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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムで基地局（ＢＳ）において情報を伝送する方法であって、
　前記方法は、
　移動加入者局（ＭＳＳ）に関連した下り回線高速フィードバックチャネルのための物理
資源を割り当てることであって、前記下り回線高速フィードバックチャネルのための物理
資源は、データチャネルのための物理資源とは異なり、前記下り回線高速フィードバック
チャネルのための物理資源の基本割当単位は、６個のサブグループに分けられ、前記サブ
グループの各々は、８個の副搬送波を含む、ことと、
　上り回線チャネルを通じて前記ＭＳＳからデータを受信することと、
　前記受信されたデータに基づいて前記上り回線チャネルの品質を決定することと、
　前記下り回線高速フィードバックチャネルに対する変調パターンを設定することであっ
て、前記変調パターンは、前記上り回線チャネルの前記決定された品質に基づいたフィー
ドバック情報に対応する、ことと、
　前記下り回線高速フィードバックチャネルを通じて前記ＭＳＳに前記変調パターンを伝
送することと
　を含み、
　前記変調パターンは、前記サブグループの各々に対応するベクトルインデックスを含み
、
　前記ベクトルインデックスは、前記サブグループ内に含まれる前記８個の副搬送波の各
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々に適用される変調スキームを示し、
　前記変調パターンは、互いに対して直交する関係を有する、方法。
【請求項２】
　前記フィードバック情報は、前記上り回線チャネルのチャネル品質情報（ＣＱＩ）を含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記フィードバック情報は、加重値を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記フィードバック情報は、チャネル品質情報（ＣＱＩ）及び加重値の組合せを含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　無線通信システムで移動加入者局（ＭＳＳ）において情報を受信する方法であって、
　前記方法は、
　上り回線チャネルを通じて基地局（ＢＳ）にデータを伝送することと、
　前記ＭＳＳに関連した下り回線高速フィードバックチャネルを介して前記ＢＳから変調
パターンを受信することであって、前記変調パターンは、前記下り回線高速フィードバッ
クチャネルに対して設定されており、前記下り回線高速フィードバックチャネルのための
物理資源は、データチャネルのための物理資源とは異なり、前記変調パターンは、フィー
ドバック情報に対応し、前記下り回線高速フィードバックチャネルのための物理資源の基
本割当単位は、６個のサブグループに分けられ、前記サブグループの各々は、８個の副搬
送波を含む、ことと、
　前記変調パターンに従ってどのフィードバック情報が前記ＢＳから伝送されたかを決定
することであって、前記変調パターンは、前記上り回線チャネルの品質に基づき、前記上
り回線チャネルの品質は、前記伝送されたデータに基づいて決定される、ことと
　を含み、
　前記変調パターンは、前記サブグループの各々に対応するベクトルインデックスを含み
、
　前記ベクトルインデックスは、前記サブグループ内に含まれる前記８個の副搬送波の各
々に適用される変調スキームを示し、
　前記変調パターンは、互いに対して直交する関係を有する、方法。
【請求項６】
　前記フィードバック情報は、前記上り回線チャネルのチャネル品質情報（ＣＱＩ）を含
む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記フィードバック情報は、加重値を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記フィードバック情報は、チャネル品質情報（ＣＱＩ）及び加重値の組合せを含む、
請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　無線通信システムで情報を伝送及び受信する方法であって、
　前記方法は、
　基地局（ＢＳ）によって、移動加入者局（ＭＳＳ）に関連した下り回線高速フィードバ
ックチャネルのための物理資源を割り当てることであって、前記下り回線高速フィードバ
ックチャネルのための物理資源は、データチャネルのための物理資源とは異なり、前記下
り回線高速フィードバックチャネルのための物理資源の基本割当単位は、６個のサブグル
ープに分けられ、前記サブグループの各々は、８個の副搬送波を含む、ことと、
　上り回線チャネルを通じて移動加入者局（ＭＳＳ）によって前記ＢＳにデータを伝送す
ることと、
　前記ＢＳによって、前記上り回線チャネルを通じて前記ＭＳＳから前記伝送されたデー
タを受信することと、
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　前記ＢＳによって前記受信されたデータに基づいて前記上り回線チャネルの品質を決定
することと、
　前記ＢＳによって、前記下り回線高速フィードバックチャネルに対する変調パターンを
設定することであって、前記変調パターンは、フィードバック情報に対応し、前記フィー
ドバック情報は、前記上り回線チャネルの品質に基づき、前記上り回線チャネルの品質は
、前記伝送されたデータに基づいて決定される、ことと、
　前記ＢＳによって前記ＭＳＳに前記下り回線高速フィードバックチャネルを通じてフィ
ードバック情報を伝送することと、
　前記ＭＳＳによって、前記ＢＳから前記伝送されたフィードバック情報を受信すること
と
　を含み、
　前記変調パターンは、前記サブグループの各々に対応するベクトルインデックスを含み
、
　前記ベクトルインデックスは、前記サブグループ内に含まれる前記８個の副搬送波の各
々に適用される変調スキームを示し、
　前記変調パターンは、互いに対して直交する関係を有する、方法。
【請求項１０】
　前記フィードバック情報は、上り回線チャネルのチャネル品質情報（ＣＱＩ）を含む、
請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記フィードバック情報は、加重値を含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記フィードバック情報は、チャネル品質情報（ＣＱＩ）及び加重値の組合せを含む、
請求項９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フィードバックチャネルを設定し、情報を伝送する方法に係り、より具体的
には、多数のアンテナを含む無線通信システムで高速フィードバックチャネルを設定して
情報を伝送する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　直交周波数分割多重化／直交周波数分割多重接続システムにおいて、基地局は、多数の
アンテナを提供し、移動端末からフィードバック情報を受信して伝送ダイバーシティを得
ることができる。フィードバック情報は、加重値またはチャネル情報を含む。ここで、フ
ィードバック情報は移動端末から基地局へ上り回線伝送高速フィードバックチャネルを通
じて伝送される。
【０００３】
　具体的に、フィードバック情報は、基地局伝送信号の様々な決定された（または、測定
された）情報と関る。フィードバック情報は、基地局がより正確な伝送信号を伝送するた
めに必要な情報を提供する。ここで、決定された情報は、下り回線伝送信号の様々な決定
された値を含むことができる。例えば、下り回線信号の決定された値は、信号／雑音値、
加重値、またはＭＩＭＯ（ｍｕｌｔｉ－ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉ－ｏｕｔｐｕｔ）の場合
に選択されたモード値（時－空間伝送ダイバーシティまたは空間多重化）になりうる。
【０００４】
　図１は、下り回線伝送において獲得した加重値（または、チャネル情報）を含むフィー
ドバック情報を基地局に伝送する移動端末の一例を示す。
【０００５】
　図１に示すように、基地局は、多数のアンテナを使用し、ＳＴＣ（ｐａｃｅ－ｔｉｍｅ
　ｃｏｄｉｎｇ）領域ＩＥメッセージを通じてＳＴＣを移動端末に知らせる。ＳＴＣモー
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が使用する行列タイプ（例えば、タイプＢ）を移動端末に知らせる。ＭＩＭＯ下り回線基
礎ＩＥメッセージは、基地局が移動端末にどの行列タイプを使用するかを知らせる通路で
ある。しかも、基地局は移動端末にＣＱＩＣＨ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎ
ｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）拡張割当ＩＥメッセージを通じて、上り回線高速フィ
ードバックチャネルに割り当てられる加重値に対するマッピングスキームを知らせる。こ
れに対し、移動端末は、下り回線チャネル品質を決定する、または、下り回線チャネル品
質決定に基づいて加重値行列Ｗを獲得する。加重値行列の大きさは、基地局伝送アンテナ
の数及びＳＴＣスキームによる出力信号の数によって決定される。
【０００６】
　下記数学式１は、４個の基地局伝送アンテナ及び２個のＳＴＣ出力と関連した加重値行
列Ｗの一例である。
【０００７】
【数１】

　移動端末は、加重値行列Ｗに対するフィードバック及び数学式１から獲得したチャネル
品質情報をＣＱＩＣＨを通じて伝送する（Ｓ１２）。多数の伝送アンテナを使用する基地
局によって受信側で信号対雑音比（ｓｉｇｎａｌ－ｔｏ－ｎｏｉｓｅ　ｒａｔｉｏ：ＳＮ
Ｒ）を向上するために、基地局は下り回線決定された値または加重値を受信する。同時に
、基地局は、下り回線決定された値または加重値を受信するために、移動端末に上り回線
ＣＱＩＣＨを割り当てる。
【０００８】
　さらに、現在８０２．１６　ＯＦＤＭＡシステムで、上り回線高速フィードバックチャ
ネルのメッセージが上り回線スロットに割り当てられる。ここで、上り回線スロットは、
一つの副チャネル領域を指示し、３個のシンボルを含み、６個のタイルで構成される。Ｉ
ＥＥＥ　８０２．１６　ＯＦＤＭＡシステムのスロットは、データ割当のために利用可能
な最小単位を表し、時間ドメイン及び副チャネルドメインで表現されることができる。ま
た、一つのタイルは、８個のデータ副搬送波を含む。下記表１は、高速フィードバックチ
ャネルの副搬送波が変調される方法を示す。また、表２は、表１の各ベクトルに適用され
ることによる副搬送波変調方法を表す。
【０００９】



(5) JP 5288798 B2 2013.9.11

10

20

30

40

【表１】

【００１０】

【表２】

　表１及び表２に示すように、フィードバック情報は、４ビットのペイロードで表現され
、ペイロード値、得られる高速フィードバックチャネルで使用されうる６個のタイルのベ
クトルインデックスに基づく。なお、８個の副搬送波が各ベクトルインデックスに基づく
相異なる変調値を備わっている。
【００１１】
　下記の数学式は、表２に関して各変調スキーム（Ｐ０，Ｐｌ，Ｐ２，Ｐ３）に対するも
のである。
【００１２】
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【数２】

　多数のアンテナを使用する移動端末は、伝送ダイバーシティを得るためにフィードバッ
ク情報を受信する。フィードバック情報は、上り回線の決定された値（チャネル情報また
は加重値）を含む。しかしながら、基地局決定された値の移動端末への高速フィードバッ
クを可能にさせる定義されたチャネルがない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　したがって、本発明は、上記の従来技術の限界及び欠点に起因する一つ以上の問題を実
質的に解決するための、無線通信システムで高速フィードバックチャネルを設定して情報
を伝送する方法と関連する。
【００１４】
　本発明の目的は、無線通信システムで情報を伝送する方法を提供することにある。
【００１５】
　本発明の他の目的は、無線通信システムで情報を受信する方法を提供することにある。
【００１６】
　本発明のさらに他の目的は、情報を伝送する無線通信システムを提供することにある。
【００１７】
　本発明のさらに他の目的は、高速フィードバックチャネルを設定し、これを通じて情報
を伝送する方法を提供することにある。
【００１８】
　本発明のさらに他の目的は、設定された高速フィードバックチャネルを通じて伝送され
た情報を受信する方法を提供することにある。
【００１９】
　本発明の追加的な利点、目的及び特徴は、一部は以下の詳細な説明で説明され、一部は
以下説明に基づいて当該技術分野における通常の知識を持つ者にとっては明白なもので、
本発明の実行によって明らかになるであろう。上記発明の目的、他の利点は、添付の図面
の他、ここに作成された説明及び請求項で指摘された構造によって実現され、得られるこ
とができる。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　以上の目的及び他の利点を得るために、そして、発明の目的に応じてここに含まれ且つ
広く記述される、無線通信システムで情報を伝送する方法は、上り回線チャネルを通じて
移動端末からデータを受信する基地局を含む。受信されたデータを用いて、基地局は上り
回線チャネルの品質を決定する。そして、基地局は移動端末にフィードバック情報を伝送
する。ここで、フィードバック情報は、上り回線チャネルの決定された品質に基づく。
【００２１】
　本発明の他の様態において、無線通信システムで情報を伝送する方法は、下り回線高速
フィードバックチャネルのための物理資源を割り当てる基地局を含む。ここで、高速フィ
ードバックチャネルのための物理資源は、データチャネルのための物理資源とは異なる。
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また、基地局は、基地局によって前記下り回線高速フィードバックチャネルに対する変調
パターンを設定する。また、基地局は、移動端末が変調パターンを通じて基地局から伝送
されたフィードバック情報を決定するように、前記フィードバックパターンに相応する変
調パターンを移動端末に伝送する。
【００２２】
　本発明のさらに他の様態において、無線通信システムで情報を受信する方法は、上り回
線チャネルを通じて基地局にデータを伝送する移動端末を含む。そして、移動端末は基地
局からフィードバック情報を受信する。ここで、フィードバック情報は、上り回線チャネ
ルの品質に基づくし、上り回線チャネルの品質は伝送されたデータに基づいて決定される
。
【００２３】
　本発明のさらに他の様態において、無線通信システムで情報を受信する方法は、基地局
から伝送された変調パターンを受信して検出する。ここで、変調パターンは、下り回線高
速フィードバックチャネルに設定され、重要なことには、変調パターンはフィードバック
情報に相応する。また、移動端末は、変調パターンを通じて基地局からどのフィードバッ
ク情報が伝送されたかを決定する。基地局からどのフィードバック情報が伝送されたかを
決定した後、移動端末は、フィードバック情報を用いて構成された上り回線データを伝送
する。
【００２４】
　本発明の以上の、そして他の目的、特徴、形状及び利点は、添付の図面に基づいて行わ
れる以下の本発明の詳細な説明からより明確になる。以上の一般的な説明及び以下の本発
明の詳細な説明はいずれも例示的で且つ説明的なもので、請求範囲によって発明の追加的
な説明が提供されることと理解しなければならない。。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明は、無線通信システム及び広帯域無線接続システムなどに適用されることができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明の好ましい実施形態、添付された図面に表された例について詳細に説明す
る。図面中、同一の構成要素には可能な限り同一の参照番号を共通使用するものとする。
【００２７】
　本発明の実施形態は、直交周波数分割多重化（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎ
ｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ：ＯＦＤＭ）／直交周波数分割多重
接続（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌ
ｅｘｉｎｇ　Ａｃｃｅｓｓ：ＯＦＤＭＡ）システムに適用されることができ、また、他の
標準無線通信システムに適用されることができる。以下、本発明の実施形態と関連した例
が提供される。
【００２８】
　本発明の一実施形態で、基地局は、移動端末に高速下り回線フィードバックチャネルを
通じてフィードバック情報を伝送する。フィードバック情報は、上り回線チャネルを通じ
て受信したチャネル品質情報（ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ：ＣＱＩ）及び加重値を含む。動作において、基地局は移動端末にデータの伝送された
高速下り回線フィードバックチャネルを知らせる。したがって、基地局は、高速下り回線
フィードバックチャネルにＣＱＩ及び加重値を設定し、移動端末にその情報を伝送する。
【００２９】
　好ましくは、移動端末への高速下り回線フィードバックチャネルに対する通知は、ＤＩ
ＵＣメッセージまたは下り回線高速フィードバックチャネルＩＥメッセージを通じて行わ
れる。ここで、ＣＱＩ及び加重値は、ＣＱＩＣＨ（ＣＱＩ　Ｃｈａｎｎｅｌ）下り回線位
置ＩＥメッセージを通じて伝送される。
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【００３０】
　図２には、本発明の一実施形態によってＯＦＤＭ／ＯＦＤＭＡシステムで移動端末に上
り回線チャネル品質評価の結果を含む、フィードバック情報を伝送する基地局の一例を示
す。図２に示すように、基地局は、ＳＴＣ領域ＩＥメッセージを通じて基地局伝送アンテ
ナの数に基づいて移動端末にＳＴＣモードを割り当てる。同時に、移動端末は、加重値行
列（Ｗ＝Ｎｔ×Ｍｔ）を獲得する。加重値行列は、基地局伝送アンテナの数及びＳＴＣス
キームから出力信号の数に基づいて得られることができる。さらに、基地局は、ＣＱＩＣ
Ｈと称される上り回線高速フィードバックチャネルを移動端末に割り当てる。
【００３１】
　続いて、移動端末は、割り当てられたＣＱＩＣＨを通じて基地局に加重値行列（Ｗ＝Ｎ
ｔ×Ｍｔ）を知らせ、これにより、基地局は移動端末から各チャネルのための加重値を受
信することによって、伝送ダイバーシティ利得を獲得できる。しかし、多数のアンテナを
使用する移動端末が伝送ダイバーシティ利得を獲得するために、移動端末は、基地局から
上り回線チャネル品質値（チャネル情報または加重値）に対するフィードバック情報を受
信する。言い換えると、ステップＳ１０乃至Ｓ１３が行われ、基地局は、移動端末から下
り回線品質評価された値（チャネル情報または加重値）を受信し、基地局は、上り回線チ
ャネル品質評価された値（チャネル情報または加重値）と関連したフィードバック情報を
移動端末に伝送する。
【００３２】
　また、基地局は、高速下り回線フィードバックチャネルを移動端末に知らせるために、
ＤＩＵＣまたは下り回線高速フィードバックチャネルＩＥメッセージを使用する（Ｓ１４
）。図３に示すように、基地局は、高速下り回線フィードバックチャネルの割り当てられ
た特定位置（または、空間）を通じて移動端末に上り回線品質評価された値（チャネル品
質または加重値）を伝送する（Ｓ１５）。
【００３３】
　図４及び図５は、基地局が高速下り回線フィードバックチャネルを移動端末に知らせる
ＩＥメッセージのフォーマットの例である。ここで、図４は、拡張されたＤＩＵＣを使用
する一例で、図５は、ＯＦＤＭＡ　ＤＩＵＣ値を使用する一例である。
【００３４】
　また、図６は、基地局の加重値及びチャネル情報を含むＣＱＩＣＨ下り回線位置ＩＥメ
ッセージを表すフォーマットの一例である。ここで、各ＣＱＩＣＨ下り回線位置ＩＥは、
一つの下り回線スロットを占め、図３に示すように、ＤＩＵＣ＝１４または下り回線高速
フィードバックチャネルＩＥは高速下り回線フィードバックチャネルに割り当てられる。
【００３５】
　図７は、基地局と移動端末間の情報の送信／受信動作を示す無線通信システムの構造の
一例である。より具体的に、基地局は、受信器２１を通じて制御器２０によって上り回線
チャネルの品質を決定するために、上り回線チャネルを通じて移動端末からデータを受信
する。基地局は、別のタイプのデータ及びチャネル状態及び／または品質が決定されうる
情報だけでなく、データを受信することができる。その後、基地局は移動端末にフィード
バック情報を伝送するために伝送器２２を使用する。ここで、フィードバック情報は、上
り回線チャネルの決定された品質に基づく。
【００３６】
　通信がなされるように、移動端末は伝送器１４を通じて基地局にデータをまず伝送する
。基地局の制御器２０が上り回線チャネルの品質を決定し、伝送器２２を通じて伝送した
後、移動端末の受信器１３は基地局からフィードバック情報を受信する。
【００３７】
　本発明の他の実施形態は、下り回線方向で高速フィードバックチャネルを提供するため
に物理チャネル空間を割り当てること、及び基地局がチャネル品質情報及び加重値を含み
、上り回線伝送より受信されたフィードバック情報を定義されたフィードバックチャネル
を通じて移動端末に伝送するためにフィードバックチャネルのための副搬送波変調方法を
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【００３８】
　図８には、下り回線ＰＵＳＣ（Ｐａｒｔｉａｌ　Ｕｓａｇｅ　ｏｆ　Ｓｕｂ－Ｃｈａｎ
ｎｅｌｓ）モードで高速フィードバックチャネルの基礎割当単位の一例を示す。図９には
、下り回線ＦＵＳＣ（Ｆｕｌｌ　Ｕｓａｇｅ　ｏｆ　Ｓｕｂ－Ｃｈａｎｎｅｌｓ）モード
で高速フィードバックチャネルの基礎割当単位の一例を示す。ＩＥＥＥ　８０２．２６　
ＯＦＤＭＡシステムで、下り回線フレームは基本的にＰＵＳＣ及びＦＵＳＣモードを提供
する。
【００３９】
　ＰＵＳＣモードは、一部の副搬送波のみがデータを伝送するのに用いられる順列スキー
ムを提供する。図８に示すように、ＰＵＳＣモードでの一つのスロットは、２個のシンボ
ル及び４個のクラスタで構成される一つの副チャネルを表す。また、各クラスタは、１２
個のデータ副搬送波を持つ。
【００４０】
　ＦＵＳＣモードは、全ての副搬送波がデータを伝送するのに用いられる順列スキームを
提供する。図９に示すように、ＦＵＳＣモードでの一つのスロットは、ＰＵＳＣモードに
おけると同様に、１個のシンボル及び４８個の副搬送波で構成される一つの副チャネルを
表す。また、ＰＵＳＣモード及びＦＵＳＣモードで、各スロットは４８個のデータ副搬送
波を持つ。
【００４１】
　本実施形態で、下り回線方向で高速フィードバックチャネルの場合のように、一つのス
ロットは下り回線方向で高速のフィードバックチャネルに割り当てられる。言い換えると
、図１及び図２で指示されたスロットは、高速フィードバックチャネルの物理チャネル空
間の基本割当単位として表現されることができる。ＰＵＳＣモード及びＦＵＳＣモードは
それぞれ、４８個のデータ副搬送波を含むため、両モードの形態が相違しているにもかか
わらず同一の変調方法が適用されることができる。図１０及び図１１は、データ副搬送波
の構成を示す例である。図１０及び図１１で、４８個のデータ副搬送波は６個の小グルー
プに分けられる。また、各小グループは、８個の副搬送波を含む。この配列によって、下
り回線高速フィードバックチャネルは上り回線高速フィードバックチャネルの構成を適用
することができる。表３に、本発明の実施形態によるフィードバックチャネルの副搬送波
変調方法を表す。
【００４２】
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【表３】

　表３では、ペイロード及び小グループ（０～５）によってベクトルインデックスの順序
組合が変更されても良い。以下、表４に、表３の各ベクトルのための副搬送波変調方法を
表す。
【００４３】
【表４】

　本発明の実施形態による高速フィードバックチャネル変調は、二進位相偏移変調（Ｂｉ
ｎａｒｙ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ：ＢＰＳＫ）、直交位相偏移変調（Ｑ
ｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ：ＱＰＳＫ）及び１６直交
振幅変調（１６　Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ：
１６ＱＡＭ）のような様々な変調方法が用いられることができる。表４の各変調方式（Ｐ
０、Ｐｌ、Ｐ２、Ｐ３）は、ＯＦＤＭ／ＯＦＤＭＡシステムに適用されるＱＰＳＫ方法の
一例を表す。また、表４の各ベクトルインデックスによる変調順序組合は変わっても良い
。
【００４４】
　情報を伝送するための無線通信システムで基地局と移動端末間の情報送信/受信の他の
動作を説明するために、参照番号と共に図７の構造が用いられる。この動作において、基
地局の制御器２０は、下り回線高速フィードバックチャネルのための物理資源を割り当て
、基地局によって下り回線高速フィードバックチャネルに対する変調パターンを設定する
。ここで、下り回線高速フィードバックチャネルのための物理資源は、データチャネルの
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て、基地局の伝送器２２は、移動端末に変調パターンを伝送する。
【００４５】
　移動端末において、受信器１３は、基地局から伝送された変調パターンを受信する。こ
こで、変調パターンは、基地局の制御器２０で下り回線高速フィードバックチャネルに対
して設定されたもので、変調パターンはフィードバック情報に相応する。受信次第、移動
端末の制御器１０は、基地局から伝送された変調パターンを検出し、変調パターンを通じ
て基地局からどのフィードバック情報が伝送されたのか決定する。フィードバック情報を
決定した後に、移動端末の伝送器１４は、移動端末に上り回線データを伝送し、上り回線
データはフィードバック情報を用いて構成される。
【００４６】
　本発明の思想または範囲を逸脱しない限度内で本発明を様々に修正及び変更できること
は、当業者にとって明白である。したがって、本発明は、添付する特許請求の範囲及びそ
の均等範囲内で提供される修正及び変更を含むことは無論である。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】下り回線伝送で得られた加重値（または、チャネル情報）を含むフィードバック
情報を基地局に伝送する移動端末の一例を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態によってＯＦＤＭ／ＯＦＤＭＡシステムで移動端末に上り回
線チャネル品質評価の結果を含む、フィードバック情報を伝送する基地局の一例を示す図
である。
【図３】高速フィードバックチャネルの特定物理資源に決定された上り回線値を設定する
一例を示す図である。
【図４】拡張ＤＩＵＣを使用する下り回線高速フィードバックチャネルのＩＥメッセージ
のフォーマットの一例を示す図である。
【図５】ＯＦＤＭＡ　ＤＩＵＣ値を使用する下り回線高速フィードバックチャネルのＩＥ
メッセージのフォーマットの一例を示す図である。
【図６】基地局の加重値及びチャネル情報を含むＣＱＩＣＨ下り回線位置ＩＥメッセージ
を示すフォーマットの一例を示す図である。
【図７】基地局と移動端末間の情報送信／受信の動作を示す無線通信システムの構造の一
例である。
【図８】下り回線ＰＵＳＣ（Ｐａｒｔｉａｌ　Ｕｓａｇｅ　ｏｆ　Ｓｕｂ－Ｃｈａｎｎｅ
ｌｓ）モードで高速フィードバックチャネルの基礎割当単位の一例を示す図である。
【図９】下り回線ＦＵＳＣ（Ｆｕｌｌ　Ｕｓａｇｅ　ｏｆ　Ｓｕｂ－Ｃｈａｎｎｅｌｓ）
モードで高速フィードバックチャネルの基礎割当単位の一例を示す図である。
【図１０】データ副搬送波の構成の一例を示す図である。
【図１１】データ副搬送波の構成の一例を示す図である。
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