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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信資源を割り当てられる第１の無線端末を選択するステップと；
　１つの期間について第１のキャリアに対応する帯域幅の少なくとも２つの不連続部分を
含む資源を前記第１の無線端末に割り当てるステップと、なお、帯域幅の前記少なくとも
２つの不連続部分は、第１の帯域幅の部分と第２の帯域幅の部分とを含み、前記第１の帯
域幅の部分と前記第２の帯域幅の部分は、前記資源に含まれない別のキャリアに対応する
第３の帯域幅の部分によって分離され、前記第３の帯域幅の部分は、帯域幅の前記２つの
不連続部分のいずれよりも大きく、前記コントロールノードによって使用されない帯域幅
の部分である；
　前記第１の無線端末へ、帯域幅の前記少なくとも２つの不連続部分を含む前記資源の前
記割り当てを通信して、単一割り当てメッセージを送信するステップと、なお、前記割り
当てメッセージは、前記資源に対応する帯域幅の前記少なくとも２つの不連続部分の各々
からの少なくとも１つのガードサブキャリアを含んでいるサブキャリアのセットに対応す
るノード識別子を含む；
　を実行するようにコントロールノードを動作させることを含む、無線通信システムにお
いて資源を割り当てるための方法。
【請求項２】
　異なる数のガードサブキャリアが、前記第１の帯域幅の部分と前記第２の帯域幅の部分
に含まれる、請求項１の方法。
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【請求項３】
　帯域幅の前記不連続部分の少なくとも１つにおいて、ガードサブキャリアの前記数と位
置の少なくとも１つを表すガードサブキャリア情報を送信すること、
　をさらに含む、請求項１の方法。
【請求項４】
　帯域幅の前記不連続部分の少なくともいくつかが、異なる位置に位置するガードサブキ
ャリアを持つ、請求項３の方法。
【請求項５】
　前記ガードサブキャリア情報は、プリアンブルで同報通信される、請求項３の方法。
【請求項６】
　前記単一割り当てメッセージは、アップリンク帯域またはダウンリンク帯域と同じ時間
に使用されるべき帯域幅の前記少なくとも２つの不連続部分を割り当てる、請求項１に記
載の方法。
【請求項７】
　第２の期間の間に帯域幅の前記不連続部分の１つに対応する資源を第２の端末に割り当
てること、をさらに含み、帯域幅の前記不連続部分のうちの前記１つは、時分割多重方式
と周波数分割多重方式の１つ上で前記第１と第２の無線端末により共有されている、請求
項６の方法。
【請求項８】
　帯域幅の前記不連続部分は、少なくとも１．２５ＭＨｚ分離される、請求項６の方法。
【請求項９】
　割り当ては、帯域幅の複数の不連続部分から構築される通信チャンネルに対応するサブ
キャリアを表すチャンネルツリーに基づいて資源へ前記第１の端末を割り当てることを含
む、請求項６の方法。
【請求項１０】
　前記資源がアップリンク資源である、請求項６の方法。
【請求項１１】
　前記資源がダウンリンク資源である、請求項６の方法。
【請求項１２】
　前記不連続部分に対応するが、前記資源に含まれない帯域幅の前記部分に対応しないト
ーンを含む、前記無線端末へ向けられる情報を含むＯＦＤＭ信号を送信すること、
　をさらに含む、請求項１の方法。
【請求項１３】
　無線通信システムにおいて資源を割り当てるための通信装置であって、
　通信資源を割り当てられる第１の無線端末を選択するための選択モジュールと；
　１つの期間について第１のキャリアに対応する帯域幅の少なくとも２つの不連続部分を
含む資源を、前記選択モジュールにより選択された前記第１の無線端末に割り当てるため
の資源割り当てモジュール、なお、帯域幅の前記少なくとも２つの不連続部分は、第１の
帯域幅の部分と第２の帯域幅の部分とを含み、前記第１の帯域幅の部分と前記第２の帯域
幅の部分は、前記資源に含まれない別のキャリアに対応する第３の帯域幅の部分によって
分離され、前記第３の帯域幅の部分は、帯域幅の前記２つの不連続部分のいずれよりも大
きく、前記通信装置によって使用されない帯域幅の部分である；
　前記第１の無線端末へ、帯域幅の前記少なくとも２つの不連続部分を含む前記資源の前
記割り当てを通信して、単一割り当てメッセージを送信するための無線送信機と、なお、
前記割り当てメッセージは、前記資源に対応する帯域幅の前記少なくとも２つの不連続部
分の各々からの少なくとも１つのガードサブキャリアを含んでいるサブキャリアのセット
に対応するノード識別子を含む；
　情報を格納するためのメモリと；
　を含む装置。
【請求項１４】
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　前記単一割り当てメッセージを生成するための割り当てメッセージ生成モジュール、を
さらに含む請求項１３の装置。
【請求項１５】
　前記メモリは、割り当てに対して利用可能な通信バンドを表す格納されたエアーリンク
資源情報を含み、前記情報は、前記利用可能な通信バンド内のガードバンドの前記数と位
置の少なくとも１つに関する情報を含む、請求項１４の装置。
【請求項１６】
　前記メモリは、資源に対応する割り当てに対して利用可能な帯域幅の異なる不連続部分
を識別する格納されたエアーリンク資源情報を含む、請求項１５の装置。
【請求項１７】
　帯域幅の前記不連続部分が、少なくとも１．２５ＭＨｚ分離される、請求項１６の装置
。
【請求項１８】
　前記メモリは、帯域幅の複数の不連続部分から構築される通信チャンネルに対応するサ
ブキャリアを表すチャンネルツリー資源情報をさらに含む、
　請求項１６の装置。
【請求項１９】
　前記資源がアップリンク資源である、請求項１４の装置。
【請求項２０】
　前記資源がダウンリンク資源である、請求項１４の装置。
【請求項２１】
　前記不連続部分に対応するが、前記資源に含まれない帯域幅の前記部分に対応しない、
トーンを含むＯＦＤＭシンボルを生成するためのシンボル生成モジュールと、
　前記不連続部分へ対応するが、前記資源に含まれない帯域幅の前記部分へ対応しない、
トーンを含む、前記無線端末に向けられる情報を含むＯＦＤＭ信号を送信するための無線
ＯＦＤＭ送信機モジュール、
　をさらに含む、請求項１３の装置。
【請求項２２】
　無線通信システムにおいて資源を割り当てるための通信装置であって、
　通信資源を割り当てられる第１の無線端末を選択するための選択手段と、
　１つの期間について第１のキャリアに対応する帯域幅の少なくとも２つの不連続部分を
含む資源を、前記選択手段により選択された前記第１の無線端末に割り当てるための手段
と、なお、帯域幅の前記少なくとも２つの不連続部分は、第１の帯域幅の部分と第２の帯
域幅の部分とを含み、前記第１の帯域幅の部分と前記第２の帯域幅の部分は、前記資源に
含まれない別のキャリアに対応する第３の帯域幅の部分によって分離され、前記第３の帯
域幅の部分は、帯域幅の前記２つの不連続部分のいずれよりも大きく、前記通信装置によ
って使用されない帯域幅の部分である；
　前記第１の無線端末へ、帯域幅の前記少なくとも２つの不連続部分を含む前記資源の前
記割り当てを通信して、単一割り当てメッセージを送信するための手段と、なお、前記割
り当てメッセージは、前記資源に対応する帯域幅の前記少なくとも２つの不連続部分の各
々からの少なくとも１つのガードサブキャリアを含んでいるサブキャリアのセットに対応
するノード識別子を含む；
　情報を格納するためのメモリ手段と；
　を含む、前記装置。
【請求項２３】
　単一割り当てメッセージを生成するための手段と、
　をさらに含む、請求項２２の装置。
【請求項２４】
　格納するための前記メモリ手段は、割り当てに対して利用可能な通信バンドを表す格納
されたエアーリンク資源情報を含み、前記情報は、前記利用可能な通信バンド内のガード



(4) JP 5108010 B2 2012.12.26

10

20

30

40

50

バンドの前記数と位置の少なくとも１つに関する情報を含む、請求項２３の装置。
【請求項２５】
　前記不連続部分に対応するが、前記資源に含まれない帯域幅の前記部分に対応しない、
トーンを含むＯＦＤＭシンボルを生成するための手段と、
　前記不連続部分に対応するが、前記資源に含まれない帯域幅の前記部分に対応しないト
ーンを含む前記無線端末に向けられる情報を含む、ＯＦＤＭ信号を送信するための手段、
　をさらに含む、請求項２２の装置。
【請求項２６】
　通信資源を割り当てられる第１の無線端末を選択するように、および、
　１つの期間について第１のキャリアに対応する帯域幅の少なくとも２つの不連続部分を
含む資源を前記第１の無線端末に割り当てるように、なお、帯域幅の前記少なくとも２つ
の不連続部分は、第１の帯域幅の部分と第２の帯域幅の部分とを含み、前記第１の帯域幅
の部分と前記第２の帯域幅の部分は、前記資源に含まれない別のキャリアに対応する第３
の帯域幅の部分によって分離され、前記第３の帯域幅の部分は、帯域幅の前記２つの不連
続部分のいずれよりも大きく、前記装置によって使用されない帯域幅の部分である；
　前記第１の無線端末へ、帯域幅の前記少なくとも２つの不連続部分を含む前記資源の前
記割り当てを通信して、単一割り当てメッセージを送信するように、なお、前記割り当て
メッセージは、前記資源に対応する帯域幅の前記少なくとも２つの不連続部分の各々から
の少なくとも１つのガードサブキャリアを含んでいるサブキャリアのセットに対応するノ
ード識別子を含む；
　構成されるプロセッサと、
　前記プロセッサに結合されたメモリと、
　を含む装置。
【請求項２７】
　ガードサブキャリアの異なる数が、前記第１の帯域幅の部分と前記第２の帯域幅の部分
に含まれる、請求項２６の装置。
【請求項２８】
　前記プロセッサは、
　帯域幅の前記不連続部分の少なくとも１つにおいて、ガードサブキャリアの前記数と位
置の少なくとも１つを表すガードサブキャリア情報を送信するように、
　前記装置を制御するようにさらに構成される、請求項２６の装置。
【請求項２９】
　前記単一割り当てメッセージは、アップリンク帯域またはダウンリンク帯域と同じ時間
に使用されるべき帯域幅の前記少なくとも２つの不連続部分を割り当てる、請求項２６に
記載の装置。
【請求項３０】
　前記プロセッサは、
　前記不連続部分へ対応するが、前記資源に含まれない帯域幅の前記部分に対応しない、
トーンを含む前記無線端末に向けられる情報を含むＯＦＤＭ信号を送信するように、
　前記装置を制御するようにさらに構成される、請求項２６の装置。
【請求項３１】
　無線通信システムにおいて資源を割り当てる方法を実現する通信装置を制御するための
機械実行可能な命令を組み入れるコンピュータ可読記憶媒体であって、
　前記方法は、
　　通信資源を割り当てられる第１の無線端末を選択することと、
　１つの期間について第１のキャリアに対応する帯域幅の少なくとも２つの不連続部分を
含む資源を前記第１の無線端末に割り当てること、なお、帯域幅の前記少なくとも２つの
不連続部分は、第１の帯域幅の部分と第２の帯域幅の部分とを含み、前記第１の帯域幅の
部分と前記第２の帯域幅の部分は、前記資源に含まれない別のキャリアに対応する第３の
帯域幅の部分によって分離され、前記第３の帯域幅の部分は、帯域幅の前記２つの不連続
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部分のいずれよりも大きく、前記通信装置によって使用されない帯域幅の部分である；
　前記第１の無線端末へ、帯域幅の前記少なくとも２つの不連続部分を含む前記資源の前
記割り当てを通信して、単一割り当てメッセージを送信すること、なお、前記割り当てメ
ッセージは、前記資源に対応する帯域幅の前記少なくとも２つの不連続部分の各々からの
少なくとも１つのガードサブキャリアを含んでいるサブキャリアのセットに対応するノー
ド識別子を含む；
　を含む、コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３２】
　異なる数のガードサブキャリアが、前記第１の帯域幅の部分と前記第２の帯域幅の部分
に含まれる、請求項３１のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３３】
　帯域幅の前記不連続部分の少なくとも１つにおける、ガードサブキャリアの前記数と位
置の少なくとも１つを表すガードサブキャリア情報を送信すること、
　のための機械実行可能な命令をさらに組み入れる、請求項３１のコンピュータ可読記憶
媒体。
【請求項３４】
　前記単一割り当てメッセージは、アップリンク帯域またはダウンリンク帯域と同じ時間
に使用されるべき帯域幅の前記少なくとも２つの不連続部分を割り当てる、請求項３１の
コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３５】
　前記不連続部分へ対応するが、前記資源に含まれない帯域幅の前記部分に対応しない、
トーンを含む前記無線端末に向けられる情報を含むＯＦＤＭ信号を送信すること、
　のための機械実行可能な命令をさらに組み入れる、請求項３１のコンピュータ可読記憶
媒体。
【請求項３６】
　第１のキャリアに対応する帯域幅の少なくとも２つの不連続部分を含む資源を無線端末
に１つの期間について割り当てることを表す資源割り当てメッセージをコントロールノー
ドから受信することと、なお、前記割り当てメッセージは、前記資源に対応する帯域幅の
前記少なくとも２つの不連続部分の各々から少なくとも１つのガードサブキャリアを含む
サブキャリアのセットに対応するノード識別子を含み、帯域幅の前記少なくとも２つの不
連続部分は、第１の帯域幅の部分と第２の帯域幅の部分を含み、前記第１の帯域幅の部分
と前記第２の帯域幅の部分は、前記資源に含まれない別のキャリアに対応する第３の帯域
幅の部分によって分離され、前記第３の帯域幅の部分は、帯域幅の前記２つの不連続部分
のいずれよりも大きく、前記コントロールノードによって使用されない帯域幅の部分であ
る；
　前記コントロールノードと通信するために前記割り当てられた資源を使用すること；
　を含む、無線端末を動作させる方法。
【請求項３７】
　異なる数のガードサブキャリアが、前記第１の帯域幅の部分と前記第２の帯域幅の部分
に含まれる、請求項３６の方法。
【請求項３８】
　帯域幅の前記不連続部分の少なくとも１つにおいて、ガードサブキャリアの前記数と位
置の少なくとも１つを表すガードサブキャリア情報を受信すること、
　をさらに含む、請求項３６の方法。
【請求項３９】
　前記受信ガードサブキャリア情報の少なくともいくつかを格納すること、をさらに含み
、前記格納されたガードサブキャリア情報は、帯域幅の異なる不連続部分内の異なるガー
ドサブキャリアの位置を表す、請求項３８の方法。
【請求項４０】
　ガードサブキャリア情報を受信することは、前記ガードサブキャリア情報を含む同報通
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信スーパーフレームプリアンブルを受信することを含む、請求項３８の方法。
【請求項４１】
　帯域幅の前記不連続部分が、少なくとも１．２５ＭＨｚ分離される、請求項３６の方法
。
【請求項４２】
　前記無線端末により使用される前記ノード識別子に対応するサブキャリアのセットを、
前記ノード識別子と格納された情報から決定すること、
　をさらに含む、請求項４１の方法。
【請求項４３】
　前記資源がアップリンク資源である、請求項４１の方法。
【請求項４４】
　前記コントロールノードに向けられる情報を含むＯＦＤＭシンボルを生成することをさ
らに含み、前記ＯＦＤＭシンボルは、前記不連続部分に対応するが、前記資源に含まれな
い帯域幅の前記部分に対応しないトーンを含み、
　そこにおいて、前記割り当てられた資源を使用することは、前記生成されたＯＦＤＭシ
ンボルを送信することを含む、請求項４３の方法。
【請求項４５】
　前記資源がダウンリンク資源である、請求項４１の方法。
【請求項４６】
　第１のキャリアに対応する帯域幅の少なくとも２つの不連続部分を含む資源を無線端末
に１つの期間について割り当てることを表す資源割り当てメッセージをコントロールノー
ドから受信するための受信機モジュールと、なお、前記割り当てメッセージは、前記資源
に対応する帯域幅の前記少なくとも２つの不連続部分の各々から少なくとも１つのガード
サブキャリアを含んでいるサブキャリアのセットに対応するノード識別子を含み、帯域幅
の前記少なくとも２つの不連続部分は、第１の帯域幅の部分と第２の帯域幅の部分を含み
、前記第１の帯域幅の部分と前記第２の帯域幅の部分は、前記資源に含まれない別のキャ
リアに対応する第３の帯域幅の部分によって分離され、前記第３の帯域幅の部分は、帯域
幅の前記２つの不連続部分のいずれよりも大きく、前記コントロールノードによって使用
されない帯域幅の部分である；
　ｉ）前記割り当られる資源に対応するシンボルを生成するためのシンボル生成モジュー
ルと、
　ｉｉ）前記割り当られる資源に対応するシンボルを回復するためのシンボル回復モジュ
ール、
　の少なくとも１つ；
　を含む無線端末。
【請求項４７】
　異なる数のガードサブキャリアが、前記第１の帯域幅の部分と前記第２の帯域幅の部分
に含まれる、請求項４６の無線端末。
【請求項４８】
　帯域幅の前記不連続部分の少なくとも１つにおいて、ガードサブキャリアの前記数と位
置の少なくとも１つを表す受信情報を回復するためのガードサブキャリア情報回復モジュ
ール、
　をさらに含む、請求項４６の無線端末。
【請求項４９】
　前記受信ガードサブキャリア情報の少なくともいくつかを格納するためのメモリモジュ
ール、をさらに含み、前記格納されるガードサブキャリア情報は、帯域幅の異なる不連続
部分内の異なるガードサブキャリア位置を表す、請求項４８の無線端末。
【請求項５０】
　帯域幅の前記不連続部分が、少なくとも１．２５ＭＨｚ分離される、請求項４６の無線
端末。
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【請求項５１】
　前記資源がアップリンク資源である、請求項５０の無線端末。
【請求項５２】
　前記シンボル生成モジュールは、前記コントロールノードに向けられる情報を含むＯＦ
ＤＭシンボルを生成するＯＦＤＭシンボル生成モジュールであり、前記ＯＦＤＭシンボル
は、前記不連続部分へ対応するが、前記資源に含まれない帯域幅の前記部分へ対応しない
、トーンを含み、
　前記ＯＦＤＭシンボル生成モジュールにより生成されたＯＦＤＭシンボルを送信するた
めの送信機モジュール、
　をさらに含む、請求項５１の無線端末。
【請求項５３】
　前記資源がダウンリンク資源である、請求項５０の無線端末。
【請求項５４】
　第１のキャリアに対応する帯域幅の少なくとも２つの不連続部分を含む資源を無線端末
に１つの期間について割り当てることを表す資源割り当てメッセージをコントロールノー
ドから受信するための受信機手段と、なお、前記割り当てメッセージは、前記資源に対応
する帯域幅の前記少なくとも２つの不連続部分の各々から少なくとも１つのガードサブキ
ャリアを含んでいるサブキャリアのセットに対応するノード識別子を含み、帯域幅の前記
少なくとも２つの不連続部分は、第１の帯域幅の部分と第２の帯域幅の部分を含み、前記
第１の帯域幅の部分と前記第２の帯域幅の部分は、前記資源に含まれない別のキャリアに
対応する第３の帯域幅の部分によって分離され、前記第３の帯域幅の部分は、帯域幅の前
記２つの不連続部分のいずれよりも大きく、前記コントロールノードによって使用されな
い帯域幅の部分である；
　ｉ）前記割り当てられる資源に対応するシンボルを生成するための手段と
　ｉｉ）前記割り当てられる資源に対応するシンボルを回復するための手段
　の少なくとも１つ；
　を含む、無線端末。
【請求項５５】
　異なる数のガードサブキャリアが、前記第１の帯域幅の部分と前記第２の帯域幅の部分
に含まれる、請求項５４の無線端末。
【請求項５６】
　帯域幅の前記不連続部分の少なくとも１つにおいて、ガードサブキャリアの前記数と位
置の少なくとも１つを表す受信情報を回復するためのガードサブキャリア情報回復手段、
　をさらに含む、請求項５４の無線端末。
【請求項５７】
　前記受信ガードサブキャリア情報の少なくともいくつかを格納するためのメモリ手段、
をさらに含み、前記格納されたガードサブキャリア情報は、帯域幅の異なる不連続部分内
の異なるガードサブキャリア位置を表す請求項５６の無線端末。
【請求項５８】
　帯域幅の前記不連続部分が、少なくとも１．２５ＭＨｚ分離される、請求項５４の無線
端末。
【請求項５９】
　無線端末における使用のためのプロセッサであって、
　第１のキャリアに対応する帯域幅の少なくとも２つの不連続部分を含む資源を前記無線
端末に１つの期間について割り当てることを表す資源割り当てメッセージをコントロール
ノードから受信するように、なお、前記割り当てメッセージは、前記資源に対応する帯域
幅の前記少なくとも２つの不連続部分の各々から少なくとも１つのガードサブキャリアを
含むサブキャリアのセットに対応するノード識別子を含み、帯域幅の前記少なくとも２つ
の不連続部分は、第１の帯域幅の部分と第２の帯域幅の部分を含み、前記第１の帯域幅の
部分と前記第２の帯域幅の部分は、前記資源に含まれない別のキャリアに対応する第３の
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帯域幅の部分によって分離され、前記第３の帯域幅の部分は、帯域幅の前記２つの不連続
部分のいずれよりも大きく、前記コントロールノードによって使用されない帯域幅の部分
である；および、
　前記コントロールノードと通信するために、前記割り当て資源を使用するように、
　構成される前記プロセッサ、
　を含む装置。
【請求項６０】
　異なる数のガードサブキャリアが、前記第１の帯域幅の部分と前記第２の帯域幅の部分
に含まれる、請求項５９の無線端末。
【請求項６１】
　前記プロセッサは、
　帯域幅の前記不連続部分の少なくとも１つにおいて、ガードサブキャリアの前記数と位
置の少なくとも１つを表すガードサブキャリア情報を受信するように、
　さらに構成される、請求項５９の装置。
【請求項６２】
　帯域幅の前記不連続部分が、少なくとも１．２５ＭＨｚ分離される、請求項５９の装置
。
【請求項６３】
　前記プロセッサは、
　前記無線端末により使用される前記ノード識別子に対応するサブキャリアのセットを前
記ノード識別子と格納された情報から決定するように、
　さらに構成される、請求項６２の装置。
【請求項６４】
　他の通信装置と通信する方法を実現する無線端末を制御するための機械実行可能な命令
を組み入れるコンピュータ可読記憶媒体であって、前記方法は、
　第１のキャリアに対応する帯域幅の少なくとも２つの不連続部分を含む資源を前記無線
端末に１つの期間について割り当てることを表す資源割り当てメッセージをコントロール
ノードから受信することと、なお、前記割り当てメッセージは、前記資源に対応する帯域
幅の前記少なくとも２つの不連続部分の各々からの少なくとも１つのガードサブキャリア
を含んでいるサブキャリアのセットに対応するノード識別子を含み、帯域幅の前記少なく
とも２つの不連続部分は、第１の帯域幅の部分と第２の帯域幅の部分とを含み、前記第１
の帯域幅の部分と前記第２の帯域幅の部分は、前記資源に含まれない別のキャリアに対応
する第３の帯域幅の部分によって分離され、前記第３の帯域幅の部分は、帯域幅の前記２
つの不連続部分のいずれよりも大きく、前記コントロールノードによって使用されない帯
域幅の部分である；
　前記コントロールノードと通信するために、前記割り当てられる資源を使用すること；
　を含む、コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項６５】
　異なる数のガードサブキャリアが、前記第１の帯域幅の部分と前記第２の帯域幅の部分
に含まれる、請求項６４のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項６６】
　帯域幅の前記不連続部分の少なくとも１つにおいて、ガードサブキャリアの前記数と位
置の少なくとも１つを表すガードサブキャリア情報を受信する、
　機械実行可能な命令をさらに組み入れる、請求項６４のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項６７】
　帯域幅の前記不連続部分が、少なくとも１．２５ＭＨｚ分離される、請求項６４のコン
ピュータ可読記憶媒体。
【請求項６８】
　前記無線端末により使用される前記ノード識別子に対応するサブキャリアのセットを、
前記ノード識別子と格納された情報から決定するための機械実行可能な命令をさらに組み
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入れる、請求項６７のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項６９】
　帯域幅の前記少なくとも２つの不連続部分の各々が第１のサイズよりも小さいまたは第
１のサイズと等しく、
　帯域幅の前記少なくとも２つの不連続部分の各々が、前記第１のサイズの倍数である帯
域幅の量により間隔を介する帯域幅の部分により分離される、請求項１の方法。
【請求項７０】
　前記第３の帯域幅の部分は前記第１のサイズである、請求項６９の方法。
【請求項７１】
　前記少なくとも２つの不連続部分が散在しうる合計帯域幅を表す情報を送信すること、
　をさらに備える請求項６９の方法。
【請求項７２】
　前記合計帯域幅は、前記第１サイズの２、４、８、または１６倍である、請求項７１の
方法。
【請求項７３】
　前記合計帯域幅は、２０ＭＨｚより小さい、または、２０ＭＨｚと等しい、請求項７１
の方法。
【請求項７４】
　前記コントロールノードは、基地局またはアクセスポイントのうちの１つであり、前記
方法は、
　前記少なくとも２つの不連続部分が散在しうる合計帯域幅を表す情報を送信すること、
　をさらに含む請求項１の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、「移動広帯域通信無線アクセスのためのウルトラ－ハイデータレート（ＵＨ
ＤＲ）（ＵＬＴＲＡ－ＨＩＧＨ　ＤＡＴＡ　ＲＡＴＥ（ＵＨＤＲ）　ＦＯＲ　ＭＯＢＩＬ
Ｅ　ＢＲＯＡＤＢＡＮＤ　ＷＩＲＥＬＥＳＳ　ＡＣＣＥＳＳ」と表題を付けられ、２００
６年６月２３日に出願された、米国の仮特許出願　第６０／８１６，２８１号、「無線通
信システムのための帯域幅割当（ＢＡＮＤＷＩＤＴＨ　ＡＬＬＯＣＡＴＩＯＮ　ＦＯＲ　
ＷＩＲＥＬＥＳＳ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　ＳＹＳＴＥＭ）」と表題を付けられ、
２００６年６月２１日に出願された、米国の仮特許出願　第６０／８１５，６６４号、お
よび「無線通信システムのためのスーパーフレーム・ストラクチャー（ＳＵＰＥＲＦＲＡ
ＭＥ　ＳＴＲＵＣＴＵＲＥ　ＦＯＲ　ＷＩＲＥＬＥＳＳ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　
ＳＹＳＴＥＭ）」と表題を付けられ、２００６年６月２１日に出願された、米国の仮特許
出願　第６０／８１５，７３３号の利益を主張し、そのおのおのは、参照によってここに
明白に組み込まれる。
【０００２】
　各種実施形態は、無線通信方法と装置に関する、および、特に資源の割当および／また
は使用に関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信システムは、世界中の大多数の人々が通信を行う広く一般的な手段になってき
ている。無線通信装置は、消費者ニーズを満たし、携帯性と利便性を改善するために、よ
り小さく、よりパワフルになってきている。携帯電話のような移動装置における処理能力
の上昇は、無線ネットワーク伝送システム上の需要の増加に結びついてきている。そのよ
うなシステムは、一般に、その上で通信する携帯装置ほど、容易に更新されない。移動装
置の能力が拡張するので、十分に新規性を取り入れ、新しい改善された無線装置の能力を
十分に活用するように古い無線ネットワークシステムを維持することは困難であり得る。
【０００４】
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　無線通信システムは、一般に、チャンネルという形式において伝送資源を生成するため
に、種々のアプローチを利用する。これらのシステムは、符号分割多重（ＣＤＭ）システ
ム、周波数分割多重（ＦＤＭ）システム、および、時分割多重（ＴＤＭ）システムであり
得る。ＦＤＭの一般に利用される１つの変形は、システム帯域幅全体を複数の直交サブキ
ャリアに効率的に分割する直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）である。これらのサブキャリ
アは、トーン、ビン、および、周波数チャンネルとしても呼ばれ得る。各サブキャリアは
、データで変調され得る。時分割方式の技法により、各サブキャリアは、連続するタイム
スライスまたはタイムスロットの全てまたは部分において使用され得る。各ユーザーは、
定義されたバースト期間またはフレームにおいて、情報を送信し受信するために、１つ以
上のタイムスロットとサブキャリアの組み合わせが提供され得る。ホッピング方式は、一
般に、シンボルレートホッピング方式またはブロックホッピング方式であり得る。
【０００５】
　符号分割に基づく技法は、一般に、範囲内の任意の時間において利用可能な多数の周波
数にわたってデータを送信する。一般に、データは、デジタル化され、利用可能な帯域幅
にわたって拡散され、そこにおいて複数のユーザーはチャンネル上に重畳され、それぞれ
のユーザーは独自のシーケンス符号を割り当てられ得る。ユーザーは、同じスペクトルの
広帯域塊に送信することが可能であり、そこにおいて各ユーザー信号は、そのそれぞれの
独自の拡散符号により帯域幅全体にわたって拡散される。この技法は、共用のために提供
することが可能であり、そこにおいて１以上のユーザーは送信と受信を同時に行うことが
できる。そのような共用は拡散スペクトルデジタル変調を通じて達成されることが可能で
あるが、そこにおいてユーザーのビットストリームは符号化され、擬似ランダム方式にか
なり広いチャンネルを横切って拡散される。受信機は、同期方式で特定のユーザーのビッ
トを収集するために、関係する独自のシーケンス符号を認識し、および、そのランダム化
を解除するように設計される。
【０００６】
　典型的な無線通信ネットワーク（例、周波数、時間、および／または、符号分割技法を
使用する）は、サービスエリアを提供する１つ以上の基地局と、カバレージエリア内でデ
ータの送信と受信を行うことが可能な１つ以上の移動（例、無線）端末を含む。典型的な
基地局は、同報通信、マルチキャスト、および／または、ユニキャストサービスのために
複数のデータストリームを同時に送信することが可能である、そこにおいて、データスト
リームは、一移動端末へ独立した受信対象となり得るデータのストリームである。その基
地局のカバレージエリア内の移動端末は、基地局から送信される１以上または全てのデー
タストリームを受信することに関心を持ち得る。同様に、移動端末は、基地局あるいは別
の移動端末へデータを送信することが可能である。これらのシステムにおいて、帯域幅と
他のシステム資源はスケジューラを利用して割り当てられる。
【０００７】
　無線システムが時間にかけて発展していくにしたがい、サービスプロバイダは１つ以上
の周波数帯を使用する権利を獲得するが、それらが通信権利を購入してこなかった他のも
のは獲得していない。これは、サービスプロバイダは、地理的区域（ｇｅｏｇｒａｐｈｉ
ｃ　ｒｅｇｉｏｎ）において帯域幅の複数の不連続部分を使用する権利を所有するが、サ
ービスプロバイダが権利を獲得してきた帯域幅の不連続部分の間に位置する帯域幅を使用
することを妨げられる可能性があるという実情につながってきている。
【０００８】
　帯域幅の不連続部分は、たとえば１回に帯域幅の１つの不連続部分を使用して通信する
１つの無線端末または基地局により、個々に使用されるかもしれない。しかしながら、周
波数ダイバーシチおよび／または処理能力の見地から、たとえば、１つまたは複数の方向
における通信をサポートするために、無線端末または基地局が帯域幅の複数の不連続部分
を同時に使用できることは望ましいことであるかもしれない。たとえば、高アップリンク
データレートまたはダウンリンクデータレートをサポートする必要のある場合には、どの
方向が高データ処理能力に対する必要性を持っているかに依存して、アップリンク方向ま
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たはダウンリンク方向における通信をサポートするために、たとえば、他のサービスプロ
バイダキャリアにより分離される帯域幅の部分のような、帯域幅の複数の不連続部分を使
用できることは、望ましいことであるかもしれない。
【０００９】
　上記の見地において、不連続なバンド間における帯域幅の部分を使用せずに、帯域幅の
不連続部分の使用を、基地局および／または無線端末に可能にする方法と装置に対する必
要性が存在することは、明白なはずである。もし、サービスプロバイダのキャリア幅に対
応する帯域幅（たとえば、いくつかのケースにおいて１．２５ＭＨｚ以上）だけ、不連続
バンドが分離されていた場合の使用に、少なくともいくつかの方法と装置がよく適合され
ているならば、それは望ましいことであろう。
【発明の概要】
【００１０】
　帯域幅の不連続部分に対応する資源の割り当てと使用に対する方法と装置が説明される
。たとえば、同時に、アップリンクあるいはダウンリンクバンドとして、無線端末により
使用されるためには、単一の割り当てが帯域幅の複数のばらばらな部分を割り当てるため
に使用され得る。端末に割り当てられる帯域幅の異なる部分は、関連するガードサブキャ
リア情報が、同報通信信号において無線端末へ通信されているか、または、格納された情
報から決定されている状態で、ガードサブキャリアの異なる数および／または位置を持つ
可能性がある。端末への使用のために割当される帯域幅のばらばらな部分は、たとえば、
他のサービスプロバイダにより所有されるために、使用できない、たとえば１．２５ＭＨ
ｚ以上のキャリアバンドだけ、分離され得る。いくつかの実施形態はＯＦＤＭ信号を使用
して実現され、そこにおいて、無線端末は、たとえば異なる不連続部分に対応しているが
、不連続部分を分離する帯域幅には対応しないトーンのような、サブキャリアを含むＯＦ
ＤＭシンボルを生成するかまたは受信する可能性がある。
【００１１】
　無線通信システムにおいて資源を割り当てるための典型的な方法は、通信資源を割り当
てられる第１の無線端末を選択すること、および、前記の資源に含まれない帯域幅の部分
により分離される期間について、帯域幅の少なくとも２つの不連続部分を含む資源を、第
１の無線端末に割り当てることを含む。無線通信システムにおいて資源を割り当てるため
の典型的な通信装置は、通信資源を割り当てられる第１の無線端末を選択するための選択
モジュールと、前記の資源に含まれない帯域幅の部分により分離される期間について帯域
幅の少なくとも２つの不連続部分を含む資源を、前記の選択モジュールより選択された第
１の無線端末に、割り当てるための資源割り当てモジュールを含む。
【００１２】
　無線端末を動作させる典型的な方法は、前記資源に含まれない帯域幅の部分により分離
される帯域幅の少なくとも２つの不連続部分を含む資源を前記の無線端末に、ある期間、
割り当てることを指示する資源割り当てメッセージを受信することと、アクセスポイント
と通信するために、前記の割り当てられる資源を使用することを含む。典型的な無線端末
は、前記の資源に含まれない帯域幅の部分により分離された帯域幅の少なくとも２つの不
連続部分を含む資源を、前記無線端末に、ある期間、割り当てることを指示する、資源割
り当てメッセージを受信するための受信モジュールと、ｉ）割り当てられた資源に対応す
るシンボルを生成するためのシンボル生成モジュールと、ｉｉ）割り当てられた資源に対
応するシンボルを回復するためのシンボル回復モジュール、の少なくとも１つ、を含む。
【００１３】
　各種実施形態が上記の概要において説明されてきたが、すべての実施形態が必ずしも同
じ特徴を含まないこと、および、いくつかの実施形態において上記で説明される特徴のい
くつかは必要ではないが望ましいことであり得ることは明白なはずである。多数の追加的
特徴、実施形態、および、便益が、続く詳細な説明において議論される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
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【図１】多重アクセス無線通信の態様を示す。
【図２Ａ】多重アクセス無線通信システムのスーパーフレーム構造の態様を示す。
【図２Ｂ】多重アクセス無線通信システムのスーパーフレーム構造の態様を示す。
【図３】帯域幅割当の態様を示す。
【図４】多重アクセス無線通信システムのフレーム構造の態様を示す。
【図５Ａ】多重アクセス無線通信システムのフォワードリンクフレームの態様を示す。
【図５Ｂ】多重アクセス無線通信システムのリバースリンクフレームの態様を示す。
【図６】多重アクセス無線通信システムにおける第１と第２の通信装置の態様を示す。
【図７】多重アクセス無線通信システムにおける資源を割り当てる典型的な方法のフロー
チャートである。
【図８】各種実施例による無線端末(例、アクセス端末)を操作する典型的な方法のフロー
チャートである。
【図９】多重アクセス無線通信システムにおいて資源を割り当てる典型的な通信装置（例
、基地局、アクセスポイント、または、中央コントローラノード）の図である。
【図１０】各種実施例による典型的な無線端末（例、アクセス端末）の図である。
【詳細な説明】
【００１５】
　ここで各種実施形態が図面への参照とともに説明され、そこにおいて参照数字の類が、
要素の類を全体にわたって参照するために使用される。以下の説明においては、説明の目
的で、１つ以上の実施形態の完全な理解を提供するために、多数の特定の詳細が説明され
る。しかしながら、そのような実施形態は、これらの特定の詳細なしに実施され得ること
は、明白であるかもしれない。他の例において、よく知られている構造と装置が、１つ以
上の実施形態の説明を容易にするために、ブロック図の形式で示される。
【００１６】
　図１を参照すると、１つの実施形態に従って、多重アクセス無線通信システム１００が
説明される。多重アクセス無線通信システム１００は、複数のセル、例えば、セル１０２
、セル１０４、および、セル１０６、を含む。図１の実施形態において、各セル（１０２
、１０４、および１０６）は、それぞれ複数のセクタを含むアクセスポイント（１６２、
１６４、１６６）を含むことができる。たとえば、セル１０２は、第１のセクタ１０２ａ
、第２のセクタ１０２ｂ、および、第３セクタ１０２ｃを含む。複数のセクタは、セルの
部分で、アクセス端末との通信に対しておのおの責任を持つアンテナのグループにより形
成される。セル１０２では、アンテナグループ１１２、１１４、および１６のおのおのが
異なるセクタに対応する。セル１０４では、アンテナグループ１１８、１２０、および、
１２２のおのおのが異なるセクタに対応する。セル１０６では、アンテナグループ１２４
、１２６、および、１２８のおのおのが異なるセクタに対応する。
【００１７】
　各セルは、各アクセスポイントの１つ以上のセクタと通信しているいくつかのアクセス
端末を含む。たとえば、アクセス端末１３０、１３２、１３４、１３６、および、１３８
は、通信アクセスポイント１６２に存在する。アクセス端末１４０、１４２、１４４、１
４６、１４８、および１３４は、アクセスポイント１６４と通信している。および、アク
セス端末１３６、１４８、１５０、１５２、１５４、および、１５６は、アクセスポイン
ト１６６と通信している。
【００１８】
　コントローラ１８０は、セル１０２、１０４、および、１０６のおのおのに結合される
。コントローラ１８０は、多重アクセス無線通信システム１００のセルと通信しているア
クセス端末へまたはアクセス端末から情報を提供する複数のネットワーク（たとえば、イ
ンターネット、他のネットワークベースのパケットまたは回路スイッチボイスネットワー
ク）への１つ以上の接続を含むことができる。コントローラ１８０は、アクセス端末から
、および、アクセス端末への送信をスケジュールするスケジューラを含むか、またはそれ
に結合される。他の実施形態において、スケジューラは、各個別セル、セルの各セクタ、
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または、それらの組み合わせに存在する可能性がある。
【００１９】
　セクタの各々は、１つ以上の複数のキャリアを使用して動作することが可能である。各
キャリアは、システムが動作可能であるまたは通信に対して利用可能である、より大きな
帯域幅の部分である。１つ以上のキャリアを利用する単一セクタは、たとえば、フレーム
またはスーパーフレームのような任意の与えられる期間の異なるキャリアのおのおのにス
ケジュールされる複数のアクセス端末を持つことができる。さらに、１つ以上のアクセス
端末は、複数のキャリア上に、同時にスケジュールされ得る。
【００２０】
　アクセス端末は、その能力にしたがって、１つのキャリアまたは１つより多くのキャリ
アにおいてスケジュールされ得る。これらの能力は、アクセス端末が通信を獲得しようと
試みる場合に生成されるかまたは以前に折衝されてきたセッション情報の部分であるかも
しれないし、アクセス端末により送信される識別情報の部分であるかもしれないし、また
は、いずれかの他のアプローチにしたがって確立されるかもしれない。ある態様では、セ
ッション情報は、アクセス端末を問い合わせするかまたはその送信を通じてその能力を決
定するかにより生成されるセッション識別トークンを含む可能性がある。
【００２１】
　ここで使用されるように、アクセスポイントは、端末と通信するために使用される固定
局である可能性があり、基地局、ノードＢ、または、なにか他の用語としても呼ばれ、そ
して、それらの機能のいくつかまたはすべてを含む可能性がある。アクセス端末は、ユー
ザー装備（ＵＥ）、無線通信装置、端末、無線端末、移動局、移動ノード、モーバイル、
または、なにか他の用語でも呼ばれ、そして、それらの機能のいくつかまたはすべてを含
む可能性がある。
【００２２】
　図１は、物理セクタ、つまり、異なるセクタに対する異なるアンテナグループを持つこ
とを表すが、他のアプローチが利用されるかもしれないことは、注意されるべきである。
たとえば、おのおのが周波数空間においてセルの異なるエリアをカバーする複数の固定さ
れた“ビーム”を利用することは、物理セクタの代わりにまたは組み合わせて、利用され
る可能性がある。
【００２３】
　図２Ａと２Ｂを参照すると、多重アクセス無線通信システムに対するスーパーフレーム
構造の態様が説明される。図２Ａは、周波数分割二重（ＦＤＤ）の多重アクセス無線通信
システムに対するスーパーフレーム構造の態様を示すが、図２Ｂは、時分割二重（ＴＤＤ
）の多重アクセス無線通信システムに対するスーパーフレーム構造の態様を示す。スーパ
ーフレームのプリアンブルは、各スーパーフレームの初めに送信されるか、または、たと
えばプリアンブルとミッドアンブルのような、スーパーフレーム自体内に点在させられる
かもしれない。
【００２４】
　図２Ａと２Ｂの両方において、フォワードリンク送信は、スーパーフレームのユニット
に分割される。スーパーフレームは、一連のフレームにより追随されるスーパーフレーム
のプリアンブルを含み得る。ＦＤＤシステムにおいて、リバースリンクとフォワードリン
ク送信は、リンク上の送信が任意の周波数サブキャリア上で、重ならないかまたは大部分
で重ならないように、異なる周波数帯域幅を占有し得る。ＴＤＤシステムにおいて、Ｎフ
ォワードリンクフレームとＭリバースリンクフレームは、フレームの反対タイプの送信を
許容する以前に、連続して送信され得る、連続するフォワードリンクフレームとリバース
リンクフレームの数を定義する。ＮとＭの数は与えられたスーパーフレーム内、または、
スーパーフレームの間で変化する可能性があることは、注意されるべきである。
【００２５】
　図２Ａの図面２００は、フレーム（２０４、２０６、２０８、２１０、２１２、２１４
、２１６、２１８、２２０、２２２、２２４、２２６、２２８、２３０、２３２、２３４
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、２３６、２３８、２４０、２４２、２４４、２４６、２４８、および、２５０）により
追随されるスーパーフレームプリアンブル２０２を含む典型的なフォワードリンクスーパ
ーフレーム２０１を示している。他のフォワードリンクスーパーフレームのはじめの部分
は、フレーム２０４'により追随されるスーパーフレームプリアンブル２０２'を含めて説
明される。典型的なブロックホッピングモードにおいて、たとえばフレーム２１８のよう
な典型的なフレームは、データ部分２５２、制御部分２５４、パイロット部分２５６、お
よび、共通パイロット部分２５８を含む。典型的なシンボルレートホッピングモードにお
いて、たとえばフレーム２１８のような典型的なフレームは、データ部分２６０、制御部
分２６２、パイロット部分２６４、および、共通パイロット部分２６６を含む。
【００２６】
　図２Ｂの図２７０は、フォワードリンク・シグナリングに対して利用されるフレームの
シーケンスとリバースリンクフレームに対して予約されたミュート期間（フレーム２７４
、ミュートタイム２７６、フレーム２７８、ミュートタイム２８０、フレーム２８２、ミ
ュートタイム２８４、フレーム２８６、ミュートタイム２８８、フレーム２９０、ミュー
トタイム２９２、フレーム２９４、ミュートタイム２９６、フレーム２９８、ミュートタ
イム２９９）に追随されるスーパーフレームプリアンブル２７２を含む、典型的なフォワ
ードリンクスーパーフレーム２７１を示す。他のフォワードリンクスーパーフレームのは
じめの部分は、フレーム２７４'により追随されるスーパーフレームプリアンブル２７２'
を含めて説明される。典型的なブロックホッピングモードにおいて、たとえばフレーム２
８６のような典型的なフレームは、データ部分２７５、制御部分２７７、パイロット部分
２７９、および、共通パイロット部分２８１を含む。典型的なシンボルレートホッピング
モードにおいて、たとえばフレーム２８６のような典型的なフレームは、データ部分２８
３、制御部分２８５、パイロット部分２８７、および、共通パイロット部分２８９を含む
。
【００２７】
　ＦＤＤとＴＤＤシステムの両方において、おのおののスーパーフレームは、スーパーフ
レームプリアンブルを含む可能性がある。ある実施形態において、スーパーフレームプリ
アンブルは、アクセス端末によるチャンネル推定に対して使用される可能性のあるパイロ
ットを含むパイロットチャンネル、アクセス端末がフォワードリンクフレーム内に含まれ
る情報を復調するために利用する可能性のある構成情報を含む同報通信チャンネルを含む
。さらにタイミングのような捕捉情報と、アクセス端末が通信するために十分な他の情報
と、基本パワー制御またはオフセット情報は、スーパーフレームプリアンブル内に含まれ
る可能性もある。他のケースにおいて、上記のいくつかのみ、および／または他の情報は
、このスーパーフレームプリアンブル内に含まれる可能性がある。
【００２８】
　ある態様において、次の情報は、スーパーフレームプリアンブル内に含まれる可能性が
ある。（ｉ）共通パイロットチャンネル、（ｉｉ）システムと構成情報を含む同報通信チ
ャンネル、（ｉｉｉ）タイミングと他の情報を捕捉するために使用される捕捉パイロット
チャンネル（acquisition pilot channel）、および、（ｉｖ）他のセクタに関してその
測定された干渉のセクタからのインディケータを含む、他セクタ干渉チャンネル。
【００２９】
　さらに、ある態様において、スーパーフレームプリアンブルにおけるチャンネルに対す
るメッセージは、異なるスーパーフレームの複数のスーパーフレームプリアンブルにわた
る可能性がある。これは、より大きな資源をある高優先性メッセージに割り当てることに
より、復号能力を改善するために利用され得る。
【００３０】
　図２Ａと２Ｂに示されるように、スーパープリアンブルは、フレームのシーケンスによ
り追随される。各フレームは、ある定義された期間を通じて送信に対して同時に利用され
得る、たくさんのサブキャリアを構成する、同じかまたは異なる数のＯＦＤＭシンボルを
含む可能性がある。さらに、各フレームは、１つ以上の非連続ＯＦＤＭシンボルがフォワ
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ードリンクまたはリバースリンク上でユーザーに割り当てられるシンボルレートホッピン
グモードか、または、ユーザーがＯＦＤＭシンボルのブロック内でホップするブロックホ
ッピングモードにしたがって、動作することができる。現実のブロックあるいはＯＦＤＭ
シンボルは、フレーム間でホップするかもしれないし、または、しないかもしれない。
【００３１】
　図３は、帯域幅割当の態様を示す。スーパーフレームプリアンブルによりスパン（ｓｐ
ａｎ）された帯域幅は、１つ以上の態様において、１．２５ＭＨｚになり得る。他の態様
では、２．５ＭＨｚ、５ＭＨｚ、２０ＭＨｚ、または、なにか他の帯域幅であるかもしれ
ない。
【００３２】
　図３では、帯域幅３００は、複数のキャリア３０２、３０４、および、３０６に分割さ
れる。ある態様では、捕捉、割り当て、アクセス、要求、パワー制御、パイロット、およ
び、報告チャンネルは、キャリアのおのおのに存在する。さらに、各キャリアは、スーパ
ーフレームプリアンブルとフォワードリンク制御チャンネルとリバースリンク制御チャン
ネルを持つことができる。しかしながら、現実の符号化、送信レート、メッセージタイプ
とタイミング、資源配分、オーバーヘッドメッセージ、ホップパターン、および／または
、シーケンスと他の伝送と位置パラメータは、キャリアからキャリアへ変化し得る。フォ
ーマット、送信レート、および、ホッピング情報は、示されるか、あるいはそうでなけれ
ば、アクセス端末に利用可能であるかもしれない。この情報は、特定のキャリアと関係し
ない分離制御チャンネルを通じて利用可能であるかもしれないし、または、他の手段を介
して提供されるかもしれない。
【００３３】
　信号を復調するためにより大きな能力を持ついくつかの端末は、スーパーフレーム内、
連続スーパーフレーム内、または、その通信セッション間において、２つ以上のキャリア
上にスケジュールされる可能性がある。これらのマルチキャリアアクセス端末は、通信セ
ッションまたはスーパーフレーム間のリバースリンクフレームとフォワードリンクフレー
ムに対して、異なるキャリアを使用することができるかもしれないし、異なるスーパーフ
レーム内または通信セッション間の異なるキャリア上にスケジュールされるかもしれない
し、または、異なるキャリア上で時間において実質的に同期しているフレーム上にスケジ
ュールされ得る。そのようなマルチキャリアアクセス端末は、与えられたキャリアについ
て資源のロード・バランシングを提供するため、および、全ての帯域幅を通じて統計的多
重化ゲインを提供するために、スケジュールされる可能性がある。
【００３４】
　スーパーフレームの内、連続スーパーフレーム内、または、その通信セッション間で、
いくつかのキャリアを横切って動作する多重キャリアアクセス端末をサポートするために
、いくつかのアプローチが提供され得る。第１に、多重キャリアアクセス端末は、キャリ
アのおのおのに対するフォワードリンク制御チャンネルとスーパーフレームプリアンブル
を、個々に復調することができる。そのような場合には、割り当て、スケジュール、パワ
ー制御、および同種のものは、キャリア・バイ・キャリア・ベースに実行されるであろう
。
【００３５】
　ある態様では、ばらばらであるキャリアの各部分は、１．２５ＭＨｚ以下である。その
部分は、≦２０ＭＨｚの全帯域幅にわたって拡散される可能性がある。さらに、いくつか
の態様では、同じキャリアの各部分間の間隔は、１．２５ＭＨｚの倍数である。しかしな
がら、部分のサイズと、その間の他の隔間とは、帯域幅の割当または同種のものに依存し
て利用され得る。
【００３６】
　いくつかの態様では、１つ以上の捕捉パイロット（acquisition pilot）は、たとえば
、セクタまたはアクセスポイントの１．２５ＭＨｚ、２．５ＭＨｚ、５ＭＨｚ、１０ＭＨ
ｚ、または、２０ＭＨｚのような全ＦＦＴサイズを伝送する。いくつかの態様では、この
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情報は捕捉パイロットのスクランブリングにより供給される可能性がある。他の態様では
、この情報はスーパーフレームプリアンブルの他の部分で伝送され得る。
【００３７】
　ある態様では、１つ以上のキャリアの非連続割当の仕様は、スーパーフレームプリアン
ブル内の１つ以上のオーバーヘッドチャンネル上で供給される可能性がある。たとえば、
オーバーヘッドチャンネルまたはパイロットにおいてキャリアを識別する情報は、キャリ
アの１つ以上の部分内で、ガードキャリアの数および／または位置を識別する割当ビット
マップを含むことができる。
【００３８】
　スケジューリングの目的のために、非連続部分における資源は、１ユーザーかまたは複
数のユーザーへの単一の割り当てにアドレスされるか、または、キャリアの独立部分を独
立して割り当てられるかもしれない。たとえば、チャンネルツリーがスケジュールのため
に使用される場合には、それらが連続部分内にあるなしに関わらず、チャンネルツリーノ
ードに連続的にマップされ得る。つまり、各資源は、キャリアに基づき、帯域幅内のその
位置には基づかない資源識別を持つ。
【００３９】
　図４へ参照すると、複数のアクセス無線通信システムに対するチャンネル構造の態様が
説明される。複数の不連続部分を含む仮想の帯域幅４００は、システム設計パラメータに
したがって、通信に対して利用可能である。その構造は、１つ以上のフォワードリンクフ
レーム４０４とリバースリンクフレーム４０８を含むが、そのそれぞれは、図２Ａ　およ
び／または図２Ｂに関して説明されたように、１つ以上のスーパーフレームの部分である
かもしれない。
【００４０】
　各フォワードリンクフレーム４０４は、制御チャンネル４０６を含む。制御チャンネル
４０６のおのおのは、たとえば、捕捉、受信通知、各アクセス端末に対するフォワードリ
ンク割り当て、に関係する機能についての情報を含み得る。そして、それらは、同報通信
、マルチキャスト、および、ユニキャストメッセージタイプ、各アクセス端末に対するリ
バースリンク割り当て、各アクセス端末に対するリバースリンクパワー制御、および、リ
バースリンク受信通知に関して異なるかまたは同じであるかもしれない。多かれ少なかれ
そのような機能が制御チャンネル４０６内でサポートされるかもしれないことは、注意さ
れるべきである。さらに、制御チャンネル４０６は、データチャンネルへ割り当てられる
ホッピングシーケンスと同じかまたは異なるホッピングシーケンスにしたがって、各フレ
ームにおいてホップすることができる。
【００４１】
　各リバースリンクフレーム４０８は、端末アクセスからの、多くのリバースリンク送信
（例、たとえば、４１２、４１４、および４１６）を含む。図４では、リバースリンク送
信は、ブロック、つまり連続ＯＦＤＭシンボルのグループであるように描かれている。た
とえば非連続シンボルブロックのようなシンボルレートホッピングが利用されることも可
能性があることは、注意されるべきである。
【００４２】
　さらに、各リバースリンクフレーム４０８は、１以上のリバースリンク制御チャンネル
４４０を含む可能性がある。それは、リバースリンク送信４１２，４１４，４１６内に含
まれるかもしれない受信通知チャンネル、リバースリンクチャンネル推定に対するパイロ
ットチャンネル、フィードバックチャンネルを含み得る。リバースリンク制御チャンネル
４４０のおのおのは、たとえば、各アクセス端末によるフォワードリンクとリバースリン
ク資源要求、たとえば、送信の異なるタイプに対するチャンネル品質情報（ＣＱＩ）のよ
うなチャンネル情報、および、チャンネル推定の目的のためにアクセスポイントにより使
用されるかもしれないアクセス端末からのパイロット、に関係する機能に関する情報を含
み得る。多かれ少なかれ、そのような機能は、制御チャンネル４４０内でサポートされ得
ることは、注意されるべきである。さらに、リバースリンク制御チャンネル４４０は、デ
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ータチャンネルに割り当てられるホッピングシーケンスと同じであるかまたは異なるホッ
ピングシーケンスに従って、各フレームにおいてホップすることができる。
【００４３】
　ある態様では、リバースリンク制御チャンネル４４０上でユーザーを多重化するために
、１つ以上の直交符号、スクランブルシーケンス、または同種のものは、各ユーザーおよ
び／またはリバースリンク制御チャンネル４４０で送信される情報の異なるタイプを分離
するために利用されるかもしれない。これらの直交符号は、ユーザー特有であるかもしれ
ないし、または、通信セッション毎、または、たとえばスーパーフレーム毎のようにより
短い期間毎に、各アクセス端末にアクセスポイントにより割当られるかもしれない。
【００４４】
　さらに、ある態様では、ＯＦＤＭシンボルにおける利用可能なサブキャリアのいくつか
は、ガードサブキャリアとして指定される可能性があり、そして変調されない可能性があ
る。つまり、これらのサブキャリア上でエネルギーは送信されない。スーパーフレームプ
リアンブルにおける、および、各フレームにおける、ガードサブキャリアの数は、スーパ
ーフレームプリアンブルまたは制御チャンネル４０６における１つ以上のメッセージを通
じて供給され得る。
【００４５】
　さらに、いくつかの態様では、特別な端末へのオーバーヘッド送信を減らすために、パ
ケットのシンボルがサブキャリア上で送信されるべき場合でさえ、パケットがそのアクセ
ス端末に対して共同で符号化され得る。このように、単一の巡回冗長検査はパケットに対
して利用される可能性があり、そして、これらのパケットからのシンボルを含む送信は、
巡回冗長検査のオーバーヘッド送信にはならない。
【００４６】
　帯域幅４００は、不連続サブキャリアを含み得る、そして、隣接している必要はないこ
とは、注意されるべきである。そのような態様においては、制御チャンネルは、キャリア
の部分のすべてより少なく限定され、その部分の間にランダムに配置され、または、ある
種の決定論的なやり方でその部分の間でスケジュールされる可能性がある。
【００４７】
　図５Ａを参照すると、複数のアクセス無線通信システムに対するフォワードリンクフレ
ームの態様が図示される。図５Ａにおいて示されるように、各フォワードリンクフレーム
４０４は、さらに２つのセグメントに分割される。最初に、サブキャリアの連続的グルー
プを含むかまたは含まない可能性のある制御チャンネル４０６は、所望される制御データ
量と他の考慮に依存して割り当てられる変動数のサブキャリアを有する。残りの部分４２
２は、一般に、データ送信に対して利用可能である。制御チャンネル４０６は、１つ以上
のパイロットチャンネル５１２と５１４を含む可能性がある。シンボルレートホッピング
モードにおいて、パイロットチャンネルは、各フォワードリンクフレームにおけるＯＦＤ
Ｍシンボルのおのおのの上に存在し、それらの例において制御チャンネル４０６内に含ま
れる必要はない。両方の場合において、シグナリングチャンネル５１６とパワー制御チャ
ンネル５１８は、図５Ａに示されるように、制御チャンネル４０６内に存在する。シグナ
リングチャンネル５１６は、割り当て、受信通知、および／または、パワー基準、および
、リバースリンク上のデータ、制御、および、パイロット送信に対する調整を含む可能性
がある。
【００４８】
　パワー制御チャンネル５１８は、そのセクタのアクセス端末からの送信により他のセク
タで生成される干渉に関する情報を伝送することができる。さらに、ある態様では、全帯
域幅の端におけるサブキャリア４２０は、擬似ガードサブキャリアとして機能し得る。
【００４９】
　複数の送信アンテナがセクタに対して送信するために使用され得る場合、異なる送信ア
ンテナが、同じスーパーフレームタイミング（スーパーフレームインデックスを含む）、
ＯＦＤＭシンボル特性、および、ホップシーケンスを持たねばならないことは、注意され
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るべきである。
【００５０】
　いくつかの態様において、制御チャンネル５１２、５１４、５１６、５１８は、データ
送信と同じ割当を含む可能性があり、たとえば、データ送信がブロックホップされる場合
、同じかまたは異なるサイズのブロックが制御チャンネルに対して割当され得ることは、
注意されるべきである。
【００５１】
　図５Ｂを参照すると、複数のアクセス無線通信システムに対するリバースリンクフレー
ムの態様が示される。パイロットチャンネル５２２は、アクセスポイントがリバースリン
クを推定することを可能にするパイロットを含み得る。要求チャンネル５２４は、アクセ
ス端末が、次のリバースリンク、および、フォワードリンク、フレームのための資源を要
求することを可能にする情報を含み得る。
【００５２】
　リバースリンクフィードバックチャンネル５２６は、アクセス端末がチャンネル情報Ｃ
ＱＩに関してフィードバックを供給することを可能にする。ＣＱＩは、１つ以上のスケジ
ュールモード、あるいはスケジューリングに利用可能なモード、アクセス端末への送信に
利用可能なモード、に関係し得る。典型的なモードは、ビームフォーミング、ＳＤＭＡ、
プリコーディング、またはそれらの組み合わせを含む可能性がある。パワー制御チャンネ
ル５２８は、たとえば、アクセス端末によるデータ送信のようなリバースリンク送信に対
するパワー制御指令を生成することを、アクセスポイントに許容するために、基準として
使用されるかもしれない。いくつかの態様において、パワー制御チャンネル５２８は、１
つ以上のフィードバックチャンネル５２６を含むことができる。データチャンネル４３２
は、異なるリバースリンクフレーム４０８においてシンボルレートホッピングまたはブロ
ックホッピングモードに従い動作可能である。さらに、ある態様では、全帯域幅の端にお
けるサブキャリア４８０は、擬似ガードサブキャリアとして機能し得る。
【００５３】
　図５Ａと５Ｂは、時間内に多重化されているように制御チャンネル４０６と４４０を構
築するチャンネルを描くが、これはそうである必要がないことは、注意されるべきである
。制御チャンネル４０６と４４０を構築する異なるチャンネルは、異なる直交、擬似直交
、または、スクランブル符号、異なる周波数、または、時間、符号、および、周波数の任
意の組み合わせを使用して多重化され得る。
【００５４】
　図６を参照すると、ＭＩＭＯシステム８００における、典型的な第１の通信装置または
システム８１０、および典型的な第２の通信装置またはシステム８５０の実施形態のブロ
ック図が示されている。第１の通信装置８１０において、多数のデータストリームに対す
るトラフィックデータは、データソース８１２から送信（ＴＸ）データプロセッサ８１４
へ供給される。実施形態においては、各データストリームは、個別の送信アンテナ上で送
信される。ＴＸデータプロセッサ８１４は、そのデータストリームが符号化されるデータ
を供給するために選択された特別の符号化スキームに基づいて各データストリームに対し
て、トラフィックデータをフォーマットし、符号化し、インタリーブを行う。
【００５５】
　各データストリームに対して符号化されたデータは、ＯＦＤＭ技法を使用してパイロッ
トデータで多重化され得る。パイロットデータは、一般に、既知の方法で処理される既知
のデータパターンであり、そしてチャンネル応答を推定するために、受信機システムにお
いて使用され得る。各データストリームに対して多重化されたパイロットと符号化された
データは、そのデータストリームが変調シンボルを供給するために選択された特別の変調
方式（例、ＢＰＳＫ、ＱＳＰＫ、Ｍ－ＰＳＫ、または、Ｍ－ＱＡＭ）に基づいて、次に変
調される（つまり、シンボルマップされる）。データレート、符号化、および各データス
トリームに対する変調は、プロセッサ８３０により実行される命令により決定され得る。
【００５６】
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　データストリームのおのおのに対する変調シンボルは、次に、変調シンボル（例、ＯＦ
ＤＭに対する）を処理するＴＸプロセッサ８２０に供給される。ＴＸプロセッサ８２０は
、次に、ＮＴ個の変調シンボルストリームをＮＴ個の送信機（ＴＭＴＲ８２２ａから８２
２ｔまでを通じて）に供給する。各送信機８２２は、１つ以上のアナログ信号を供給する
ために、それぞれのシンボルストリームを受信し処理を行い、ＭＩＭＯチャンネルに及ぶ
送信に対して相応しい変調信号を供給するために、アナログ信号をさらに調整（例、増幅
、フィルタ、および、アップコンバート）する。送信機８２２ａから８２２ｔにより変調
されたＮＴ個の信号は、次に、ＮＴ本のアンテナ８２４ａから８２４ｔにより、それぞれ
送信される。
【００５７】
　第２の通信装置８５０において、送信された変調信号は、ＮＴ本のアンテナ８５２ａか
ら８５２ｒにより受信され、各アンテナ８５２から受信された信号は、それぞれの受信機
（ＲＣＶＲ）８５４へ供給される。各受信機８５４（８５４ａから８５４ｒまで）は、受
信された信号それぞれを調整（例、フィルタ、増幅、および、ダウンコンバート）し、サ
ンプルを供給するために調整された信号をデジタル化し、および、対応する“受信された
”シンボルストリームを供給するために、サンプルをさらに処理する。
【００５８】
　ＲＸデータプロセッサ８６０は、次に、ＮＴ個の“検出された”シンボルストリームを
供給するために、特別の受信機処理技法に基づき、ＮＲ個の受信機８５４からＮＲ個の受
信されたシンボルストリームを受信し処理する。ＲＸデータプロセッサ８６０による処理
は、下記でさらに詳細に説明される。各検出されたシンボルストリームは、対応するデー
タストリームに対して送信された変調シンボルの推定であるシンボルを含む。ＲＸデータ
プロセッサ８６０は、次にデータストリームに対するトラフィックデータを回復するため
に、各検出されたシンボルストリームを、復調し、ディスインターリーブを行い復号する
。回復されたデータは、データシンク８６４内に格納される。ＲＸデータプロセッサ８６
０による処理は、第１の通信装置８１０におけるＴＸプロセッサ８２０とＴＸデータプロ
セッサ８１４により実行されるものに対して相補的である。
【００５９】
　ＲＸデータプロセッサ８６０は、同時に復調する可能性のあるサブキャリアの数（例、
５１２サブキャリアつまり５ＭＨｚ、１２８サブキャリアつまり１．２５ＭＨｚ、２５６
サブキャリアつまり２．５ＭＨｚ）に制限される可能性がある。
【００６０】
　ＲＸプロセッサ８６０により生成されるチャンネルレスポンス推定は、受信機における
空間、空間／時間処理を実行し、パワーレベルを調整し、変調レートまたは方式または他
の行動を変更するために、使用され得る。ＲＸプロセッサ８６０は、検出されたシンボル
ストリームの信号対雑音および干渉比（ＳＮＲ）と可能な他のチャンネル特性をさらに推
定し、プロセッサ８７０へこれらの量を供給する。ＲＸデータプロセッサ８６０またはプ
ロセッサ８７０は、システムのための“動作している”ＳＮＲの推定をさらに導出する可
能性がある。プロセッサ８７０は、次に、通信リンク、および／または、受信されたデー
タストリームに関する各種タイプの情報を含む可能性のあるチャンネル状態情報（ＣＳＩ
）を供給する。たとえば、ＣＳＩは動作しているＳＮＲを含む可能性がある。ＣＳＩは、
次にＴＸデータプロセッサ８１８により処理され、変調器８８０により変調され、送信機
８５４ａから８５４ｒまでにより調整され、および、第１の通信装置８１０へ送り返され
る。たとえば、リバースリンクトラフィックを含む、データソース８１６からの追加デー
タは、ＴＸデータプロセッサ８１８により受信され、変調器８８０により変調され、送信
機８５４ａから８５４ｒまでにより調整され、そして、第１の通信装置８１０へ送信され
ることがあるかもしてない、そして、時にはある。
【００６１】
　第１の通信装置８１０において、第２の通信装置８５０からの変調信号は、アンテナ８
２４により受信され、受信機８２２により調整され、復調器８４０により復調され、そし
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て、受信機システムにより報告されるＣＳＩを回復するために、ＲＸデータプロセッサ８
４２により処理される。報告されたＣＳＩは、次に、プロセッサ８３０へ供給され、（１
）データストリームに対して使用されるデータレートと符号化と変調方式を決定するため
と、（２）Ｔｘデータプロセッサ８１４とＴＸプロセッサ８２０に対しる種々の制御を生
成するために、使用される。あるいは、ＣＳＩは、他の情報にそって、変調方式、および
／または、送信に対する符号化レートを決定するために、プロセッサ８７０により利用さ
れる可能性がある。次に、これは、この情報を使用し、それは量子化され、第２の通信装
置の受信機に後の送信を供給するために、第１の通信装置の送信機に供給され得る。ＲＸ
データプロセッサ８４２により回復されたデータは、データシンク８４４に格納されるか
もしれない、そして時には格納される。回復されるデータは、リバースリンクトラフィッ
クデータを含んだかもしれない、そして、時には含まれることもある。
【００６２】
　プロセッサ８３０と８７０は、それぞれ、第１と第２の通信装置における動作を指令す
る。メモリ８３２と８７２は、それぞれ、プロセッサ８３０と８７０により使用されるデ
ータとプログラムコードのための記憶装置を提供する。
【００６３】
　受信機において、種々の処理技法は、ＮＴ個の送信されたシンボルストリームを検知す
るために、ＮＲ個の受信された信号の処理に使用され得る。受信機処理技法は、（ｉ）空
間および空間－時間・受信機処理技法（等化技法とも呼ばれる）、および、（ｉｉ）“逐
次ヌリング／等化と干渉キャンセラ（successive nulling/equalization and interferen
ce cancellation）” 受信機処理技法（“逐次干渉キャンセル”または“逐次キャンセル
” 受信機処理技法とも呼ばれる）、という２つの主要なカテゴリにグループ分けされ得
る。
【００６４】
　図６は、ＭＩＭＯシステムを説明しているが、同じシステムは、たとえば基地局上にあ
るような複数の送信アンテナが、たとえば移動局のような単一アンテナ装置へ１つ以上の
シンボルストリームを送信する、複数入力－単一出力システムへ応用され得る。同様に、
単一出力単一入力アンテナシステムは、図６に関係して説明されるのと同じやりかたで使
用され得る。
【００６５】
　ここで説明される送信技法は、種々の手段により実現されるかもしれない。例えば、こ
れらの技法は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、または、それらの組み合
わせで実現されるかもしれない。ハードウェア・インプリメンテーションについて、送信
機における処理装置は、１つ以上の、特定用途向けＩＣ（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロ
セッサ（ＤＳＰ）、デジタル信号処理装置（ＤＳＰＤ）、プログラマブルロジックデバイ
ス（ＰＬＤ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プロセッサ、コン
トローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、電子機器、ここに説明された機
能を行うことを目指した他の電子ユニット、または、それらの組み合わせ内で実現される
かもしれない。受信機における処理装置もまた、１つ以上のＡＳＩＣ、ＤＳＰ、プロセッ
サなどの内で実現されるかもしれない。
【００６６】
　ソフトウェア・インプリメンテーションについては、送信技法は、ここで説明される機
能を実行するモジュール（例、手続き、機能、等）で実現されるかもしれない。ソフトウ
ェアコードは、メモリ内（例、図６のメモリ８３２または８７２）に格納され、そして、
プロセッサ（例、プロセッサ８３０あるいは８７０）により実行され得る。メモリは、プ
ロセッサ内またはプロセッサの外部に実装実現され得る。
【００６７】
　チャンネルの概念は、アクセスポイントまたはアクセス端末により送信されるかもしれ
ない情報または送信のタイプをここでは言っていることは注意されるべきである。それは
、サブキャリア、期間、または、そのような送信に専用の他の資源、の固定された、また
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は前もって定められたブロックを、必要としない、または使用しない。
【００６８】
　図７は、たとえば、無線通信システムにおける資源を割り当てるための、基地局、アク
セスポイントまたは中央制御のような通信装置を動作させる典型的な方法の流れ図７００
である。ステップ７０２において、動作は開始する。ここで、通信装置がパワーオン状態
にされ、初期化され、ステップ７０４へ進む。ステップ７０４において、通信装置は通信
資源を割り当てられる第１の無線端末を選択し、そして、ステップ７０６において、通信
装置は通信資源を割り当てられる第２の無線端末を選択する。動作はステップ７０６から
ステップ７０８へと進む。
【００６９】
　ステップ７０８において、通信装置は、第１の無線端末に、１期間について帯域幅の少
なくとも２つの不連続部分であって、前記の資源に含まれない帯域幅の部分により分離さ
れる帯域幅の２つの不連続部分を含む資源を割り当てる。種々の実施形態において、帯域
幅の不連続部分は、少なくとも１．２５ＭＨｚ分離される。
【００７０】
　動作は、ステップ７０８からステップ７１０へ進む。ステップ７１０において、通信装
置は、第２の期間中、帯域幅の前記の不連続部分の１つであって、時分割多重方式と周波
数分割多重方式の１つ上で、前記の第１と第２の無線端末により共有されている帯域幅の
前記の不連続部分の前記の１つ、に対応する資源を、第２の無線端末に割り当てる。動作
は、ステップ７１０からステップ７１１へ進む。
【００７１】
　ステップ７１１において、通信装置は、帯域幅の前記の不連続部分の少なくとも１つに
おいて、ガードサブキャリアの数と位置の少なくとも１つを表すガードサブキャリア情報
を送信する。いくつかの実施形態において、ガードサブキャリアの異なる数は、帯域幅の
異なる不連続部分と関係している。いくつかの実施形態において、帯域幅の不連続部分の
少なくともいくつかは、異なる位置においてガードサブキャリアを持つ。種々の実施形態
において、ガードサブキャリア情報は、プリアンブル（例、スーパーフレームプリアンブ
ル）内で同報通信される。動作は、ステップ７１１からステップ７１２へと進む。
【００７２】
　ステップ７１２において、通信装置は、第１の無線端末へ帯域幅の少なくとも２つの不
連続部分を含む資源の割り当てを伝える、単一の割り当てメッセージを送信する。いくつ
かの実施形態において、送信される割り当て情報は、サブキャリアのセットであって、帯
域幅の少なくとも２つの不連続部分のおのおのからの少なくとも１つのサブキャリアを含
むサブキャリアのセット、に対応する、ノード識別子を含む。種々の実施形態において、
割り当ては、帯域幅の複数の不連続部分から構築される通信チャンネルに対応するサブキ
ャリアを表す、チャンネルツリーに基づく資源へ第１の無線端末を割り当てることを含む
。
【００７３】
　動作は、ステップ７１２からステップ７１４へと進む。ステップ７１４において、通信
装置は、第２の無線端末へ割り当てを伝達する割り当て情報を送信する。
【００７４】
　いくつかの実施形態において、ステップ７０６、７１０、および、７１４は、オプショ
ンのステップであり、省略される。
【００７５】
　いくつかの実施形態において、第２の無線端末は、１期間について使用される帯域幅の
少なくとも２つの不連続部分であって、前記資源に含まれない帯域幅の部分により分離さ
れている帯域幅の２つの不連続部分、を含む資源を割り当てられている。
【００７６】
　ステップ７１６、７１８、および７２０は、いくつかの実施形態に含まれるが、他の実
施形態において省略されるステップである。動作はステップ７１４からステップ７１６へ
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と進む。ステップ７１６において、第１の無線端末に割り当てられる資源がダウンリンク
資源である場合には、通信装置は、ステップ７１６からステップ７１８へ進むように制御
される。しかしながら、第１の無線端末へ割り当てられる資源がアップリンク資源である
場合には、通信装置はステップ７１６からステップ７２０へ進むように制御される。ステ
ップ７１８に戻ると、ステップ７１８において、通信装置は、前記の不連続部分へ対応す
るが、前記の資源に含まれない帯域幅の前記の部分へ対応しないトーンを含む前記の無線
端末に向けられる情報を含む、ＯＦＤＭ信号を送信する。ステップ７２０に戻ると、ステ
ップ７２０において、通信装置は、前記の第１の無線端末からの情報を含む受信されたＯ
ＦＤＭ信号を処理するが、そこにおいて、前記の処理は、前記の資源に含まれない前記の
帯域幅の前記の部分に対応するサブキャリアをフィルタで除外することを含む。
【００７７】
　１つの典型的な実施形態において、通信装置は、図３の３０２により示される第１のバ
ンドと図３の３０６により示される第２のバンドにおいて通信をサポートする基地局であ
る。しかしながら、その基地局は、図３のバンド３０４において通信をサポートしない。
３０４により示される区域は、少なくとも１．２５ＭＨｚであると仮定する。その例で続
けると、第１の無線端末が２つの不連続部分を含むバンド３０２を使用するために割り当
てられると仮定する。基地局は、その位置におけるその帯域幅内で認可されていない通信
サービスプロバイダにより、バンド３０４を使用することを制限されている可能性がある
。あるは、基地局は、干渉制御の目的で、バンド３０４内で通信していないかもしれない
。
【００７８】
　図８は、各種実施形態に従って、無線端末（例、アクセス端末）を動作させる典型的な
方法の流れ図１１００である。動作は無線端末がパワーオン状態にされ初期化される、ス
テップ１１０２において開始する。動作はスタートステップ１１０２からステップ１１０
４へ進む。ステップ１１０４では、無線端末は、前記の資源に含まれない帯域幅の部分に
より分離される帯域幅の少なくとも２つの不連続部分を含む資源を前記の無線端末へ、あ
る期間、割り当てることを表す資源割り当てメッセージを受信する。いくつかの実施形態
において、帯域幅の不連続部分は、少なくとも１．２５ＭＨｚだけ分離される。いくつか
の実施形態において、異なる数のガードサブキャリアは、帯域幅の異なる不連続部分と関
係する。割り当てられた資源は、アップリンク資源であるかもしれないし、時にはアップ
リンク資源である。割り当てられた資源は、ダウンリンク資源であるかもしれないし、時
にはダウンリンク資源である。動作はステップ１１０４からステップ１１０６へ進む。
【００７９】
　ステップ１１０６において、無線端末は、前記の受信された資源割り当てメッセージお
いて受信されるノード識別子と格納された情報から、前記の無線端末により使用されるた
めに、前記のノード識別子の対応するサブキャリアのセットを決定する。いくつかの実施
形態において、サブキャリアのセットは、帯域幅の少なくとも２つの不連続部分のおのお
のから少なくとも１つのガードサブキャリアを含む。動作は、ステップ１１０６からステ
ップ１１０８へ進む。
【００８０】
　ステップ１１０８において、無線端末は、無線端末へ割り当てられてきた帯域幅の不連
続部分の少なくとも１つにおいて、ガードサブキャリアの数と位置の少なくとも１つを表
すガードサブキャリア情報を受信する。種々の実施形態において、ガードサブキャリア情
報を受信することは、ガードサブキャリア情報を含む同報通信のプリアンブル（例、スー
パーフレームプリアンブル）を受信することを含む。いくつかの実施形態において、バン
ドの部分の端におけるガードサブキャリアの数は、隣接しているバンド内で使用されてい
る通信プロトコル（例、ＣＤＭＡプロトコルまたはＯＦＤＭプロトコル）の関数である。
次に、ステップ１１１０において、無線端末は、前記の受信されたガードサブキャリアの
情報少なくともいくつかを格納する。前記の格納されるガードサブキャリア情報は、帯域
幅の異なる部分内の異なるガードサブキャリア位置を表す。動作は、ステップ１１１０か
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らステップ１１１２へと進む。
【００８１】
　ステップ１１１２において、無線端末は、たとえば基地局のような、アクセスポイント
と通信するために、前記の割り当てられた資源を使用する。いくつかの実施形態において
、ステップ１１１２は、ステップ１１１４、１１１６、１１１８、および、１１２０の１
つ以上を含む。ステップ１１１４において、無線端末は、割り当てられた資源がアップリ
ンクまたはダウンリンク資源であるかどうかを決定する。割り当てられた資源がアップリ
ンク資源である場合には、次に動作はステップ１１１４からステップ１１１６へ進む。割
り当てられた資源がダウンリンク資源である場合には、動作はステップ１１１４からステ
ップ１１２０へ進む。ステップ１１１６へ戻ると、ステップ１１１６において、無線端末
は、前記のアクセスポイントに向けられる情報を含むＯＦＤＭシンボルであって、前記の
不連続部分へ対応するが、前記の資源に含まれない帯域幅の前記の部分へ対応しないトー
ンを含む前記のＯＦＤＭシンボル、を生成する。次に、ステップ１１１８において、無線
端末は、割り当てられた資源を使用して、生成されたＯＦＤＭシンボルを送信する。ステ
ップ１１２０へ戻ると、ステップ１１２０において、無線端末は、前記のアクセスポイン
トからの情報を含む受信されたＯＦＤＭシンボルを処理する、そこにおいて、前記の処理
は、前記割り当てられた資源に含まれるのではなく、前記の少なくとも２つの不連続部分
からのサブキャリアを含む前記の帯域幅の前記の部分に対応する、サブキャリアをフィル
タして除外することを含む。
【００８２】
　図９は、種々の実施形態に従って、無線通信システム内の資源を割り当てるために使用
される典型的な通信装置９００（例、基地局、アクセスポイント、または、中央コントロ
ーラノード）の図である。典型的な通信装置９００は、各種要素がデータと情報を交換し
得るバス９１２を介して互いに結合される、無線受信機モジュール９０２、無線送信機モ
ジュール９０４、プロセッサ９０６、ネットワークインターフェースモジュール９０８、
およびメモリ９１０を含む。メモリ９１０は、ルーチン９１８とデータ／情報９２０を含
む。プロセッサ９０６（例、ＣＰＵ）は、通信装置９００の動作を制御し、方法（例、図
７の流れ図７００の方法）を実施するために、ルーチン９１８を実行し、メモリ９１０内
のデータ／情報９２０を使用する。
【００８３】
　たとえばＯＦＤＭまたはＣＤＭＡ受信機のような無線受信機モジュール９０２は、通信
装置がそれを介して干渉が測定される信号を含む信号を受信する、受信アンテナ９１４と
結合される。
【００８４】
　たとえばＯＦＤＭまたはＣＤＭＡ送信機のような無線送信機モジュール９０４は、通信
装置がそれを介して信号を送信するところの送信アンテナ９１６に結合される。無線送信
機モジュール９０４は資源割り当てを送信する、そして、その資源割り当ての少なくとも
いくつかは、無線端末への帯域幅の不連続部分の割り当てを含む。無線送信機モジュール
９０４は、生成された割り当てメッセージ（９３８，・・・，９４０）を送信する。いく
つかの実施形態において、無線送信機モジュール９０４は、不連続部分へ対応するトーン
を含む無線端末に向けられる情報を含むＯＦＤＭシンボルを送信するが、前記の割り当て
られた資源内に含まれない帯域幅の前記の部分（例、不連続部分間の送信されたＯＦＤＭ
シンボルにおいて空領域(null region)が存在する）上で送信することを差し控える。無
線送信機モジュール９０４は、ガードバンド情報（例、バンドの１つ以上の不連続部分に
おけるガードサブキャリアの数および／または位置を識別する情報）を含むプリアンブル
の同報通信も行う。
【００８５】
　いくつかの実施形態において、同じアンテナは送信と受信に対して使用される。いくつ
かの実施形態において、複数のアンテナおよび／または複数のアンテナエレメントは、受
信に対して使用される。いくつかの実施形態において、複数のアンテナおよび／またはア
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ンテナエレメントは送信に対して使用される。いくつかの実施形態において、同じアンテ
ナまたはアンテナエレメントの少なくともいくつかは、送信と受信の両方に対して使用さ
れる。いくつかの実施形態において、無線通信装置９００はＭＩＭＯ技法を使用する。
【００８６】
　ネットワークインターフェースモジュール９０８は、他のネットワークノード（例、他
のアクセスポイント／基地局、ＡＡＡノード、ホームエージェントノード等、および／ま
たは、ネットワークリンク９０９を介してのインターネット）へ結合される。
【００８７】
　ルーチン９１８は、選択モジュール９２２、割り当てモジュール９２４、送信制御モジ
ュール９３０、シンボル生成モジュール９２７、シンボル回復モジュール９２９、および
、プリアンブル生成モジュール９２５を含む。割り当てモジュール９２４は、資源割り当
てモジュール９２６と割り当てメッセージ生成モジュール９２８を含む。
【００８８】
　データ／情報９２０は、エアーリンク資源構造情報９３２、選択される無線端末情報９
３４、割り当て情報９３６、生成される割り当てメッセージ（ＷＴ１　９３８に対する割
り当てメッセ－ジ，・・・，ＷＴｎ　９４０に対する割り当てメッセージ）、および、チ
ャンネルツリー資源情報９４２を含む。エアーリンク資源構造情報９３２は、複数のエア
ーリンク資源に対応する情報（エアーリンク資源１情報９４４，・・・，エアーリンク資
源Ｍ情報９４６）と帯域幅９４８の不連続部分を識別する情報、を含む。エアーリンク資
源１情報９４４は、複数の部分に対応する情報を含む（部分１情報９５０，・・・，部分
Ｎ情報９５２）。部分１情報９５０は、周波数／時間構造情報９５４、チャンネル情報９
５６、および、ガードバンド情報９５８を含む。部分Ｎ情報９５２は、周波数／時間構造
情報９６０、チャンネル情報９６２、および、ガードバンド情報９６４を含む。エアーリ
ンク資源情報９４４における部分の少なくともいくつかは、他の部分と不連続である。た
とえば、エアーリンク資源１の部分ではない中間周波数バンド領域が存在する。
【００８９】
　たとえば、エアーリンク資源１情報９４４は、割り当てに対して利用可能な第１の通信
バンドを表す格納されたエアーリンク情報を表すが、エアーリンク資源Ｍ情報９４６は、
割り当てに対して利用可能な第２の通信バンドを表す格納されたエアーリンク資源情報を
示す。部分１情報９５０は、第１の通信バンドにおける帯域幅の第１の不連続部分へ対応
する情報を示すが、部分Ｎ情報９５２は、第１の通信バンドにおける帯域幅の第２の不連
続部分へ対応する情報を示す。いくつかの実施形態において、帯域幅の不連続部分は、少
なくとも１．２５ＭＨｚ分離される。ガードバンド情報９５８は、第１の通信バンドの部
分１内のガードバンドの数と位置の少なくとも１つについての情報を含む。ガードバンド
情報９６４は、第１の通信バンドの部分Ｎ内のガードバンドの数と位置の少なくとも１つ
についての情報を含む。いくつかの実施形態において、ガードバンドは、境界領域におけ
る１つあるいは少数のサブキャリア（例、意図的に使用されないままの境界におけるサブ
キャリア）のセットである。
【００９０】
　選択される無線端末情報９３４は、エアーリンク資源を割り当てられるために、通信装
置９００により選択されてきた複数の無線端末を識別する情報（選択される無線端末１識
別情報９６６，・・・，選択されるＷＴｎ識別情報９６８）を含む。割り当て情報９３６
は、資源割り当て情報の複数のセット（ノード識別子９７４を含むＷＴ１資源割り当て情
報９７０，・・・，ノード識別子９７６を含むＷＴｎ資源割り当て情報９７２）を含む。
【００９１】
　チャンネルツリー資源情報９４２は、帯域幅の複数の不連続部分から構築される通信チ
ャンネルに対応するサブキャリアを表す情報を含む。
【００９２】
　選択モジュール９２２は、通信資源を割り当てられるために、無線端末を選択する。た
とえば、選択モジュール９２２は、通信資源を割り当てられるために、第１の無線端末を
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選択する。選択される無線端末情報９３４は、選択モジュール９２２の出力である。
【００９３】
　資源割り当てモジュール９２６は、選択モジュール９２２ａ資源により選択される無線
端末を割り当てる。たとえば、資源割り当てモジュール９２６は、期間に対する帯域幅の
少なくとも２つの不連続部分であって、前記の割り当てられる資源に含まれない帯域幅の
部分により分離されている帯域幅の前記の２つの不連続部分、を含む資源に、選択モジュ
ール９２２により選択される第１の無線端末を割り当てる。割り当てられる資源は、アッ
プリンク資源であるかもしれないし、時にはアップリンク資源である。割り当てられる資
源は、ダウンリンク資源であるかもしれないし、時にはダウンリンク資源である。割り当
て情報９３６は、資源割り当てモジュール９２６の出力を示す。
【００９４】
　割り当てメッセージ生成モジュール９２８は、無線端末へ資源割り当てを伝える割り当
てメッセージを生成する。たとえば、割り当てメッセージ生成モジュール９２８は、第１
の無線端末へ帯域幅の少なくとも２つの不連続部分を含む資源の割り当てを伝達する単一
割り当てメッセージを生成する。いくつかの実施形態において、割り当てメッセージ生成
モジュール９２８は、サブキャリアのセットであって、帯域幅の少なくとも２つの不連続
部分のおのおのから少なくとも１つのサブキャリアを含むサブキャリアのセット、を含む
サブキャリアに対応するノード識別子を含む割り当てメッセージを生成する。生成された
割り当てメッセージ（９３８，・・・，９４０）は、割り当てメッセージ生成モジュール
９２８の出力を示す。
【００９５】
　送信制御モジュール９３０は、信号（例、プリアンブル、割り当てメッセージ、ダウン
リンクトラフィックチャンネル信号、ダウンリンク制御チャンネル信号）を送信するため
に、無線送信機モジュール９０４を制御する。
【００９６】
　シンボル生成モジュール９２７は、ＯＦＤＭシンボルを生成する。いくつかの実施形態
において、生成されるＯＦＤＭシンボルの少なくともいくつかは、帯域幅の不連続部分に
対応するが、前記の割り当てられる資源に含まれない帯域幅の前記の部分に対応しないト
ーンを含む。たとえば、生成されるＯＦＤＭシンボルが図３のエレメント３０２により示
されるバンドへ対応することと、バンド３０４が通信装置により使用されず、典型的な生
成されるＯＦＤＭシンボルが３０２の上部と３０２の下部に対応するサブキャリアを含む
が、バンド３０４の領域へ対応するサブキャリアを含まないことは、考慮するべきである
。
【００９７】
　シンボル回復モジュール９２９は、受信ＯＦＤＭシンボルから情報を回復する。不連続
部分を含む少なくともいくつかのバンドに対するいくつかの実施形態において、シンボル
回復モジュール９２９は、たとえば２つの不連続部分間の部分のような、割り当てられた
資源に含まれない帯域幅の部分におけるサブキャリアをフィルタで除外する。
【００９８】
　プリアンブル生成モジュール９２５は、たとえばガードバンド情報の少なくともいくつ
かのような、ガードバンド情報を伝える、たとえばスーパーフレームに対するプリアンブ
ルのような、プリアンブルを生成する（９５８、９６４）。
【００９９】
　図１０は、種々の実施形態に従う典型的な無線端末１０００（例、アクセス端末）の図
面である。典型的な無線端末１０００は、種々の要素がデータと情報を交換し得るバス１
０１２を介して互いに結合される、無線受信機モジュール１００２、無線送信機モジュー
ル１００４、プロセッサ１００６、ユーザＩ／Ｏ装置１００８、およびメモリ１０１０を
含む。メモリ１０１０は、ルーチン１０１８とデータ／情報１０２０を含む。たとえばＣ
ＰＵのようなプロセッサ１００６は、無線端末１０００の動作を制御し、たとえば図８の
流れ図１１００の方法のような方法を実現するために、ルーチン１０１８を実行し、メモ
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リ１０１０内のデータ／情報１０２０を使用する。
【０１００】
　たとえばＯＦＤＭ受信機のような無線受信機モジュール１００２は、無線端末１０００
が、それを介してたとえばアクセスポイントのような通信装置からのダウンリンク信号を
受信する、受信アンテナ１０１４に結合される。無線受信機モジュール１００２は、プリ
アンブルであって、ガードサブキャリア情報を伝える前記プリアンブル、を受信する。無
線受信機モジュール１００２は、さらに、たとえばダウンリンクトラフィックデータと制
御データのような、フォワードリンクフレーム内で通信される情報を受信する。無線受信
機モジュール１００２は、たとえばメッセージ１０２８のような資源割り当てメッセージ
であって、前記資源に含まれない帯域幅の部分により分離される帯域幅の少なくとも２つ
の不連続部分を含む資源の前記無線端末１０００へ、ある期間、割り当てを指示する前記
の資源割り当てメッセージ、を受信する。たとえば、資源割り当てメッセージ１０２８は
、無線端末１０００が、図３の３０２を割り当てられるエアーリンク資源を割り当てられ
たことを示す可能性がある。割り当てられた資源は、アップリンク資源であるかもしれな
いし、時にはアップリンク資源である。割り当てられた資源は、ダウンリンク資源である
かもしれないし、時にはダウンリンク資源である。
【０１０１】
　いくつかの実施形態において、異なる数のガードサブキャリアは、帯域幅の異なる部分
と関係があるかもしれないし、時には関係がある。種々の実施形態において、帯域幅の不
連続部分は、少なくとも１．２５ＭＨｚだけ分離される。
【０１０２】
　たとえばＯＦＤＭ送信機のような無線送信機モジュール１００４は、無線端末１０００
が、それを介してたとえばアクセスポイントのような通信装置へアップリンク信号を送信
する送信アンテナ１０１６に結合される。送信機モジュール１００４は、シンボル生成モ
ジュール１０２２により生成された、たとえばＯＦＤＭシンボルのようなシンボルを送信
する。時には、生成されたシンボルは、２つの不連続部分間の意図的な空領域を割り当て
られ含む資源の２つの不連続部分へ対応するサブキャリアを含む。
【０１０３】
　いくつかの実施形態において、同じアンテナが送信と受信のために使用される。いくつ
かの実施形態において、複数のアンテナおよび／または複数のアンテナエレメントが受信
のために使用される。いくつかの実施形態において、複数のアンテナおよび／または複数
のアンテナエレメントが送信のために使用される。いくつかの実施形態において、同じア
ンテナまたはアンテナエレメントの少なくともいくつかは、送信と受信の両方に対して使
用される。いくつかの実施形態において、無線端末１０００はＭＩＭＯ技法を使用する。
【０１０４】
　ユーザーＩ／Ｏ装置１００８は、たとえばマイクロホン、キーボード、キーパッド、ス
イッチ、カメラ、スピーカ、ディスプレイ、等を含む。ユーザーＩ／Ｏ装置１００８は、
無線端末１０００のユーザーが、データ／情報を入力し、出力データ／情報にアクセスし
、および、たとえば他の無線端末のようなピアノードで通信セッションを開始するような
、無線端末１０００の少なくともいくつかの機能を制御することを可能にする。
【０１０５】
　ルーチン１０１８は、シンボル生成モジュール１０２２、シンボル回復モジュール１０
２４、および、ガードサブキャリア情報回復モジュール１０２６を含む。データ／情報１
０２０は、受信資源割り当てメッセージ１０２８、受信ガードサブキャリア情報１０３２
、および、情報１０３３をマップするノード識別子／サブキャリアを含む。受信資源割り
当てメッセージ１０２８は、ノード識別子１０３０を含む。受信ガードサブキャリア情報
１０３２は、帯域幅の異なる不連続部分内の異なるガードサブキャリア位置を表す情報を
含む。いくつかの実施形態において、ガードサブキャリア情報は、たとえばスーパーフレ
ームのプリアンブルのような受信プリアンブルから抽出される。情報１０３３をマッピン
グするノード識別子／サブキャリアは、ノード識別子へ対応するサブキャリアのセットを
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含む（（ノード識別子１　１０３４とサブキャリア１０３８の対応セット１），・・・，
（ノード識別子Ｎ　１０３６とサブキャリア１０４０の対応セットＮ）。種々の実施形態
において、ノード識別子に対応するサブキャリアのセットは、ノード識別子により識別さ
れる資源に対応する帯域幅の少なくとも２つの不連続部分のおのおのからの少なくとも１
つのガードサブキャリアを含む。
【０１０６】
　シンボル生成モジュール１０２２は、割当される資源に対応するシンボルを生成する。
いくつかの実施形態において、シンボル生成モジュール１０２２は、アクセスポイントに
向けられる情報を含むＯＦＤＭシンボルであって、前記の不連続部分へ対応するが、前記
の資源に含まれない帯域幅の前記の部分へ対応しないトーンを含む前記のＯＦＤＭシンボ
ル、を生成するＯＦＤＭシンボル生成モジュールである。トーンは、サブキャリアとして
も呼ばれるかもしれないし、時には呼ばれる。
【０１０７】
　シンボル回復モジュール１０２４は、たとえば割当された資源に対応するＯＦＤＭシン
ボルのようなシンボルを回復する。割当された資源が資源内に含まれない帯域幅の部分に
より分離される２つの不連続部分を含む場合には、シンボル回復モジュール１０２４は、
回復動作の部分として資源内に含まれない帯域幅の部分内のサブキャリアをフィルタして
除外する。
【０１０８】
　ガードサブキャリア情報回復モジュール１０２６は、帯域幅の前記の不連続部分の少な
くとも１つにおけるガードサブキャリアの数と位置の少なくとも１つを表す受信情報を回
復する。
【０１０９】
　開示される実施形態についての前述の説明は、任意の当業者が種々の特徴を作るか使用
することを可能にするために提供される。これらの実施形態への種々の修正は、当業者に
容易に明白になるであろう。そして、ここに定義された一般的な法則は、開示の精神また
は範囲から外れずに、他の実施形態に適用されるかもしれない。したがって、種々の実施
形態は、ここに示される実施形態に限定するようには意図されない、ここに開示された法
則と新規な特徴に一致する最も広い範囲を与えられるべきである。
【０１１０】
　種々の実施形態において、ここで説明されるノードは、たとえば、信号処理、メッセー
ジ生成および／または送信ステップのような態様の１つ以上の方法に対応するステップを
実行するために、１つ以上のモジュールを使用して実現される。つまり、いくつかの実施
形態において、種々の特徴は、モジュールを使用して実現される。そのようなモジュール
は、ソフトウェア、ハードウェアまたはソフトウェアとハードウェアの組み合わせを使用
して実現されるかもしれない。上記で説明される方法または方法ステップの多くは、たと
えば追加的ハードウェアを持つかまたは持たない汎用コンピュータのような、機械を制御
するために、たとえば１つ以上のノードにおけるように、上記で説明される方法のすべて
または部分を実現するために、たとえばＲＡＭ、フロッピー(登録商標)ディスク、コンパ
クトディスク、ＤＶＤ等のようなメモリ装置のような機械可読媒体に含まれるソフトウェ
アのような機械実行可能な命令を使用して実現が可能である。したがって、とりわけ、そ
の態様は、たとえばプロセッサおよび関連するハードウェアのような機械に上記で説明さ
れた方法の１つ以上のステップを実行することを生じさせるための機械実行可能な命令を
含む機械可読媒体に向けられる。
【０１１１】
　種々の実施形態において、ここで説明されるノードは、たとえば、信号処理、メッセー
ジ生成、情報回復および／または送信ステップのような、１つ以上の方法に対応するステ
ップを実現するために、１つ以上のモジュールを使用して実現される。いくつかの実施形
態において、種々の特徴はモジュールを使用して実現される。そのようなモジュールは、
ソフトウェア、ハードウェアまたはソフトウェアとハードウェアの組み合わせを使用して
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実現されるかもしれない。上記で述べられた方法または方法ステップの多くは、たとえば
追加的ハードウェアを持つかまたは持たない汎用計算機のような機械を制御するために、
たとえば１つ以上のノードにおけるように、上記で説明された方法のすべてまたは部分を
実現するために、たとえばＲＡＭ、フロッピー(登録商標)ディスク、コンパクトディスク
、ＤＶＤ等のようなメモリ装置のような機械可読媒体に含まれるソフトウェアのような機
械実行可能な命令を使用して実現されることが可能である。したがって、とりわけ、種々
の実施形態は、たとえばプロセッサと関連ハードウェアのような機械が、上記で説明され
る方法の１つ以上のステップを実行することを生じさせるための機械実行可能な命令を含
む機械可読媒体に向けられる。
【０１１２】
　いくつかの実施形態において、１つ以上の装置、例、アクセス端末および／またはアク
セスポイントのような通信装置、の１つまたは複数のプロセッサ、例、ＣＰＵ、は、通信
装置により実行されていると説明された方法のステップを実行するために構成される。プ
ロセッサの構成は、プロセッサ構成を制御するためにおよび／またはプロセッサ内にハー
ドウェアを含むことによって、例、ハードウェアモジュール、リサイトステップを実行す
るためにおよび／またはプロセッサ構成を制御するために、１つ以上のモジュール、例、
ソフトウェアモジュール、を使用することにより達成される可能性がある。したがって、
いくつかだがすべてではない実施形態は、プロセッサが含まれる装置により実行される種
々の説明された方法のステップのおのおのへ対応するモジュールを含むプロセッサを持つ
、たとえば通信装置のような装置へ向けられる。いくつかだがすべてではない実施形態に
おいて、たとえば通信装置のような装置は、プロセッサが含まれる装置により実行される
種々の説明された方法のステップの各々に対応するモジュールを含む。モジュールは、ソ
フトウェアおよび／またはハードウェアを使用して実現されるかもしれない。
【０１１３】
　上記で説明された方法と装置に関する多数の追加的変形は、上記の説明の点から、当業
者には明白であろう。そのような変形は範囲内とみなされるべきである。種々の実施形態
の方法と装置は、ＣＤＭＡ、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭＡ）および／またはアクセス
ノードと移動ノード間の無線通信リンクを提供するために使用され得る通信技法の種々の
他のタイプとともに使用されるかもしれないし、種々の実施形態において使用される。い
くつかの実施形態において、アクセスノードは、ＯＦＤＭおよび／またはＣＤＭＡを使用
する移動ノードを持つ通信リンクを確立する基地局として実現される。種々の実施形態に
おいて、移動ノードは、種々の実施形態の方法を実現するために、ノートブックコンピュ
ータ、携帯情報端末（ＰＤＡ）または受信機／送信機回路と論理および／またはルーチン
を含む他の携帯装置として実現される。
　以下に本件出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[Ｃ１]
　通信資源を割り当てられる第１の無線端末を選択することと、前記資源に含まれない帯
域幅の部分により分離される期間について帯域幅の少なくとも２つの不連続部分を含む資
源を、前記第１の無線端末に割り当てること、
　を含む、無線通信システムにおいて資源を割り当てるための方法。
[Ｃ２]
　異なる数のガードサブキャリアが、帯域幅の異なる不連続部分と関係している、[Ｃ１]
の方法。
[Ｃ３]
　帯域幅の前記不連続部分の少なくとも１つにおいて、ガードサブキャリアの前記数と位
置の少なくとも１つを表すガードサブキャリア情報を送信すること、
　をさらに含む、[Ｃ１]の方法。
[Ｃ４]
　帯域幅の前記不連続部分の少なくともいくつかが、異なる位置に位置するガードサブキ
ャリアを持つ、[Ｃ３]の方法。
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[Ｃ５]
　前記ガードサブキャリア情報は、プリアンブルで同報通信される、[Ｃ３]の方法。
[Ｃ６]
　前記第１の無線端末へ、帯域幅の前記少なくとも２つの不連続部分を含む前記資源の割
り当てを伝える単一の割り当てメッセージを送信すること、
　をさらに含む、[Ｃ１]の方法。
[Ｃ７]
　第２の期間について帯域幅の前記不連続部分の１つであって、時分割多重方式と周波数
分割多重方式の１つ上で前記第１と第２の無線端末により共有されている帯域幅の前記不
連続部分の前記１つ、に対応する資源を第２の端末に割り当てること、
　をさらに含む、[Ｃ６]の方法。
[Ｃ８]
　帯域幅の前記不連続部分は、少なくとも１．２５ＭＨｚ分離される、[Ｃ６]の方法。
[Ｃ９]
　前記送信される割り当てメッセージは、サブキャリアのセットであって、帯域幅の前記
少なくとも２つの不連続部分のおのおのから少なくとも１つのサブキャリアを含む前記サ
ブキャリアのセット、に対応するノード識別子を含む、[Ｃ６]の方法。
[Ｃ１０]
　割り当ては、帯域幅の複数の不連続部分から構築される通信チャンネルに対応するサブ
キャリアを表すチャンネルツリーに基づいて資源へ前記第１の端末を割り当てることを含
む、[Ｃ６]の方法。
[Ｃ１１]
　前記資源がアップリンク資源である、[Ｃ６]の方法。
[Ｃ１２]
　前記資源がダウンリンク資源である、[Ｃ６]の方法。
[Ｃ１３]
　前記不連続部分に対応するが、前記資源に含まれない帯域幅の前記部分に対応しないト
ーンを含む、前記無線端末へ向けられる情報を含むＯＦＤＭ信号を送信すること、
　をさらに含む、[Ｃ１]の方法。
[Ｃ１４]
　無線通信システムにおいて資源を割り当てるための通信装置であって、
　通信資源を割り当てられる第１の無線端末を選択するための選択モジュールと、
　前記資源に含まれない帯域幅の部分により分離される期間について、帯域幅の少なくと
も２つの不連続部分を含む資源を、前記選択モジュールにより選択された前記第１の無線
端末に割り当てるための資源割り当てモジュール、
　を含む装置。
[Ｃ１５]
　前記第１の無線端末に帯域幅の前記少なくとも２つの不連続部分を含む前記資源を割り
当てることを伝える単一割り当てメッセージを生成するための割り当てメッセージ生成モ
ジュールと、
　生成された割り当てメッセージを送信するための無線送信機モジュール、
　をさらに含む、[Ｃ１４]の装置。
[Ｃ１６]
　割り当てに対して利用可能な通信バンドを表す格納されたエアーリンク資源情報であっ
て、前記利用可能な通信バンド内のガードバンドの前記数と位置の少なくとも１つに関す
る情報を含む前記情報、を含むメモリ、
　をさらに含む、[Ｃ１５]の装置。
[Ｃ１７]
　資源に対応する割り当てに対して利用可能な帯域幅の異なる不連続部分を識別する格納
されたエアーリンク資源情報を含むメモリ、
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　をさらに含む、[Ｃ１６]の装置。
[Ｃ１８]
　帯域幅の前記不連続部分が、少なくとも１．２５ＭＨｚ分離される、[Ｃ１７]の装置。
[Ｃ１９]
　前記割り当てメッセージ生成モジュールは、サブキャリアのセットであって、帯域幅の
前記少なくとも２つの不連続部分のおのおのから少なくとも１つのサブキャリアを含む前
記サブキャリアのセット、に対応するノード識別子を含む、割り当てメッセージを生成す
る、[Ｃ１５]の装置。
[Ｃ２０]
　前記メモリは、帯域幅の複数の不連続部分から構築される通信チャンネルに対応するサ
ブキャリアを表すチャンネルツリー資源情報をさらに含む、
　[Ｃ１７の装置。
[Ｃ２１]
　前記資源がアップリンク資源である、[Ｃ１５]の装置。
[Ｃ２２]
　前記資源がダウンリンク資源である、[Ｃ１５]の装置。
[Ｃ２３]
　前記不連続部分に対応するが、前記資源に含まれない帯域幅の前記部分に対応しない、
トーンを含むＯＦＤＭシンボルを生成するためのシンボル生成モジュールと、
　前記不連続部分へ対応するが、前記資源に含まれない帯域幅の前記部分へ対応しない、
トーンを含む、前記無線端末に向けられる情報を含むＯＦＤＭ信号を送信するための無線
ＯＦＤＭ送信機モジュール、
　をさらに含む、[Ｃ１４]の装置。
[Ｃ２４]
　無線通信システムにおいて資源を割り当てるための通信装置であって、
　通信資源を割り当てられる第１の無線端末を選択するための選択手段と、
前記資源に含まれない帯域幅の部分により分離される期間について帯域幅の少なくとも２
つの不連続部分を含む資源を、前記選択手段により選択された前記第１の無線端末に割り
当てるための手段、
　を含む、前記装置。
[Ｃ２５]
　前記第１の無線端末に帯域幅の前記少なくとも２つの不連続部分を含む前記資源を割り
当てることを伝える単一割り当てメッセージを生成するための手段と、
　生成された割り当てメッセ－ジを送信するための手段、
　をさらに含む、[Ｃ２４]の装置。
[Ｃ２６]
　割り当てに対して利用可能な通信バンドを表す格納されたエアーリンク資源情報であっ
て、前記利用可能な通信バンド内のガードバンドの前記数と位置の少なくとも１つに関す
る情報を含む前記情報、を含むメモリ手段、
　をさらに含む、[Ｃ２５]の装置。
[Ｃ２７]
　生成するための前記手段は、サブキャリアのセットであって、帯域幅の前記少なくとも
２つの不連続部分のおのおのから少なくとも１つのサブキャリアを含む前記サブキャリア
のセット、に対応するノード識別子を含む割り当てメッセージを生成する、[Ｃ２５]の装
置。
[Ｃ２８]
　前記不連続部分に対応するが、前記資源に含まれない帯域幅の前記部分に対応しない、
トーンを含むＯＦＤＭシンボルを生成するための手段と、
　前記不連続部分に対応するが、前記資源に含まれない帯域幅の前記部分に対応しないト
ーンを含む前記無線端末に向けられる情報を含む、ＯＦＤＭ信号を送信するための手段、
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をさらに含む、[Ｃ２４]の装置。
[Ｃ２９]
　通信資源を割り当てられる第１の無線端末を選択するように、および、
　前記資源に含まれない帯域幅の部分により分離される期間について帯域幅の少なくとも
２つの不連続部分を含む資源を前記第１の無線端末に割り当てるように、
　構成されるプロセッサ、
　を含む装置。
[Ｃ３０]
　ガードサブキャリアの異なる数が、帯域幅の異なる不連続部分と関係している、[Ｃ２
９]の装置。
[Ｃ３１]
　前記プロセッサは、
　帯域幅の前記不連続部分の少なくとも１つにおいて、ガードサブキャリアの前記数と位
置の少なくとも１つを表すガードサブキャリア情報を送信されることを引き起こすように
、
　さらに構成される、[Ｃ２９]の装置。
[Ｃ３２]
　前記プロセッサは、
　前記第１の無線端末に帯域幅の前記少なくとも２つの不連続部分を含む前記資源の割り
当てを伝える単一割り当てメッセージを送信されることを引き起こすように、
　さらに構成される、[Ｃ２９]の装置。
[Ｃ３３]
　前記プロセッサは、
　前記不連続部分へ対応するが、前記資源に含まれない帯域幅の前記部分に対応しない、
トーンを含む前記無線端末に向けられる情報を含むＯＦＤＭ信号を送信されることを引き
起こすように、
　さらに構成される、[Ｃ２９]の装置。
[Ｃ３４]
　無線通信システムにおいて資源を割り当てる方法を実現する通信装置を制御するための
機械実行可能な命令を組み入れるコンピュータ可読媒体であって、
　前記方法は、
　　通信資源を割り当てられる第１の無線端末を選択することと、前記資源に含まれない
帯域幅の部分により分離される期間について帯域幅の少なくとも２つの不連続部分を含む
資源を前記第１の無線端末に割り当てること、
　を含む、コンピュータ可読媒体。
[Ｃ３５]
　異なる数のガードサブキャリアが、帯域幅の異なる不連続部分と関係している、[Ｃ３
４]のコンピュータ可読媒体。
[Ｃ３６]
　帯域幅の前記不連続部分の少なくとも１つにおける、ガードサブキャリアの前記数と位
置の少なくとも１つを表すガードサブキャリア情報を送信すること、
　のための機械実行可能な命令をさらに組み入れる、[Ｃ３４]のコンピュータ可読媒体。
[Ｃ３７]
　前記第１の無線端末に帯域幅の前記少なくとも２つの不連続部分を含む前記資源を割り
当てることを伝える単一割り当てメッセージを送信すること、
　のための機械実行可能な命令をさらに組み入れる、[Ｃ３４]のコンピュータ可読媒体。
[Ｃ３８]
　前記不連続部分へ対応するが、前記資源に含まれない帯域幅の前記部分に対応しない、
トーンを含む前記無線端末に向けられる情報を含むＯＦＤＭ信号を送信すること、
　のための機械実行可能な命令をさらに組み入れる、[Ｃ３４]のコンピュータ可読媒体。
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[Ｃ３９]
　資源に含まれない帯域幅の部分により分離される帯域幅の少なくとも２つの不連続部分
を含む資源を無線端末に、ある期間、割り当てることを表す資源割り当てメッセージを受
信することと、
　アクセスポイントと通信するために前記割り当てられた資源を使用すること、
　を含む、無線端末を動作させる方法。
[Ｃ４０]
　異なる数のガードサブキャリアが、帯域幅の異なる不連続部分と関係している、[Ｃ３
９]の方法。
[Ｃ４１]
　帯域幅の前記不連続部分の少なくとも１つにおいて、ガードサブキャリアの前記数と位
置の少なくとも１つを表すガードサブキャリア情報を受信すること、
　をさらに含む、[Ｃ３９]の方法。
[Ｃ４２]
　前記受信ガードサブキャリア情報であって、帯域幅の異なる不連続部分内の異なるガー
ドサブキャリアを表す格納されるガードサブキャリア情報、の少なくともいくつかを格納
すること、
　をさらに含む、[Ｃ４１]の方法。
[Ｃ４３]
　ガードサブキャリア情報を受信することは、前記ガードサブキャリア情報を含む同報通
信プリアンブルを受信することを含む、[Ｃ４１]の方法。
[Ｃ４４]
　帯域幅の前記不連続部分が、少なくとも１．２５ＭＨｚ分離される、[Ｃ３９]の方法。
[Ｃ４５]
　前記受信割り当てメッセージはノード識別子を含み、前記方法は、
　前記無線端末により使用される前記ノード識別子に対応するサブキャリアのセットであ
って、帯域幅の前記少なくとも２つの不連続部分のおのおのから少なくとも１つのガード
サブキャリアを含む前記サブキャリアのセットを、前記ノード識別子と格納された情報か
ら決定すること、
　をさらに含む、[Ｃ４４]の方法。
[Ｃ４６]
　前記資源がアップリンク資源である、[Ｃ４４]の方法。
[Ｃ４７]
　前記アクセスポイントに向けられる情報を含むＯＦＤＭシンボルであって、前記不連続
部分に対応するが、前記資源に含まれない帯域幅の前記部分に対応しないトーンを含む前
記ＯＦＤＭシンボル、を生成すること、そして、
　そこにおいて、前記割り当てられた資源を使用することは、前記生成されたＯＦＤＭシ
ンボルを送信することを含む、
　をさらに含む、[Ｃ４６]の方法。
[Ｃ４８]
　前記資源がダウンリンク資源である、[Ｃ４４]の方法。
[Ｃ４９]
　資源に含まれない帯域幅の部分により分離される帯域幅の少なくとも２つの不連続部分
を含む資源を無線端末に、ある期間、割り当てることを表す資源割り当てメッセージを受
信するための受信機モジュールと、
　ｉ）前記割り当られる資源に対応するシンボルを生成するためのシンボル生成モジュー
ルと、
　ｉｉ）前記割り当られる資源に対応するシンボルを回復するためのシンボル回復モジュ
ール、
　の少なくとも１つ、
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　を含む無線端末。
[Ｃ５０]
　異なる数のガードサブキャリアが、帯域幅の異なる不連続部分と関係している、[Ｃ４
９]の無線端末。
[Ｃ５１]
　帯域幅の前記不連続部分の少なくとも１つにおいて、ガードサブキャリアの前記数と位
置の少なくとも１つを表す受信情報を回復するためのガードサブキャリア情報回復モジュ
ール、
　をさらに含む、[Ｃ４９]の無線端末。
[Ｃ５２]
　前記受信ガードサブキャリア情報であって、帯域幅の異なる不連続部分内の異なるガー
ドサブキャリア位置を表す格納されるガードサブキャリア情報、の少なくともいくつかを
格納するためのメモリモジュール、
　をさらに含む、[Ｃ５１]の無線端末。
[Ｃ５３]
　帯域幅の前記不連続部分が、少なくとも１．２５ＭＨｚ分離される、[Ｃ４９]の無線端
末。
[Ｃ５４]
　前記受信割り当てメッセージはノード識別子を含み、前記無線端末は、
　前記ノード識別子に対応するサブキャリアのセットであって、帯域幅の前記少なくとも
２つの不連続部分のおのおのから少なくとも１つのガードサブキャリアを含む前記サブキ
ャリアのセット、を表す格納された情報を含むメモリモジュール、
　をさらに含む、[Ｃ５３]の無線端末。
[Ｃ５５]
　前記資源がアップリンク資源である、[Ｃ５３]の無線端末。
[Ｃ５６]
　前記シンボル生成モジュールは、前記アクセスポイントに向けられる情報を含むＯＦＤ
Ｍシンボルであって、前記不連続部分へ対応するが、前記資源に含まれない帯域幅の前記
部分へ対応しない、トーンを含む前記ＯＦＤＭシンボル、を生成するＯＦＤＭシンボル生
成モジュールであることと、
　前記ＯＦＤＭシンボル生成モジュールにより生成されたＯＦＤＭシンボルを送信するた
めの送信機モジュール、
　をさらに含む、[Ｃ５５]の無線端末。
[Ｃ５７]
　前記資源がダウンリンク資源である、[Ｃ５３]の無線端末。
[Ｃ５８]
　資源に含まれない帯域幅の部分により分離される帯域幅の少なくとも２つの不連続部分
を含む資源を無線端末に、ある期間、割り当てることを表す資源割り当てメッセージを受
信するための受信機手段と、
　ｉ）前記割り当てられる資源に対応するシンボルを生成するための手段と
　ｉｉ）前記割り当てられる資源に対応するシンボルを回復するための手段
　の少なくとも１つ、
　を含む、無線端末。
[Ｃ５９]
　異なる数のガードサブキャリアが、帯域幅の異なる不連続部分と関係している、[Ｃ５
８]の無線端末。
[Ｃ６０]
　帯域幅の前記不連続部分の少なくとも１つにおいて、ガードサブキャリアの前記数と位
置の少なくとも１つを表す受信情報を回復するためのガードサブキャリア情報回復手段、
をさらに含む、[Ｃ５８]の無線端末。
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[Ｃ６１]
　前記受信ガードサブキャリア情報であって、帯域幅の異なる不連続部分内の異なるガー
ドサブキャリア位置を表す格納されるガードサブキャリア情報、の少なくともいくつかを
格納するためのメモリ手段、
　をさらに含む、[Ｃ６０]の無線端末。
[Ｃ６２]
　帯域幅の前記不連続部分が、少なくとも１．２５ＭＨｚ分離される、[Ｃ５８]の無線端
末。
[Ｃ６３]
　無線端末における使用のためのプロセッサであって、
　資源に含まれない帯域幅の部分により分離される帯域幅の少なくとも２つの不連続部分
を含む資源を前記無線端末に、ある期間、割り当てることを表す資源割り当てメッセージ
を受信するように、および、
　アクセスポイントと通信するために、前記割り当て資源を使用するように、
　構成される前記プロセッサ、
　を含む装置。
[Ｃ６４]
　異なる数のガードサブキャリアが、帯域幅の異なる不連続部分と関係している、[Ｃ６
３]の無線端末。
[Ｃ６５]
　前記プロセッサは、
　帯域幅の前記不連続部分の少なくとも１つにおいて、ガードサブキャリアの前記数と位
置の少なくとも１つを表すガードサブキャリア情報を受信するように、
　さらに構成される、[Ｃ６３]の装置。
[Ｃ６６]
　帯域幅の前記不連続部分が、少なくとも１．２５ＭＨｚ分離される、[Ｃ６３]の装置。
[Ｃ６７]
　前記受信割り当てメッセージはノード識別子を含み、そして、前記プロセッサは、
　前記無線端末により使用される前記ノード識別子に対応するサブキャリアのセット、つ
まり、帯域幅の少なくとも２つの不連続部分のおのおのから少なくとも１つのガードサブ
キャリアを含む前記サブキャリアのセット、を前記ノード識別子と格納された情報から決
定するように、
　さらに構成される、[Ｃ６６]の装置。
[Ｃ６８]
　他の通信装置と通信する方法を実現する無線端末を制御するための機械実行可能な命令
を組み入れるコンピュータ可読媒体であって、前記方法は、
　資源に含まれない帯域幅の部分により分離される帯域幅の少なくとも２つの不連続部分
を含む資源を前記無線端末に、ある期間、割り当てることを表す資源割り当てメッセージ
を受信することと、
　アクセスポイントと通信するために、前記割り当てられる資源を使用すること、
　を含む、コンピュータ可読媒体。
[Ｃ６９]
　異なる数のガードサブキャリアが、帯域幅の異なる不連続部分と関係している、[Ｃ６
８]のコンピュータ可読媒体。
[Ｃ７０]
　帯域幅の前記不連続部分の少なくとも１つにおいて、ガードサブキャリアの前記数と位
置の少なくとも１つを表すガードサブキャリア情報を受信すること、
　のために機械実行可能な命令をさらに組み入れる、[Ｃ６８]のコンピュータ可読媒体。
[Ｃ７１]
　帯域幅の前記不連続部分が、少なくとも１．２５ＭＨｚ分離される、[Ｃ６８]のコンピ
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[Ｃ７２]
　前記受信される割り当てメッセージはノード識別子を含み、前記コンピュータ可読媒体
は、
　前記無線端末により使用される前記ノード識別子に対応するサブキャリアのセットであ
って、帯域幅の前記少なくとも２つの不連続部分のおのおのから少なくとも１つのガード
サブキャリアを含む前記サブキャリアのセットを、前記ノード識別子と格納された情報か
ら決定すること、
　のための機械実行可能な命令をさらに組み入れる、[Ｃ７１]のコンピュータ可読媒体。

【図１】 【図２Ａ】
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