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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいてフィードバック情報を送信する方法であって、
　前記方法は、
　基地局（ＢＳ）に要請されていないフィードバックとしてフィードバックヘッダーを送
信するためのアップリンク資源を割り当てるように前記ＢＳに要請する指示フラグを送信
することであって、前記指示フラグは、前記ＢＳにより割り当てられたファーストフィー
ドバックチャネルを通して送信される、ことと、
　前記ＢＳから前記アップリンク資源を示すアップリンク資源割当を受信することと、
　前記アップリンク資源割当を通して前記フィードバックヘッダーを送信することと
　を含み、
　前記フィードバックヘッダーは、連結確認子フィールドが前記フィードバックヘッダー
に含まれるか否かを示す連結確認子指示子フィールドと、フィードバック内容フィールド
と、連結確認子フィールドとを含み、
　前記連結確認子フィールドは、前記フィードバックヘッダーが前記連結確認子フィール
ドを含まないと前記連結確認子指示子フィールドが示すときに前記フィードバック内容フ
ィールドとして用いられ、
　前記フィードバック情報は、前記フィードバック内容フィールドに含まれる、方法。
【請求項２】
　前記フィードバックヘッダーは、ペイロードなしに送信される、請求項１に記載の方法
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。
【請求項３】
　前記フィードバック情報を含むフィードバックプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）は
、前記フィードバックヘッダーのみを含み、前記ペイロードを含まない、請求項２に記載
の方法。
【請求項４】
　前記フィードバックヘッダーは、少なくとも１つのフィードバック類型を表すフィード
バック類型フィールドをさらに含み、
　前記フィードバック内容フィールドは、前記少なくとも１つのフィードバック類型に対
応するフィードバック情報を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記フィードバック類型フィールドは、複数のフィードバック類型を示し、
　前記複数のフィードバック類型に対応するフィードバック内容フィールドは、前記フィ
ードバックヘッダーに含まれる、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　無線通信システムにおいてフィードバック情報を受信する方法であって、
　前記方法は、
　要請されていないフィードバックとしてフィードバックヘッダーを送信するためのアッ
プリンク資源の割当を要請する指示フラグを、移動局（ＭＳ）から基地局（ＢＳ）によっ
て受信することであって、前記指示フラグは、ファーストフィードバックチャネルまたは
強化されたファーストフィードバックチャネルを通して受信される、ことと、
　前記フィードバックヘッダーを送信するために、前記ＭＳに前記アップリンク資源を割
り当てることを決定することと、
　前記アップリンク資源を示すアップリンク資源割当を前記ＭＳに送信することと、
　前記割り当てられたアップリンク資源を通して前記フィードバックヘッダーを受信する
ことと
　を含み、
　前記フィードバックヘッダーは、連結確認子フィールドが前記フィードバックヘッダー
に含まれるか否かを示す連結確認子指示子フィールドと、フィードバック内容フィールド
と、連結確認子フィールドとを含み、
　前記連結確認子フィールドは、前記フィードバックヘッダーが前記連結確認子フィール
ドを含まないと前記連結確認子指示子フィールドが示すときに前記フィードバック内容フ
ィールドとして用いられ、
　前記フィードバック情報は、前記フィードバック内容フィールドに含まれる、方法。
【請求項７】
　前記フィードバックヘッダーは、ペイロードなしに送信される、請求項６に記載の方法
。
【請求項８】
　前記フィードバック情報を含むフィードバックプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）は
、前記フィードバックヘッダーのみを含み、前記ペイロードを含まない、請求項７に記載
の方法。
【請求項９】
　前記フィードバックヘッダーは、少なくとも１つのフィードバック類型を表すフィード
バック類型フィールドをさらに含み、
　前記フィードバック内容フィールドは、前記少なくとも１つのフィードバック類型に対
応するフィードバック情報を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記フィードバック類型フィールドは、複数のフィードバック類型を示し、
　前記複数のフィードバック類型に対応するフィードバック内容フィールドは、前記フィ
ードバックヘッダーに含まれる、請求項９に記載の方法。



(3) JP 4832444 B2 2011.12.7

10

20

30

40

50

【請求項１１】
　無線通信システムにおいてフィードバック情報を送信する移動局（ＭＳ）であって、
　前記ＭＳは、
　基地局（ＢＳ）に要請されていないフィードバックとしてフィードバックヘッダーを送
信するためのアップリンク資源を割り当てるように前記ＢＳに要請する指示フラグを送信
することであって、前記指示フラグは、ファーストフィードバックチャネルまたは強化さ
れたファーストフィードバックチャネルを通して送信される、ことと、
　前記ＢＳから前記アップリンク資源を示すアップリンク資源割当を受信することと、
　前記アップリンク資源割当を通して前記フィードバックヘッダーを送信することと
　を実行するように構成され、
　前記フィードバックヘッダーは、連結確認子フィールドが前記フィードバックヘッダー
に含まれるか否かを示す連結確認子指示子フィールドと、フィードバック内容フィールド
と、連結確認子フィールドとを含み、
　前記連結確認子フィールドは、前記フィードバックヘッダーが前記連結確認子フィール
ドを含まないと前記連結確認子指示子フィールドが示すときに前記フィードバック内容フ
ィールドとして用いられ、
　前記フィードバック情報は、前記フィードバック内容フィールドに含まれる、移動局。
【請求項１２】
　前記フィードバックヘッダーは、ペイロードなしに送信される、請求項１１に記載の移
動局。
【請求項１３】
　前記フィードバック情報を含むフィードバックプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）は
、前記フィードバックヘッダーのみを含み、前記ペイロードを含まない、請求項１２に記
載の移動局。
【請求項１４】
　前記フィードバックヘッダーは、少なくとも１つのフィードバック類型を表すフィード
バック類型フィールドをさらに含み、
　前記フィードバック内容フィールドは、前記少なくとも１つのフィードバック類型に対
応するフィードバック情報を含む、請求項１２に記載の移動局。
【請求項１５】
　前記フィードバック類型フィールドは、複数のフィードバック類型を示し、
　前記複数のフィードバック類型に対応するフィードバック内容フィールドは、前記フィ
ードバックヘッダーに含まれる、請求項１４に記載の移動局。
【請求項１６】
　無線通信システムにおいてフィードバック情報を受信する基地局（ＢＳ）であって、
　前記ＢＳは、
　要請されていないフィードバックとしてフィードバックヘッダーを送信するためのアッ
プリンク資源の割当を要請する指示フラグを、移動局（ＭＳ）から受信することであって
、前記指示フラグは、ファーストフィードバックチャネルまたは強化されたファーストフ
ィードバックチャネルを通して受信される、ことと、
　前記アップリンク資源を示すアップリンク資源割当を前記ＭＳに送信することと、
　前記アップリンク資源割当を通して前記フィードバックヘッダーを受信することと
　を実行するように構成され、
　前記フィードバックヘッダーは、連結確認子フィールドが前記フィードバックヘッダー
に含まれるか否かを示す連結確認子指示子フィールドと、フィードバック内容フィールド
と、連結確認子フィールドとを含み、
　前記連結確認子フィールドは、前記フィードバックヘッダーが前記連結確認子フィール
ドを含まないと前記連結確認子指示子フィールドが示すときに前記フィードバック内容フ
ィールドとして用いられ、
　前記フィードバック情報は、前記フィードバック内容フィールドに含まれる、基地局。
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【請求項１７】
　前記フィードバックヘッダーは、ペイロードなしに送信される、請求項１６に記載の基
地局。
【請求項１８】
　前記フィードバック情報を含むフィードバックプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）は
、前記フィードバックヘッダーのみを含み、前記ペイロードを含まない、請求項１７に記
載の基地局。
【請求項１９】
　前記フィードバックヘッダーは、少なくとも１つのフィードバック類型を表すフィード
バック類型フィールドをさらに含み、
　前記フィードバック内容フィールドは、前記少なくとも１つのフィードバック類型に対
応する少なくとも１つのフィードバック類型値を含む、請求項１７に記載の基地局。
【請求項２０】
　前記フィードバック類型フィールドは、複数のフィードバック類型を示し、
　前記複数のフィードバック類型に対応するフィードバック内容フィールドは、前記フィ
ードバックヘッダーに含まれる、請求項１９に記載の基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フィードバック情報送信方法に関するもので、特に、ＯＦＤＭ（直交周波数
分割多重化）またはＯＦＤＭＡ（直交周波数分割多重接続）移動通信システムにおけるフ
ィードバック情報送信方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＯＦＤＭ方式を採択した多重入力多重出力無線通信システムにおいて、フィードバック
情報は、移動局（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ：ＭＳ）から基地局（Ｂａｓｅ　Ｓｔａ
ｔｉｏｎ：ＢＳ）に伝送される。ＯＦＤＭ方式は、周波数利用率を増加させるために複数
個の副搬送波を用いる。ここで、副搬送波は、相互間の直交性を維持する。
【０００３】
　動作中に、基地局は、ダウンリンクチャネル状態情報を獲得するためにファーストフィ
ードバックチャネルを割り当て、このファーストフィードバックチャネルを用いて、基地
局は、チャネル品質情報チャネル（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ　Ｃｈａｎｎｅｌ；以下、ＣＱＩＣＨという）情報要素（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
　Ｅｌｅｍｅｎｔ）を送信するか、強化されたＣＱＩＣＨ割当情報要素（ＣＱＩＣＨ＿ｅ
ｎｈａｎｃｅｄ＿ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　ＩＥ）を送信する。これと同時に、基地局は、
ＣＱＩＣＨを割り当てるためにサブヘッダー（またはファーストフィードバック割当サブ
ヘッダー（ｆｅｅｄｂａｃｋ＿ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｓｕｂｈｅａｄｅｒ））を用いる
。
【０００４】
　ＭＩＭＯシステムにおいて、上記のフィードバック情報は、割り当てられたＣＱＩＣＨ
またはファーストフィードバックチャネルを通して送信される。
【０００５】
　フィードバック情報は、移動局が選択したＭＩＭＯモード（ＭＳ　Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　
ＭＩＭＯ　ｍｏｄｅ）及び移動局が選択したパーミュテーションモード（ＭＳ　Ｓｅｌｅ
ｃｔｅｄ　ｐｅｒｍｕｔａｔｉｏｎ　ｍｏｄｅ）に属する情報と一緒に、ＭＩＭＯチャネ
ル行列Ｈ及び加重値を含む。ここで、ＭＩＭＯモードは、例えば、空間時間伝送ダイバー
シティ（Ｓｐａｃｅ―Ｔｉｍｅ―Ｔｒａｎｓｍｉｔ―Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ；以下、ＳＴＴ
Ｄという）モード、空間多重化（Ｓｐａｔｉａｌ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ；ＳＭ）モ
ード及び閉ループＳＭモードを含む。また、パーミュテーションモードは、ダイバーシテ
ィを得るために周波数帯域内の全ての副搬送波を用いる全体使用副搬送波（Ｆｕｌｌ　Ｕ
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ｓａｇｅ　Ｓｕｂｃａｒｒｉｅｒ；以下、ＦＵＳＣという）、ダイバーシティを得るため
に特定の量の副搬送波を用いる部分使用搬送波（Ｐａｒｔｉａｌ　Ｕｓａｇｅ　Ｓｕｂｃ
ａｒｒｉｅｒ；以下、ＰＵＳＣという）方式、互いに隣接した特定の量の副搬送波を用い
る適応変調符号化（Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｃｏｄｉｎｇ；以下、Ａ
ＭＣという）を含む。
【０００６】
　関連技術によると、移動局は、基地局から受けた指示によってフィードバック情報を送
信する。しかしながら、移動局は、基地局にフィードバック情報を送信しようとする場合
も、それに対する指示を基地局が送信するまで待つべきであった。この場合、伝送チャネ
ルは、効果的または効率的に用いられない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、本発明は、関連技術の制限及び短所による一つ以上の問題を実質的に解決
するためのＯＦＤＭ／ＯＦＤＭＡ移動通信システムにおけるフィードバック情報送信方法
を指向する。
【０００８】
　本発明の目的は、基地局によって移動局にＣＱＩＣＨが割り当てられる無線通信システ
ムにおけるフィードバック情報送信方法を提供することにある。
【０００９】
　本発明の他の目的は、基地局によって移動局にＣＱＩＣＨが割り当てられない無線通信
システムにおけるフィードバック情報送信方法を提供することにある。
【００１０】
　本発明の更に他の目的は、基地局によって移動局にＣＱＩＣＨが割り当てられるか、割
り当てられない無線通信システムにおけるフィードバック情報受信方法を提供することに
ある。
【００１１】
　本発明の他の利点、目的及び特徴は、発明の詳細な説明において開示されており、これ
は、当該技術分野における当業者であれば本発明を実現するに足りる。また、本発明の目
的及びその他の長所は、開示された発明の詳細な説明及び特許請求の範囲だけでなく図面
によっても実現される。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記の目的及び他の利点を達成するために、本発明に係るフィードバック情報送信方法
は、基地局からの要請なしに、基地局にフィードバック情報を送信するかどうかを決定す
る移動局を含む。基地局にフィードバック情報を送信すると決定した後、移動局は、基地
局に一つ以上の要請されていないヘッダーを送信するためのアップリンク資源を割り当て
ることを要請するために要請メッセージを送信し、その後、基地局からアップリンク資源
割当を受信する。最後に、基地局は、一つ以上の要請されていないヘッダーを、前記割り
当てられたアップリンク資源を通して送信する。
【００１３】
　本発明の他の様態によると、フィードバック情報受信方法は、アップリンク資源割当の
ために、基地局からの要請なしに送信される移動局の要請メッセージを受信する基地局を
含む。
【００１４】
　また、基地局は、移動局に一つ以上の要請されていないヘッダーを送信するために、前
記移動局に割り当てるためのアップリンク資源を決定した後、決定されたアップリンク資
源割当を前記移動局に送信する。最後に、基地局は、その割り当てられたアップリンク資
源を通して一つ以上の要請されていないヘッダーを受信する。
【００１５】
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　本発明の他の様態によると、フィードバック情報送信方法は、基地局からの要請なしに
基地局にフィードバック情報を送信することを決定した後、その決定に基づいてアップリ
ンク資源割当を要請する指示フラグを送信する移動局を含む。その後、移動局は、前記基
地局から前記アップリンク資源割り当てを受信し、応答として少なくとも一つの要請され
ていないヘッダーを前記割り当てられたアップリンク資源を通して送信し、前記少なくと
も一つの要請されていないヘッダーは、前記フィードバック情報を含む。
【００１６】
　本発明の更に他の実施例によると、フィードバック情報受信方法は、アップリンク資源
割当のために移動局から指示フラグを受ける基地局を含み、この指示フラグは、基地局か
らの要請なしに伝送される。また、基地局は、一つ以上の要請されていないヘッダーを送
信するために移動局に割り当てるためのアップリンク資源を決定した後、前記決定された
アップリンク資源割当を前記移動局に送信する。
【００１７】
　最後に、前記基地局は、一つ以上のヘッダーを前記割り当てられたアップリンク資源を
通して受け、この要請されていないヘッダーは、前記フィードバック情報を含む。
【００１８】
　また、本発明の更に他の実施例によると、フィードバック情報送信方法は、最初に、基
地局からの要請なしに基地局にフィードバック情報を送信することを決定した後、その基
地局によってＣＱＩＣＨが割り当てられたかどうかを決定する移動局を含む。
【００１９】
　また、移動局は、基地局によって上記のＣＱＩＣＨが割り当てられた場合、一つ以上の
要請されていないヘッダーを送信するためのアップリンク資源割当を基地局に要請する指
示フラグを送信する。
【００２０】
　その後、移動局は、基地局から前記アップリンク資源割当を受信した後、割り当てられ
たアップリンク資源を通して前記一つ以上の要請されていないヘッダーを送信する。
【００２１】
　本発明の更に他の実施例によると、フィードバック情報送信方法は、最初に、基地局か
らの要請なしに基地局にフィードバック情報を送信することを決定した後、基地局によっ
てＣＱＩＣＨが割り当てられたかどうかを決定する移動局を含む。その後、移動局は、基
地局に一つ以上の要請されていないヘッダーを送信するためにアップリンク資源割当を基
地局に要請する要請メッセージを送信する。最後に、移動局は、基地局からのアップリン
ク資源割当を受信した後、割り当てられたアップリンク資源を通して一つ以上の要請され
ていないヘッダーを送信する。
【００２２】
　また、本発明の更に他の実施例によると、フィードバック情報送信方法は、アップリン
ク資源を通して基地局にデータを送信する移動局を含む。その後、移動局は、基地局から
の要請なしに基地局にフィードバック情報を送信することを決定した後、データ送信に用
いられるアップリンク資源を通して、一つ以上の要請されていないヘッダーを送信する。
【産業上の利用可能性】
【００２３】
　本技術分野に熟練した者にとって、本発明の本質や範囲から逸脱しない限り、本発明に
対する多様な修正及び変動が可能であることが明らかである。したがって、本発明は、特
許請求の範囲及びそれらに対する均等範囲内に符合する場合、上記の修正及び変動を含む
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明の好適な実施例を詳細に説明し、この実施例の例が添付の図面に示されて
いる。図中、同一の図面符号は、同一または類似した部分を示している。
【００２５】
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　図１は、ファーストフィードバックチャネル割当によるデータフレームの一例を示す図
である。図１に示すように、基地局は、ファーストフィードバックチャネル位置情報をア
ップリンクマップ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｍａｐ／ＵＬ―ＭＡＰ）を通して各移動局に送信する
。移動局は、ファーストフィードバックチャネル位置情報を受信した後、フィードバック
情報を送信するためにファーストフィードバックチャネルを用いる。その後、基地局は、
そのファーストフィードバックチャネル位置に対する割当、移動局がフィードバック情報
を伝送すべき伝送周期及びフィードバック類型情報を、前記ＣＱＩＣＨ＿ｅｎｈａｎｃｅ
ｄ＿ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ＿ＩＥを用いて通知する。その後、基地局は、ファーストフィ
ードバックチャネル位置割当及び情報を送信する送信周期を受信した後、移動局から送信
された指定のフィードバック類型によるフィードバック情報を受信する。
【００２６】
　一方、基地局は、移動局からのフィードバック情報を受信するためにファーストフィー
ドバックサブヘッダーを用いることもできる。ここで、基地局は、ファーストフィードバ
ックチャネル位置を割り当てるためにファーストフィードバックサブヘッダーを用いるこ
とができる。
【００２７】
　既に述べたように、前記フィードバック類型は、如何なるフィードバック情報が送信さ
れたかを意味する。すなわち、フィードバック情報は、ダウンリンクチャネル状態の信号
対雑音比（ＳＮＲ）、ＭＩＭＯシステムである場合の加重値、及びＭＩＭＯモードまたは
パーミュテーションモードのうち何れの情報が送信されたかに関するものである。図２は
、ＣＱＩフィードバックヘッダーの一例である。図２の前記ＣＱＩフィードバックヘッダ
ーは、非周期的にフィードバック情報を送信するために用いられる。また、前記ＣＱＩフ
ィードバックヘッダーの内容は、フィードバック類型によって変わり得る。さらに、ＣＱ
Ｉフィードバックヘッダーは、関連技術で一つのフィードバック値のみを送信することに
比べると、二つ以上のフィードバック値を送信することができる。したがって、二つ以上
のフィードバック値は、フィードバック類型を通して表現される。ここで、フィードバッ
ク類型は、二つの類型に分類される。
【００２８】
　第一の類型は、フィードバック値の周期的な送信に関するもので、第二の類型は、フィ
ードバック値の非周期的な送信に関するものである。例えば、フィードバック値の周期的
な送信は、送信のために移動局によって用いられるアップリンク送信電力（ＵＬ＿ＴＸ）
と、所望の変調方式や符号率のための移動局による基地局への要請である好適なダウンリ
ンク間隔使用コード（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ　Ｕｓａｇｅ　Ｃｏｄｅ：Ｄ
ＩＵＣ）とを含む。さらに、例えば、フィードバック値の非周期的な送信は、ＭＩＭＯ加
重値、ＭＩＭＯチャネル行列Ｈ及びダウンリンクチャネル測定値を含む。
【００２９】
　フィードバック情報を再伝送するにおいて、複数個のＭＩＭＯアンテナをグループに結
合することに関する情報と、このグループ化されたアンテナ及び閉ループＭＩＭＯ上の情
報を送信することに関する情報は、フィードバック情報に含まれる。
【００３０】
　図２に示したヘッダーフィールドにおいて、‘１’値を有する連結確認子（Ｃｏｎｎｅ
ｃｔｉｏｎ　Ｉｄｅｎｉｆｉｅｒ：ＣＩＤ）は、ＣＩＤがデータフレームに存在すること
を意味する。これと反対に、ＣＩＤ値が‘０’で示される場合、このＣＩＤの代りに、３
２ビットがフィードバック内容を示すために用いられる。これと同時に、モード選択指示
子が‘１’であると、フィードバック内容（最小１６ビット、最大３２ビット）から６ビ
ットを有する最上位ビット（ＭＳＢ）が用いられ、このＭＳＢは、他のフィードバック値
と一緒に用いられる。また、複数のフィードバック値は、フィードバック類型を通して同
時に送信される。
【００３１】
　図３は、ファーストフィードバックチャネルまたはＣＱＩＣＨが移動局に割り当てられ
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るとき、フィードバック情報を非周期的に送信するためのアップリンク無線資源の割当を
受信する動作の一例を示す図である。図３に示すように、フィードバック情報は、基地局
によって指示された伝送周期によって基地局に周期的に送信される（Ｓ３１、Ｓ３２）。
図２のフィードバックヘッダーに関し、基地局は周期的ポーリングを実施しない。また、
フィードバック情報を基地局に送信するためには、まず、移動局は、基地局によって移動
局にＣＱＩＣＨが割り当てられたかどうかを決定する。基地局によってＣＱＩＣＨが割り
当てられたと決定すると、移動局は、基地局にアップリンク資源割当（指示フラグ）を要
請する要請メッセージを基地局に送信する（Ｓ３３）。指示フラグは、ファーストフィー
ドバックチャネル上に送られ、指示フラグは、基地局にフィードバックヘッダーを送信し
ようとする移動局の意図を指示するために移動局によって用いられる。また、指示メッセ
ージは、ファーストフィードバックチャネルまたは強化されたファーストフィードバック
チャネル上のペイロードビットの特定の符号化である。さらに、要請メッセージは、移動
局によって送られた要請されていないメッセージである。すなわち、要請メッセージは、
基地局からの要請や指示メッセージに対する応答でない。却って、要請されていないメッ
セージは、他の要因と一緒に送信チャネル状態に対する決定に基づいて移動局によって自
発的に作られたものである。
【００３２】
　その後、その要請に応答して、移動局は、基地局によって割り当てられた前記要請され
たアップリンク資源を受信する（Ｓ３４）。その後、移動局は、フィードバック情報を含
む一つ以上のフィードバックヘッダーを送信するために、前記割り当てられたアップリン
ク資源を使用する（Ｓ３５）。このフィードバックヘッダーは、ペイロードを含んでおら
ず、このフィードバックヘッダーは、そのヘッダーが基地局からの要請なしに送られるの
で、要請されていないヘッダーで示される。このように、プロトコルデータユニット（Ｐ
ｒｃｔｏｃｏｌ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ：ＰＤＵ）は、フィードバックヘッダー単独で構成
されており、ペイロードを含んでいない。
【００３３】
　フィードバックヘッダー伝送において、一つ以上のフィードバックヘッダーは、割り当
てられたアップリンク資源を通して基地局に伝送される。フィードバックヘッダーのフィ
ードバック類型フィールドが一つ以上のフィードバック類型が存在することを指示する場
合、フィードバックヘッダーは、１番目のフィードバック類型のみならず、２番目のフィ
ードバック類型とフィードバック類型フィールドの任意の後続フィードバック類型を含む
。例えば、フィードバック類型フィールド内に指示された前記フィードバック類型が伝送
電力及びチャネルに関するものである場合、伝送電力に関するフィードバック類型がフィ
ードバック内容フィールドの相応するフィードバック内容と一緒にヘッダーに含まれる。
また、フィードバック類型とフィードバック内容フィールドの残存するビットと一緒に、
チャネルに関するフィードバック類型は、フィードバック内容フィールドの相応するフィ
ードバック内容と一緒にヘッダーに含まれる。その整列と一緒に、少ない数のビットを占
めているデータや内容は、ヘッダーの送信を一層効率的にする一つのヘッダーに含まれる
。
【００３４】
　これと異なって、基地局に向うフィードバック情報が大きく、一つの要請されていない
フィードバックヘッダーに含まれない場合、一つ以上のヘッダーがフィードバック情報の
送信に用いられる。ここで、１番目及び２番目のフィードバックヘッダーのフィードバッ
ク類型は、同一のフィードバック情報を含むように同一である。同一のフィードバック情
報を送信する連続的なフィードバックヘッダーのうち、最後のフィードバックヘッダーが
利用可能なビットを有する場合、既に説明したように動作する最後のフィードバックヘッ
ダーの更に異なるフィードバック類型とフィードバック内容を含むことができる。
【００３５】
　要請されていないフィードバックヘッダーが一つ以上のフィードバック類型を含むかど
うかを基地局に通知するために、フィードバック類型には、フィードバックヘッダーが相
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応するフィードバック内容と一緒に多数のフィードバック類型を含むことを基地局によっ
て解読されるように、特定のコードが割り当てられる。例えば、フィードバック類型が‘
１０００’のように指示された場合、その後、基地局は、フィードバックヘッダーを受信
するはずであり、フィードバックヘッダーが多数のフィードバック類型を含むことを知る
ようになる。他のフィードバック類型符号も、フィードバックヘッダーが多数のフィード
バック類型を含まないことを指示するはずである。簡略に説明すると、要請されていない
フィードバックヘッダーは、フィードバック類型コードとは関係なしに、一つ以上のフィ
ードバック類型と一つ以上のフィードバック類型に相応する一つ以上のフィードバック内
容を含む。
【００３６】
　さらに、上述したように、基地局によってファーストフィードバックチャネルまたはＣ
ＱＩＣＨが特定の移動局に割り当てられた場合、ＣＩＤフィールドは、ヘッダーに含まれ
る必要がない。その代りに、１ビット資源は、フィードバック内容または情報に対する値
を示すのに用いられるが、これは、ＣＩＤがヘッダー内に含まれるかどうかを指示するの
に用いられる。
【００３７】
　また、移動局が基地局からアップリンク資源の割当に対する要請を必要としない状況も
あり得る。すなわち、移動局は、データ送信に用いられる現在のアップリンク資源を用い
ることができる。移動局は、現在のアップリンク資源を用いて、要請されていないフィー
ドバックヘッダーに含まれたフィードバック情報を送信することができる。このような方
式で、移動局は、アップリンク資源割当を受信する必要がなく、フィードバック情報が一
層効率的に送信される。
【００３８】
　図４は、ＣＱＩＣＨが割り当てられない場合、フィードバック情報を送信するためのア
ップリンク資源割当を受信する動作の一例を示す図である。図４において、移動局は、フ
ァーストフィードバックチャネルまたはＣＱＩＣＨ上に割り当てられていない。しかし、
移動局は、まず、基地局によってＣＱＩＣＨが割り当てられているかどうかを決定する。
移動局によってＣＱＩＣＨが割り当てられていないと決定されると、移動局は、基地局に
フィードバックヘッダーを送信するためにアップリンク資源割当を要請する要請メッセー
ジ（帯域幅要請）を送信する（Ｓ４１）。上記の要請メッセージは、帯域幅要請ＣＤＭＡ
コード（ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ＣＤＭＡ　ｃｏｄｅ）及び帯域要請ヘッ
ダー（ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ｈｅａｄｅｒ）を含む。さらに詳しく説明
すると、要請メッセージの一部として、まず、帯域幅要請ＣＤＭＡコードが送信された後
、帯域要請ヘッダーが送信される。上記の要請に対する応答として、基地局は、アップリ
ンク資源を移動局に割り当てる（Ｓ４２）。その後、移動局は、割り当てられたアップリ
ンク資源を通してフィードバックヘッダーを送信する（Ｓ４３）。
【００３９】
　図５は、変調器と復調器の動作を示す図である。図５に示すように、直列に入力された
データストリームは、並列データストリームに転換され、各並列データストリームは、前
記ＩＤＦＴスキームに適用される。迅速にデータを処理するために、逆高速フーリエ変換
（Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ：ＩＦＦＴ）法が用
いられる。各並列データストリームが副搬送波の数に相応して逆変換された後、この変換
された各並列データは、その後、周波数を変える前にデータストリームの連続で再変換さ
れる。その後、周波数が変更されたデータストリームは、送信端で行った過程の逆動作を
用いる受信信号を復調する受信端に送信される。
【００４０】
　関連技術のＯＦＤＭやＯＦＤＭＡ無線通信システムにおいて、基地局は、ファーストフ
ィードバックチャネルを通して、ダウンリンクチャネル状態の決定値を移動局から受信し
、ＭＩＭＯシステムである場合、基地局は、移動局からアンテナ加重値を受信する。さら
に、基地局は、移動局から選択されたパーミュテーションモードのみならず、移動局選択
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ＭＩＭＯモードを受信する。
【００４１】
　最近の何年間、ＭＩＭＯシステムは、複数個の基地局と移動局のアンテナをそれぞれ用
いることで、周波数効率とネットワークリンクストーリッジを向上させるために迅速なデ
ータ伝送を要求する移動通信システムで多く認知されている。ＭＩＭＯシステムにおいて
、基地局は、移動局に向かう複数個のアンテナを通してデータを送信する。
【００４２】
　上記の送信されたデータを受けると、移動局は、データを送信するために基地局によっ
て用いられた各チャネルのチャネル情報を測定し、測定された各チャネル情報を用いた加
重値を決定し、その決定された加重値を基地局にフィードバックまたは送信する。送信さ
れた加重値を前記入力されたデータに適用することで、基地局は、一層正確に移動局にデ
ータを送信することができる。送信端での複数個のアンテナを採用するデータ送信方式に
基づいたＭＩＭＯシステムにおいて、ＭＩＭＯモードは、空間時間伝送ダイバーシティ（
ＳＴＴＤ）、空間多重化及び閉ループ空間多重化を含む多様なモードに分類される。
【００４３】
　これと同時に、ＯＦＤＭやＯＦＤＭＡ無線通信システムの移動局は、ダウンリンク方向
に送信するために用いられるパーミュテーションモードを決定した後、基地局にフィード
バック情報として決定されたパーミュテーションモードを送信（またはフィードバック）
する。ここで、パーミュテーションモードの決定は、データ送信のための周波数帯域上の
データ割当と配列を決定することを意味する。すなわち、前記パーミュテーションモード
は、ダイバーシティを得るために、帯域内の全ての副搬送波を用いる全部使用副搬送波（
Ｆｕｌｌ　Ｕｓａｇｅ　Ｓｕｂｃａｒｒｉｅｒ：ＦＵＳＣ）、ダイバーシティを得るため
に特定の副搬送波を用いる部分使用副搬送波（Ｐａｒｔｉａｌ　Ｕｓａｇｅ　Ｓｕｂｃａ
ｒｒｉｅｒ：ＰＵＳＣ）、及び各副搬送波の隣接した特定の副搬送波を用いる隣接副搬送
波パーミュテーション（Ａｄｊａｃｅｎｔ　Ｓｕｂｃａｒｒｉｅｒ　Ｐｅｒｍｕｔａｔｉ
ｏｎ：ＡＳＰ）のうち一つを選択することに関連する。
【００４４】
　フィードバック情報として移動局によって選択されたＭＩＭＯモードやパーミュテーシ
ョンモードを送信するために、多様な方法が利用可能である。例えば、移動局選択ＭＩＭ
Ｏモード及びパーミュテーションモードは、情報要素（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｅｌｅ
ｍｅｎｔ／ＩＥ）を用いて周期的に送信され、この情報要素は、チャネル品質情報チャネ
ルを提供する。一方、移動局からのデータと一緒に送信されるファーストフィードバック
割当サブヘッダーを用いることで、基地局のポーリング動作の間にＭＩＭＯモード及びパ
ーミュテーションモードが送信されることもある。また、ＭＳが基地局からＣＱＩＣＨ割
当を受信し、フィードバック情報内に含ませるために前記ＭＩＭＯモード及び（または）
パーミュテーションモードを選択する場合、ＣＱＩＣＨは、モード選択フィードバックヘ
ッダーがＭＩＭＯモード及び（または）パーミュテーションモードを送信するために用い
られる間、指示フラグを送信するために用いられる。モード選択フィードバックヘッダー
は、ＭＩＭＯモード及び（または）パーミュテーションモードが頻繁にフィードバックさ
れないか、非周期的にフィードバックされるときに用いられる。
【００４５】
　図６は、モード選択フィードバックヘッダーの構造を示す。モード選択フィードバック
ヘッダーは、単独で送信され、データ部分が同伴されない。図６において、“フィードバ
ック類型フィールド”は、ＭＩＭＯモードや前記パーミュテーションモードが選択された
ことを提供し、“フィードバック内容”は、フィードバックペイロードの値を提供する。
ここで、フィードバックペイロード値は、移動局選択ＭＩＭＯモード及びパーミュテーシ
ョンモードの指示を示す。
【００４６】
　移動局から基地局へのフィードバック情報の詳細な情報または内容は、フィードバック
ペイロードを通して送信される。フィードバックペイロードは、４ビット、５ビット、ま
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ミュテーションモードは、表１、２及び３に示すように、各フィードバックペイロード上
にマッピングされる。基地局は、フィードバックペイロードを通して基地局から受信され
た値を復号し、ＭＳ選択ＭＩＭＯモード及びパーミュテーションモードが存在することを
知るようになり、その後、後続するデータフレームの間にデータを送信する。
【００４７】
【表１】

【００４８】
【表２】

【００４９】
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【表３】

【００５０】
　表２及び表３の内容は、相対的に最近に追加されたものである。上記のように、移動局
選択ＭＩＭＯモードとパーミュテーションモードは、５ビットフィードバックペイロード
と６ビットペイロードにそれぞれマッピングされる。
【００５１】
　既存の技術によると、モード選択フィードバックヘッダーは、４ビットフィードバック
ペイロードのみを含んで構成される。したがって、新しく紹介された５ビットフィードバ
ックペイロードや前記６ビットフィードバックペイロードは含まれない。結果的に、５ビ
ットと６ビットのフィードバックペイロードにマッピングされたＭＩＭＯモード及びパー
ミュテーション行列の内容（または情報）は、基地局にフィードバックとして送信されな
い。
【００５２】
　図７は、本発明の動作の一例を示す図である。図７に示すように、移動局は、ＭＩＭＯ
モード及びパーミュテーションモードを選択する（Ｓ２１）。移動局が選択すると、移動
局は、表１から表３までの何れか一つの内容を選択することができる。
【００５３】
　移動局が前記ＭＩＭＯモード及びパーミュテーションモードを選択した後、移動局は、
モード選択フィードバックヘッダーのＭＩＭＯモードと前記パーミュテーションモードに
よってマッピングされたフィードバックペイロードを含み、その後、基地局にフィードバ
ックヘッダーを送信する（Ｓ２２）。図８は、モード選択フィードバックヘッダーの一例
を示す。既存のモード選択フィードバックヘッダーと比べて、図７のモード選択フィード
バックヘッダーは、“フィードバック内容”フィールドの“フィードバック内容指示子”
フィールド及びより大きいデータビット（または多数のフィードバックペイロードビット
）を収容可能な容量、すなわち、６ビットを含む。
【００５４】
　フィードバック内容指示子フィールドは、フィードバックペイロードのビット数を指示
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するために用いられるが、これは、フィードバック内容フィールド内に含まれる。すなわ
ち、既存の技術と異なって、フィードバック内容指示子フィールドは、４ビットフィード
バックペイロードを用いて選択されない５ビットまたは６ビットＭＩＭＯモード及びパー
ミュテーションモードを支援するために提供または付加される。例えば、‘００’は４ビ
ットを示し、‘０１’は５ビットを示し、‘１０’は６ビットを示し、‘１１’は予約さ
れたことを示す。
【００５５】
　モード選択フィードバックヘッダーが前記基地局に受信された後、基地局は、モード選
択フィードバックヘッダーに含まれたフィードバック内容指示子フィールドに基づいたフ
ィードバックペイロードに対するビット数を決定する（Ｓ２３）。上述したように、フィ
ードバックペイロードは、フィードバック内容フィールドに含まれる。また、基地局は、
決定されたフィードバックペイロードビットに基づいたフィードバック内容フィールドか
らＭＩＭＯモード及びパーミュテーションモードを決定する（Ｓ２４）。
【００５６】
　例えば、フィードバック内容指示子が‘０１’で示される場合、フィードバック内容に
含まれたフィードバックペイロードに対するビット数は５ビットである。また、表２に示
したように、フィードバック内容フィールドの内容が‘１１０００’である場合、移動局
選択ＭＩＭＯモード及びパーミュテーションモードは、‘閉ループＳＭと隣接副搬送波（
ＡＭＣ）パーミュテーション’である。
【００５７】
　他の例として、フィードバック内容指示子が‘１０’で示される場合、フィードバック
内容に含まれたフィードバックペイロードに対するビット数は６ビットである。また、表
３に示したように、フィードバック内容フィールドの内容が‘１１００００’である場合
、移動局選択ＭＩＭＯモード及びパーミュテーションモードは、‘ビームフォーミングと
隣接副搬送波パーミュテーション’である。
【００５８】
　その後、基地局は、後続するデータフレーム内の移動局決定ＭＩＭＯモード及びパーミ
ュテーション行列を適用してデータを送信する。
【００５９】
　本発明の他の実施例において、ファーストフィードバック割当サブヘッダーは、基地局
によって前記フィードバック値を提供する要請を移動局に送信するために用いられる。ま
た、ファーストフィードバック割当サブヘッダーは、移動局によって用いられるアップリ
ンク資源を割り当てるために用いられる。表４は、ファーストフィードバック割当サブヘ
ッダーのデータフォーマットを示す。
【００６０】
【表４】
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【００６１】
　表４を参照すると、前記‘割当オフセット’フィールドは、移動局からの値であり、こ
れは、前記基地局による要請にしたがってフィードバック情報を送信するためのスロット
の位置を割り当て、基地局からファーストフィードバック割当サブヘッダーを受信する。
関連技術によると、移動局は、ＣＱＩＣＨを通して前記‘割当オフセット’によって指定
されたスロットを用いた基地局要請フィードバック値を送信する。
【００６２】
　‘フィードバック類型’フィールドは、基地局が移動局から受信することを望むフィー
ドバック情報を示す割り当てられた値である。一層詳しく説明すると、基地局は、次の値
を移動局に割り当てることができる。例えば、割り当てられた値は、ダウンリンクチャネ
ル測定値（すなわち、フィードバック類型＝‘００’）、二つのアンテナがあるときのア
ンテナ＃０の加重値（すなわち、フィードバック類型＝‘０１’）、二つのアンテナがあ
るときのアンテナ＃１の加重値（すなわち、フィードバック類型＝‘１０’）及びＭＩＭ
Ｏモードまたはパーミュテーションモードの変化（すなわち、フィードバック類型＝’‘
１１’）である。また、基地局は、移動局がＭＩＭＯモードまたはパーミュテーションモ
ードを変えることを望む場合、アップリンク資源を割り当てることができる。このアップ
リンク資源割当は、後続するフレームのアップリンク部分に適用されることが好ましい。
【００６３】
　しかし、ファーストフィードバック割当サブヘッダーを用いたフィードバック情報の送
信には、次のような欠点がある。第一に、ファーストフィードバック割当サブヘッダーを
用いるフィードバック情報から伝送される情報の量が制限される。第二に、フィードバッ
ク情報として受信される情報の量は、フィードバック情報がファーストフィードバックチ
ャネル内の割り当てられた特定のスロットを通して伝送されて制限される。最後に、移動
局がＭＩＭＯモードまたはパーミュテーションモードを変えることを望む場合、基地局は
、割り当てられたアップリンク資源のみを後続するフレームのアップリンク部分に適用す
る。このように、移動局は、後続するフレーム前までフィードバック情報を送信する機会
を逃し、非効率を招く恐れがある。
【００６４】
　ファーストフィードバック割当サブヘッダーと関連した問題を取り扱うために、基地局
は、移動局にフィードバック要請メッセージを送信する。本発明の他の実施例において、
フィードバック要請メッセージは、強化されたファーストフィードバック割当類型（Ｅｎ
ｈａｎｃｅｄ　Ｆａｓｔ―Ｆｅｅｄｂａｃｋ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｔｙｐｅ：ＥＦＡ
Ｔ）またはフィードバックヘッダー（Ｆｅｅｄｂａｃｋ　ｈｅａｄｅｒ：ＦＳ）の形態に
なる。フィードバック要請メッセージがＥＦＡＴまたはＦＳサブヘッダーフォーマットを
含むことで、情報を各フォーマットから基地局にフィードバックさせるための二つ以上の
フィードバック方法があり得る。これと同時に、フィードバック情報を通して受信された
情報類型は、各フォーマットから増加される。さらに、媒体接近チャネル（Ｍｅｄｉｕｍ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ：ＭＡＣ）ヘッダーを用いることで、ＥＦＡＴサブヘッ
ダーまたはＦＳの存在を通知する方法は、関連技術にしたがうために用いられる。
【００６５】
　図９は、ＭＡＣプロトコルデータユニット（ＭＡＣ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｄａｔａ　Ｕ
ｎｉｔ：ＰＤＵ）の例を示す。
【００６６】
　図９において、ＭＡＣヘッダーは、ＭＡＣ　ＰＤＵの前に位置し、ＥＦＡＴサブヘッダ
ーとＦＳヘッダーは、それぞれのＭＡＣ　ＰＤＵの端に位置する。
【００６７】
　図１０は、ＭＡＣヘッダーの構造的な構成要素の例を示している。ＭＡＣヘッダーを通
して、ＥＦＡＴサブヘッダーまたはＦＳがＭＡＣ　ＰＤＵの端に含まれることを指示する
ことが好ましい。上述したように、ＭＡＣヘッダー類型は、他の類型のサブヘッダーが利
用可能であるかどうかを提供するために用いられる。しかし、図１０において、関連技術
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ダーの存在を通知する指示子としてそれぞれ用いられる。
【００６８】
　図１１は、物理階層のデータフレームの一例を示している。図１１において、基地局は
、バーストの位置と大きさに対する情報を送信するためにＤＬ―ＭＡＰのＤＬ―ＭＡＰ情
報要素を用いるが、これは、基地局によって移動局に割り当てられる。上記のバーストは
、複数個のデータパケットからなり、各データパケットは、ＭＡＣヘッダー及びサブヘッ
ダーを含む。基地局は、移動局から特定の情報のフィードバックを要請するとき、データ
パケットの端にＥＦＡＴサブヘッダーを添付することが好ましい。
【００６９】
　表５は、ＥＦＡＴサブヘッダーのデータフォーマットの一例を示している。
【００７０】
【表５】

【００７１】
　表６は、フィードバックサブヘッダーのデータフォーマットの一例を示している。
【００７２】
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【表６】

【００７３】
　表５及び表６の‘割当類型’フィールドは、基地局から特定の情報要請をフィードバッ
クとして送信する方法を指示する指示子である。好ましくは、基地局からの特定の情報要
請は、一つのフィードバック方法のみに制限されず、基地局がチャネル状態に基づいたフ
ィードバック方法のうち一つを選択して命令できる二つ以上のフィードバック方法を含む
。例えば、フィードバック情報を送信させる二つのフィードバック方法がある場合、第一
のフィードバック方法は、前記ＣＱＩＣＨを通したフィードバック情報の送信を含み、第
二のフィードバック方法は、フィードバックＭＡＣヘッダーの使用を含む。この二つのフ
ィードバック方法から、基地局は、第一のフィードバック方法または第二のフィードバッ
ク方法を選択し、この選択されたフィードバック方法によって送信するように移動局に命
令する。ここで、フィードバック方法は、上記の例に限定されず、他のフィードバック方
法を含むこともできる。
【００７４】
　‘割当オフセット’フィールドは、基地局がフィードバック方法としてＣＱＩＣＨを通
してフィードバック情報を送信するように選択した場合、移動局がフィードバック情報を
送信するために用いるスロットの位置を指示する指示子である。具体的に、オフセット値
は、ＣＱＩＣＨの開始点から決定される。また、‘ＣＱＩＣＨ＿ｎｕｍ’は、基地局によ
って要請された特定の情報をフィードバックするために、移動局によって用いられるＣＱ
ＩＣＨスロットの数を示す。
【００７５】
　表５及び表６の‘持続期間’フィールドは、基地局がフィードバック方法としてフィー
ドバックＭＡＣヘッダーを用いるフィードバック情報を送信するように選択した場合、移
動局によって情報をフィードバックするために用いられるシンボルの長さを指示する指示
子である。
【００７６】
　複数個のシンボルは、情報をフィードバックするのに用いられることが好ましく、一つ
のシンボルに制限されない。
【００７７】
　‘フレームオフセット’フィールドは、フィードバック送信を開始する開始時間の位置
を指示する指示子で、ＥＦＡＴサブヘッダーを含む現フレームに基づいたオフセット値を
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択し、基地局からフィードバック情報要請メッセージを受信した後、後続するデータフレ
ーム内のフィードバック情報を送信すべきではない。
【００７８】
　‘フィードバック類型’フィールドは、基地局がフィードバック情報として受信するこ
とを望む特定の情報を指示する指示子である。基地局がフィードバック方法としてＣＱＩ
ＣＨを通したフィードバック情報の送信を選択し、複数個のダウンリンクチャネル状態測
定値とアンテナがある場合、移動局は、ＭＩＭＯモード及び（または）パーミュテーショ
ンモード内の変化及び各アンテナの加重値に属する情報を提供することができる。これと
同時に、基地局がフィードバック方法としてフィードバックＭＡＣヘッダーを用いるフィ
ードバック情報を送信するように選択した場合、表７に示すように、多様な情報が提供さ
れる。また、基地局は、ビットマップフォーマット内の‘フィードバック類型’フィール
ドを提供すると同時に、複数個のフィードバック値を受信するためにアップリンク資源を
割り当てる。
【００７９】
【表７】

【００８０】
　表８は、ＦＳの好ましいデータフォーマットを示す。表８では、表６と同様に、基地局
は、情報をフィードバックするためにフィードバックＭＡＣヘッダーを用いるように移動
局に命令し、ＣＱＩＣＨフィードバック方法またはフィードバックＭＡＣヘッダーフィー
ドバック方法のうち一つを選択する移動局を提供しない。
【００８１】
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【表９】

【００８２】
　表８において、‘ＵＩＵＣ’フィールドは、移動局が情報を送信するために用いる符号
化及び変調情報を含み、‘フィードバック類型’フィールドは、基地局が移動局から受信
することを望む特定の情報を指示する指示子である。さらに、‘割当オフセット’フィー
ルドは、移動局がフィードバック情報を送信するために用いるスロットの位置を割り当て
る指示子である。オフセット値の開始点は、位置を割り当てるために相応するデータフレ
ームの最後のスロットから各スロットを数えることで決定されることが好ましい。
【００８３】
　‘スロット数’フィールドは、移動局によって基地局に情報をフィードバックするため
に用いられるスロットの数を指示する指示子である。ここで、最大４スロットが割り当て
られ、職校位相変移変調（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎ
ｇ／ＱＰＳＫ）が１／２であると、最大１９２ビット（４８ビット＊４スロット）が送信
に用いられる。そして、ＦＳが最大６ビットを有するので、４個のスロットまで割り当て
られる。‘フレームオフセット’フィールドは、特定のフィードバック情報の開始時間位
置を割り当てる指示子である。上記のオフセット値は、ＦＳを含む現データフレームから
決定される。
【００８４】
　図１２は、‘フィードバック類型’のフィードバック動作の例を示す図である。図１２
において、移動局に割り当てられたデータバーストは、３個のＭＡＣ　ＰＤＵ（丸１、丸
２、丸３）を含み、これらＭＡＣ　ＰＤＵは、ＥＦＡＴサブヘッダーとＦＳサブヘッダー
をそれぞれ含む。
【００８５】
　１番目のＭＡＣ　ＰＤＵ（丸１）は、ＣＱＩＣＨを通してフィードバック情報を送信す
る‘割当類型’フィールドによって指示されたフィードバック方法を示す。例えば、‘割
当オフセット’は‘１’に設定され、‘フレームオフセット’は‘０’に設定され、‘Ｃ
ＱＩＣＨ数’は‘３’に設定される。
【００８６】
　したがって、図１３において、移動局は、基地局によって要請された特定の情報をフィ
ードバックするためにＣＱＩＣＨ上の三つのスロットを使用し、これらは、ＭＡＣ　ＰＤ
Ｕを含む現在のフレーム内でない、後続するデータフレーム内で情報をフィードバックす
るために割り当てられた。
【００８７】
　２番目のＭＡＣ　ＰＤＵ（丸２）は、フィードバックＭＡＣヘッダーを用いるフィード
バック情報を送信する‘割当類型’フィールドによって指示されたフィードバック方法を
示す。例えば、‘持続期間’は‘１’に設定され、‘フレームオフセット’は‘１’に設
定される。したがって、図１３において、移動局は、基地局によって要請された特定の情
報をフィードバックするためにフィードバックＭＡＣヘッダーから二つのスロットを使用
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し、これらは、ＭＡＣ　ＰＤＵを含む現在のフレーム内でない、後続するデータフレーム
内で情報をフィードバックするために割り当てられた。アップリンクデータバスト割当の
場合と同様に、フィードバックＭＡＣヘッダー割当は、表５の‘持続期間’を用いるフィ
ードバック情報に対する無線資源を提供することで達成される。
【００８８】
　図１３は、フィードバックＭＡＣヘッダーの構成要素の一例を示す図である。図１４に
おいて、フィードバックＭＡＣヘッダーは、表６で表現されたフィードバック情報をフィ
ードバックするヘッダーである。移動局は、基地局が望む多量のフィードバック情報をフ
ィードバックするために、１６ビットを示すフィードバックＭＡＣヘッダーの‘フィード
バック内容’を用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】ファーストフィードバックチャネル割当によるデータフレームの一例を示す図で
ある。
【図２】ＣＱＩフィードバックヘッダーの一例を示す図である。
【図３】ファーストフィードバックチャネルまたはＣＱＩＣＨが移動局に割り当てられる
とき、フィードバック情報を非周期的に送信するためにアップリンク無線資源割当を受信
する動作の一例を示す図である。
【図４】前記ＣＱＩＣＨが割り当てられないとき、フィードバック情報を送信するために
アップリンク資源割当を受信する動作の一例を示す図である。
【図５】変調器と復調器の動作を示す図である。
【図６】モード選択フィードバックヘッダーの構造を示す図で、前記モード選択フィード
バックヘッダーは、単独で送信され、データ部分が同伴されない。
【図７】本発明の動作の一例を示す図である。
【図８】モード選択フィードバックヘッダーの一例を示す図である。
【図９】ＭＡＣプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）のデータ構造の例を示す図である。
【図１０】ＭＡＣヘッダーの構造的な構成要素の例を示す図である。
【図１１】物理階層でのデータフレームの一例を示す図である。
【図１２】‘フィードバック類型’のフィードバック動作の例を示す図である。
【図１３】フィードバックＭＡＣヘッダーの構成要素の一例を示す図である。
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