送信させるためのプログラ
ムコードと
　を備える、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１９】
　前記標準的なキャリア対RBの規定の前記整数倍は、分母が180の分数サイクリックプレ
フィックスに基づいて決定される、請求項18に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体
。
【請求項２０】
　前記コンピュータに総継続時間を選択させるための前記プログラムコードは、
　前記コンピュータに、シンボル継続時間と、複数のサイクリックプレフィックス継続時
間のうちの1つとを含む所望の継続時間を選択させるためのプログラムコードを備え、前
記選択された所望の継続時間は、RB当たり前記整数個のキャリアをもたらす、
　請求項19に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２１】
　前記整数倍は、
　公称の25RB当たり300キャリアに対して整数個のキャリアをもたらすように選択される
キャリア数を備え、前記選択されたキャリア数は、前記選択されたキャリア数に従って前
記サイクリックプレフィックス継続時間が変化することを可能にする、
　請求項18に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２２】
　前記コンピュータに前記サイクリックプレフィックス継続時間を選択させるための前記
プログラムコードは、
　前記コンピュータに、シンボル継続時間と、複数のサイクリックプレフィックス継続時
間のうちの1つとを含む所望の継続時間を選択させるためのプログラムコードを備え、前
記選択された所望の継続時間は、RB当たり前記整数個のキャリアをもたらす、
　請求項18に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２３】
　ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
　少なくとも1つのプロセッサと、
　前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリとを含み、
　前記少なくとも1つのプロセッサは、
　　ブロードキャストで送信されるべき直交分割多元接続(OFDMA)シンボルのためのサイ
クリックプレフィックスオーバーヘッドを選択することであって、前記サイクリックプレ
フィックスオーバーヘッドは、標準的なキャリア対リソースブロック(RB)の規定の整数倍
に基づいて決定されることと、
　　前記OFDMAシンボルのためのサイクリックプレフィックス継続時間を選択することで
あって、前記サイクリックプレフィックス継続時間は、前記標準的なキャリア対RBの規定
の前記整数倍に基づいて、RB当たり整数個のキャリアをもたらすように決定され、前記サ
イクリックプレフィックス継続時間を選択するための前記少なくとも1つのプロセッサの
構成は、シンボル継続時間と、複数のサイクリックプレフィックス継続時間のうちの1つ
とを含む所望の継続時間を選択するための構成を備え、前記選択された所望の継続時間は
、RB当たり前記整数個のキャリアをもたらすことと、
　　前記サイクリックプレフィックス継続時間およびサイクリックプレフィックスオーバ
ーヘッドを使用して前記OFDMAシンボルを送信することと
　を行うように構成された装置。
【請求項２４】
　前記標準的なキャリア対RBの規定の前記整数倍は、分母が180の分数サイクリックプレ
フィックスに基づいて決定される、請求項23に記載の装置。
【請求項２５】
　RB当たりのキャリアの前記整数は、式:
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　RB当たりのキャリアの数=180,000(Hz)×総継続時間(秒)(1-分数サイクリックプレフィ
ックス)に従って決定され、180,000(Hz)はRBの帯域幅を表し、前記総継続時間(秒単位)は
OFDMAシンボル時間と前記サイクリックプレフィックス継続時間との合計を表す、
　請求項24に記載の装置。
【請求項２６】
　前記分数サイクリックプレフィックスは、式:
　分数サイクリックプレフィックス=N/180に従って決定され、Nは整数値を表す、
　請求項24に記載の装置。
【請求項２７】
　前記総継続時間を選択するための前記少なくとも1つのプロセッサの構成は、シンボル
継続時間と、複数のサイクリックプレフィックス継続時間のうちの1つとを含む所望の継
続時間を選択するための構成を備え、前記選択された所望の継続時間は、RB当たり前記整
数個のキャリアをもたらす、請求項24に記載の装置。
【請求項２８】
　前記整数倍は、
　公称の25RB当たり300キャリアに対して整数個のキャリアをもたらすように選択される
キャリア数を備え、前記選択されたキャリア数は、前記選択されたキャリア数に従って前
記サイクリックプレフィックス継続時間が変化することを可能にする、
　請求項23に記載の装置。
【請求項２９】
　前記サイクリックプレフィックス継続時間を選択するための前記少なくとも1つのプロ
セッサの構成は、シンボル継続時間と、複数のサイクリックプレフィックス継続時間のう
ちの1つとを含む所望の継続時間を選択するための構成を備え、前記選択された所望の継
続時間は、RB当たり前記整数個のキャリアをもたらす、請求項23に記載の装置。
【請求項３０】
　前記整数倍は、370キャリアから300キャリアまでの間のキャリアのシーケンスを備え、
前記シーケンスは、各組合せを用いて5キャリアごとに変化し、前記キャリアのシーケン
スは、一群の利用可能なサイクリックプレフィックスオーバーヘッドをN×1.33%ステップ
で生成する、請求項23に記載の装置。
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