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(57)【要約】
フレキシブルなチャネル情報フィードバックを提供する
ための方法および装置が開示されている。いくつかの場
合、これは、各セクタ毎に異なる報告タイプを用いて、
１以上のセクタによって割り当てられる報告タイプに従
ってもよい。別の場合、報告モードは、使用されるべき
報告タイプを決定するために決定される。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メモリと；
　前記メモリに結合され、前記無線通信装置の報告フォーマットに基づいてチャネル情報
フィードバックのタイプを選択するよう構成されたプロセッサとを具備する、無線通信装
置。
【請求項２】
　前記プロセッサは前記報告フォーマットに対応する指示に基づいて前記タイプを選択す
るよう構成されている、請求項１に記載の前記無線通信装置。
【請求項３】
　前記タイプはＳＤＭＡ　ＣＱＩおよび好適セグメントＣＱＩを含む、請求項１に記載の
前記無線通信装置。
【請求項４】
　前記タイプは更に、ＭＣＷ、ＳＣＷ及びＳＩＳＯ　ＣＱＩｓを含む、請求項１に記載の
前記無線通信装置。
【請求項５】
　前記プロセッサは前記フォーマットタイプに基づいてマルチプルのメッセージのマルチ
プルのフォーマットを選択するよう構成されている、請求項１に記載の前記無線通信装置
。
【請求項６】
　前記プロセッサは前記無線通信装置への順方向リンクの送信モードのタイプに基づいて
選択するよう構成されている、請求項１に記載の前記無線通信装置。
【請求項７】
　前記プロセッサは、一方がＣＱＩ値を含み、他方が１つのメッセージに前記ＣＱＩ値の
オフセットを含む２つのメッセージフォーマットを選択するよう構成されている、請求項
１に記載の前記無線通信装置。
【請求項８】
　前記プロセッサは前記無線通信装置への順方向リンクの所望の送信モードのタイプに基
づいて選択するよう構成されている、請求項１に記載の前記無線通信装置。
【請求項９】
　第１のセクタへ第１のフォーマットに従った第１のチャネル情報を送信することと；
　第２のセクタへ前記第１のフォーマットに従った第２のチャネル情報を送信することと
；
　前記第１のセクタへ第２のフォーマットに従った第３のチャネル情報を送信することと
；
　前記第２のセクタへ前記第１のフォーマットに従った第４のチャネル情報を送信するこ
ととを具備する方法。
【請求項１０】
　前記第１のセクタはサービングセクタを具備し、前記第２のセクタは非サービングセク
タを具備する、請求項９に記載の前記方法。
【請求項１１】
　前記第２のセクタへ前記第１のフォーマットに従った第５のチャネル情報を送信するこ
とを更に具備する、請求項９に記載の前記方法。
【請求項１２】
　前記チャネル情報はＣＱＩを具備する、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第２のフォーマットは好適セグメントを特定する情報を具備する、請求項９に記載
の方法。
【請求項１４】
　前記第２のフォーマットは好適ＳＤＭＡインデックスを特定する情報を具備する、請求
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項９に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第２のフォーマットは、夫々がＭＣＷ、ＳＣＷ及びＳＩＳＯ報告フォーマットのう
ちの１つに対応する複数の第２のフォーマットを具備する、請求項９に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１のセクタは同期サブセットのメンバーを具備し、前記第２のセクタは非同期サ
ブセットのメンバーを具備する、請求項９に記載の方法。
【請求項１７】
　第１のセクタへ第１のフォーマットに従った第１のチャネル情報を送信するための手段
と、
　第２のセクタへ前記第１のフォーマットに従った第２のチャネル情報を送信するための
手段と、
　前記第１のセクタへ第２のフォーマットに従った第３のチャネル情報を送信するための
手段と、
　前記第２のセクタへ前記第１のフォーマットに従った第４のチャネル情報を送信するた
めの手段とを具備する無線通信装置。
【請求項１８】
　前記第１のセクタはサービングセクタを具備し、前記第２のセクタは非サービングセク
タを具備する、請求項１７に記載の前記無線通信装置。
【請求項１９】
　前記第２のセクタへ前記第１のフォーマットに従った第５のチャネル情報を送信するた
めの手段をさらに具備する、請求項１７に記載の前記無線通信装置。
【請求項２０】
　前記チャネル情報はＣＱＩを具備する、請求項１７に記載の前記無線通信装置。
【請求項２１】
　前記第２のフォーマットは好適セグメントを特定する情報を具備する、請求項１７に記
載の前記無線通信装置。
【請求項２２】
　前記第２のフォーマットは好適ＳＤＭＡインデックスを特定する情報を具備する、請求
項１７に記載の前記無線通信装置。
【請求項２３】
　前記第２のフォーマットは夫々がＭＣＷ、ＳＣＷ及びＳＩＳＯ報告フォーマットのうち
の１つに対応する複数の第２のフォーマットを具備する、請求項１７に記載の前記無線通
信装置。
【請求項２４】
　前記第１のセクタは同期サブセットのメンバーを具備し、前記第２のセクタは非同期サ
ブセットのメンバーを具備する、請求項１７に記載の前記無線通信装置。
【請求項２５】
　無線通信装置の報告モードを決定することと；
　前記無線通信装置の前記報告フォーマットに基づいてチャネル情報フィードバックのタ
イプを選択することとを含む方法。
【請求項２６】
　選択は前記報告フォーマットに対応する指示に基づいて選択することを具備する、請求
項２５に記載の前記方法。
【請求項２７】
　前記タイプはＳＤＭＡ　ＣＱＩと好適セグメントＣＱＩとを含む、請求項２５に記載の
前記方法。
【請求項２８】
　前記タイプは更に、ＭＣＷ、ＳＣＷ及びＳＩＳＯ　ＣＱＩを含む、請求項２５に記載の
前記方法。
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【請求項２９】
　選択は前記フォーマットタイプに基づいてマルチプルのメッセージのマルチプルのフォ
ーマットを選択することを具備する、請求項２５に記載の前記方法。
【請求項３０】
　選択は前記無線通信装置への順方向リンクの送信モードのタイプに基づいて選択するこ
とを具備する、請求項２５に記載の方法。
【請求項３１】
　選択は、一方がＣＱＩ値を含み、他方が前記１つのメッセージに前記ＣＱＩ値のオフセ
ットを含む２つのメッセージフォーマットを選択することを具備する、請求項２５に記載
の前記方法。
【請求項３２】
　無線通信装置の報告モードを決定するための手段と；
　前記無線通信装置の前記報告モードに基づいてチャネル情報フィードバックのタイプを
選択するための手段とを具備する、無線通信のための装置。
【請求項３３】
　前記選択するための手段は前記報告フォーマットに対応する指示に基づいて選択するた
めの手段を具備する、請求項３２に記載の前記装置。
【請求項３４】
　前記タイプはＳＤＭＡ　ＣＱＩ及び好適セグメントＣＱＩを含む、請求項３２に記載の
前記装置。
【請求項３５】
　前記タイプは更に、ＭＣＷ、ＳＣＷ及びＳＩＳＯ　ＣＱＩｓを含む、請求項３２に記載
の前記装置。
【発明の詳細な説明】
【関連技術】
【０００１】
　［特許法第１１９条に基づく優先権主張］
　本出願は、ここにおいて全体が参考文献とされている２００５年４月１日出願の米国仮
特許出願番号６０／６６７７０５に基づいて優先権を主張する。
【０００２】
　本特許出願は下記の係属中の米国特許出願に関係する：
　　弁理士番号０６００５５を有し、本願と同時に提出され、本出願人にその権利を譲渡
され、ここにおいて明示的に参考文献とされている「無線通信システムにおける逆方向リ
ンクの変化したシグナリングチャネル(“Varied Signaling Channels For A Reverse Lin
k In a Wireless Communication System”)」。　
　　弁理士番号０６００８１を有し、本願と同時に提出され、本出願人にその権利を譲渡
され、ここにおいて明示的に参考文献とされている「移動体無線アクセスシステム(“Mob
ile Wireless Access System”)」。　
　　弁理士番号０６００６１を有し、本願と同時に提出され、本出願人にその権利を譲渡
され、ここにおいて明示的に参考文献とされている「無線通信システムにおける拡大縮小
可能な周波数帯域操作(“Scalable Frequency Band Operation In Wireless Communicati
on Systems”)」。
【技術分野】
【０００３】
　本書類は一般的には無線通信に関し、他のもののなかでは、無線通信システムのチャネ
ル情報フィードバックに関する。
【背景技術】
【０００４】
　直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システムは直交周波数分割多重方式（ＯＦＤＭ
）を使用する。ＯＦＤＭは、全システム帯域幅をマルチプル(multiple)（Ｎ）の直交周波
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数サブキャリア(subcarriers)に分割するマルチキャリア(multi-carrier)変調技術である
。これらのサブキャリアはトーン(tones)、ビン(bins)、および周波数チャネルとも呼ば
れる。各サブキャリアは、データで変調され得る夫々のサブキャリアと関連づけられてい
る。Ｎ個までの変調記号が各ＯＦＤＭ記号期間内にＮ個の総サブキャリアで送信されるこ
とができる。これらの変調記号は、Ｎ個の時間領域(time-domain)チップ(chips)あるいは
サンプルを含む変換された記号を発生するために、Ｎポイント(N-point)逆高速フーリエ
変換（ＩＦＦＴ）を用いて時間領域に変換される。
【０００５】
　周波数ホッピング通信システムにおいて、データは「ホップ期間(hop periods)」と呼
ばれる、異なる時間インターバル中に異なる周波数サブキャリアで送信される。これらの
周波数サブキャリアは直交周波数分割多重方式、他のマルチキャリア変調技術、あるいは
いくつかのその他の構造によって提供される。周波数ホッピングを用いると、データ送信
は擬似ランダム式にサブキャリアからサブキャリアにホップする(hops)。このホッピング
(hopping)は周波数ダイバーシティを提供し、データ送信が、狭帯域干渉、ジャミング(ja
mming)、フェージングなどのような有害なパス(path)の影響に十分に耐えることを可能に
する。
【０００６】
　あらゆる通信システムにおいて取り扱われなければならない問題は、マルチプルの送信
技術の異なる送信技術が各アクセス端末に使用される可能性があることである。また、ア
クセス端末はマルチプルの基地局と通信している可能性がある。これら置換(permutation
s)の全てには、完全に報告を行うために多量のフィードバックを必要とする。
【０００７】
　従って、受信機から送信機へフィードバックを提供するために必要とされる資源を最小
にしつつ、マルチプルの送信モードの使用およびマルチプルの基地局との通信のためのフ
ィードバックを提供することが望ましい。
【発明の開示】
【０００８】
　［発明の概要］
　異なるセクタへの異なる逆方向リンク報告タイプを可能にする１以上の観点が提供され
る。また、該報告タイプは、アクセス端末の順方向リンク送信のタイプと関係する指示(i
nstructions)を具備してもよい。報告タイプはまた、アクセス端末で使用されている、あ
るいは使用されることが望まれているスケジューリング(scheduling)モードと関係してい
てもよい。
【０００９】
　本開示の他の観点は、発明の単なる例示的な観点が簡単な例示により図示および説明さ
れている、以下の詳細な説明から当業者に容易に自明になることが理解される。認識され
るように、開示されている観点は他の観点および異なる観点が可能であり、そのいくつか
の詳細は、全て開示の技術的範囲から逸脱せずに、様々な点において改良可能である。
【００１０】
　［発明の詳細な説明］
　本観点の特徴、本質及び利点は、類似の参照符号により全体にわたって対応的に識別さ
れている図面と組み合されて下記記載の詳細な説明からより明らかになり得る。
【００１１】
　図１を参照すると、一観点による多元接続無線通信システムが図示されている。多元接
続無線通信システム１００は例えばセル１０２、１０４、１０６のようなマルチプルのセ
ルを含む。図１の観点において、各セル１０２、１０４、１０６はマルチプルのセクタを
含むアクセスポイント１５０を含んでもよい。マルチプルのセクタは、それぞれがセルの
一部におけるアクセス端末と通信することのできるアンテナのグループによって形成され
る。セル１０２において、アンテナグループ１１２、１１４、１１６は各々、異なるセク
タに対応する。セル１０４において、アンテナグループ１１８、１２０、１２２は各々、



(6) JP 2008-536387 A 2008.9.4

10

20

30

40

50

異なるセクタに対応する。セル１０６において、アンテナグループ１２４、１２６、１２
８は各々、異なるセクタに対応する。
【００１２】
　各セルは、各アクセスポイントの１以上のセクタと通信中のいくつかのアクセス端末を
含む。例えば、アクセス端末１３０、１３２はアクセスポイント１４２と通信中であり、
アクセス端末１３４、１３６はアクセスポイント１４４と通信中であり、アクセス端末１
３８、１４０はアクセスポイント１４６と通信中である。ここにおいて用いられているよ
うに、アクセスポイントからの送信は順方向リンクと呼ばれ、アクセスポイントからの送
信は逆方向リンクと呼ばれる。
【００１３】
　いくつかの観点において、各アクセス端末１３０、１３２、１３４、１３６、１３８、
１４０は１以上のセルの２以上のセクタと通信してもよい。これは、適切な容量管理、お
よび、または、他の理由のために、異なるセクタあるいはセルの間でのハンドオフ(hando
ff)を可能にするために行われ得る。マルチプルのセクタと通信する能力を提供するため
に、アクセス端末が１以上のセクタに関してチャネル条件を決定することが役に立つ。こ
れは、該１以上のセクタから送信されるパイロットあるいはビーコン(beacon)信号に基づ
いて行われてもよい。その後、例えばチャネル品質情報（ＣＱＩ）のようなこのチャネル
情報は、例えば、アクセス端末夫々へのおよびアクセス端末夫々からの送信に関するより
正確な電力、レートおよび他の制御を可能にするために、およびソフト、ソフタ(softer)
、および他のタイプのハンドオフをサポートするために、該１以上のセクタの夫々に供給
されることができる。
【００１４】
　アクセス端末が例えばメディアアクセス制御(Media Access Control)（ＭＡＣ）ＩＤの
ような割り当てられた資源を有するセクタのセットは、アクセス端末のアクティブセット
と呼ばれるものに属する。例示的なアクティブセットは、例えば、セクタ１１８、１２２
、１２４、１２６と共に、サービング(serving)セクタ１２０のアクセス端末に関して構
成されてもよい。このような状況において、セクタ１１８、１２２、１２４、１２６はこ
こで説明されている通りアクセス端末１３４とのある一定の通信を行う。
【００１５】
　上記の説明はＭＡＣＩＤがアクティブセットのメンバーの資源である一方、それあるい
は別のセクタを有するセッションからの、セッション情報のような他の資源、端末ＩＤあ
るいは他の情報がＭＡＣＩＤに追加して、もしくはＭＡＣＩＤの代りに使用されてもよい
ことを認識すべきである。
【００１６】
　アクセス端末が順方向リンク割り当てを成功的に受信した最後のセクタは、順方向リン
クサービングセクタ（ＦＬＳＳ）と呼ばれる。アクセス端末が逆方向リンク割り当てを成
功的に受信した最後のセクタは、逆方向リンクサービングセクタ（ＲＬＳＳ）と呼ばれる
。逆方向リンクデータ送信の意図されたセクタであるとアクセス端末が決定するセクタは
、意図された逆方向リンクサービングセクタ（ＤＲＬＳＳ）と呼ばれる。順方向リンクデ
ータ送信の意図されたセクタであるとアクセス端末が決定するアクティブセット内のセク
タは、意図された順方向リンクサービングセクタ（ＤＦＬＳＳ）と呼ばれる。
【００１７】
　アクティブセットのセクタは１以上の同期サブセット(subsets)のメンバーである。異
なるサブセットは異なるタイミングを有してもよく、例えば、異なるソースによって同期
される。同じタイミングを有するセクタは同期サブセットのメンバーと呼ばれる。アクセ
ス端末のＲＬＳＳ及びＦＬＳＳは制御メッセージのシグナリング(signaling)オーバーヘ
ッドを容易にするために同じ同期サブセットのメンバーであることができる。複数のある
定まった観点において、アクセス端末は、ＲＬＳＳと同じ同期サブセットのメンバーであ
るようにＤＲＬＳＳを選択する。ＦＬＳＳを含まない同期サブセットは非同期サブセット
と呼ばれる。
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【００１８】
　複数のある定まった観点において、最低でも、アクセス端末は、ＦＬＳＳ以外のアクセ
スポイントまたはセクタにとくに意図されたもの以外の、ＦＬＳＳに利用可能な制御チャ
ネルメッセージの全てを送信することができる。これらのメッセージをＦＬＳＳと同じ同
期のメンバーに送信することも可能である。また、アクセス端末は、非同期サブセットの
メンバーである各セクタに限定された制御チャネルのみを送信することに限られてもよい
。
【００１９】
　それらの送信周波数およびタイミングだけでなく、ＦＬＳＳや任意の他のセクタに報告
される実際の制御チャネルメッセージは、ＦＬＳＳやその他のセクタからの指示に基づく
。それら指示は、周波数、フレームに関するそのタイミングと一緒に、送信されるべき制
御チャネルのタイプを具備してもよく、送信の数は前記指示あるいは追加の指示に含まれ
てもよい。また、単一インスタンス(instance)報告の要求は１以上のセクタから提供され
てもよい。さらに各指示は、同一もしくは異なる報告要求と共に、１以上の制御チャネル
タイプの報告要求を構成することができる。
【００２０】
　制御チャネルメッセージがどのセクタあるいはアクセスポイントに適用されるかに関わ
らず、アクセス端末はその制御チャネルメッセージの全てをＦＬＳＳ送信することに注目
されたい。また、アクセス端末は制御チャネルメッセージをその制御チャネルメッセージ
の特定の目標セクタに送信してもよい。加えて、これらのアプローチの組み合わせは異な
るセクタに使用されてもよい。
【００２１】
　更に、例えば、ユーザ通信が帯域幅あるいはキャリアの全てより小さいものにおいて制
限され得る共存(co-existent)キャリアに帯域幅が分割されるシステムのようなチャネル
化された(channelized)システムにおいて、アクセス端末は、それがデータを通信するよ
う制限されているキャリアのみにおいて、および、または指示される(instructed)他のキ
ャリアにおいて制御チャネルを送信することができる。
【００２２】
　ここで用いられているように、アクセスポイントは端末と通信するために用いられる固
定局でもよく、また基地局、ノードＢあるいはいくつかのその他の専門用語で呼ばれても
よく、またそれらのいくつかもしくは全ての機能性を含む。アクセス端末はユーザ装置（
ＵＥ）、無線通信装置、端末、移動局、あるいはいくつかのその他の専門用語で呼ばれて
もよく、またそれらのいくつかもしくは全ての機能性を含む。
【００２３】
　ここで説明されている送信技術はまた、ＣＤＭＡシステム、ＴＤＭＡシステム、ＦＤＭ
Ａシステム、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、単一キャリアＦＤＭＡ（
ＳＣ－ＦＤＭＡ）システム等のような、様々な無線通信システムに用いられる。ＯＦＤＭ
Ａシステムは、全システム帯域幅をマルチプル（Ｋ）の直交サブキャリアに分割する変調
技術である直交周波数分割多重方式（ＯＦＤＭ）を用いる。これらのサブキャリアはトー
ン、ビンなどとも呼ばれる。ＯＦＤＭを用いると、各サブキャリアは独立的にデータで変
調され得る。ＳＣ－ＦＤＭＡシステムは、システム帯域幅にわたって分配されるサブキャ
リアで送信するためにインターリーブされた(interleaved)ＦＤＭＡ（ＩＦＤＭＡ）、隣
接するサブキャリアのブロックで送信するために局部化されたＦＤＭＡ（ＬＦＤＭＡ）、
あるいは隣接するサブキャリアのマルチプルのブロックで送信するために強化されたＦＤ
ＭＡ（ＥＦＤＭＡ）を用いてもよい。一般的に、変調記号はＯＦＤＭを用いて周波数領域
で、及びＳＣ－ＦＤＭＡを用いて時間領域で送信される。
【００２４】
　システム１００は、順方向及び逆方向リンク用の様々なサブキャリア構成を用いること
ができる。分配されたサブキャリア構成に関して、Ｋ個の合計サブキャリアは、各セット
がＫ個の合計サブキャリアにわたって均一に分配されたＮ個のサブキャリアを含むように
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Ｓ個の非重複セットに配列される。各セット内の連続したサブキャリアはＳ個のサブキャ
リアだけ間隔を空けられ、ここで、Ｋ＝Ｓ・Ｎである。従って、ｓ∈｛１、・・・、Ｓ｝
について、セットｓはサブキャリアｓ、Ｓ＋ｓ、２Ｓ＋ｓ、・・・、（Ｎ－１）・Ｓ＋ｓ
、を含む。ブロックサブキャリア構成について、Ｋ個の合計サブキャリアは、各セットが
Ｎ個の連続するサブキャリアを含むようにＳ個の非重複セットに配列される。従って、ｓ
∈｛１、・・・、Ｓ｝について、セットｓはサブキャリア（ｓ－１）・Ｎ＋１からｓ・Ｎ
を含む。一般的に、各リンクに使用されるサブキャリア構成は任意の数のセットを含んで
よく、各セットは任意の方法で配列され得る任意の数のサブキャリアを含んでよい。下の
説明の多くに関して仮定されている１つの観点において、ブロックサブキャリア構成は逆
方向リンクに用いられる。
【００２５】
　システム１００は各リンクの単一キャリアあるいはマルチプルキャリアをサポートする
ことができる。一観点において、マルチプル（Ｃ）のサブキャリアはシステムによってサ
ポートされる各キャリアに利用可能である。各キャリアはまた、マルチプル（Ｐ）のサブ
バンドに分割されてもよい。サブバンドは、システム帯域幅内の周波数の範囲である。一
観点において、各キャリアはほぼ、５メガヘルツ、Ｃ＝５１２、Ｐ＝４、Ｓ＝３２、Ｎ＝
１６に及ぶ。この観点に関して、単一キャリアシステムは４つのサブバンドに配列された
Ｋ＝５１２個の合計サブキャリアを有し、各サブバンドは１２８個のサブキャリアを含む
。この観点に関して、単一キャリアシステムは３２個のサブキャリアセットを有し、各セ
ットは１６個のサブキャリアを含む。この観点に関して、４つのキャリアを有するシステ
ムは１６個のサブバンドに配列されたＫ＝２０４８個の合計サブキャリアを有する。
【００２６】
　サブバンドは上記とは異なる数のサブキャリアのセグメントでもよく、キャリアの全て
よりも総数が少なくてもよく、また、各チャネルのサブバンドのうちの１以上のものの間
に異なる数のサブキャリアを有してもよいということに注目されたい。
【００２７】
　図２Ａは、順方向及び逆方向リンクに用いられてもよい例示的なスーパーフレーム(sup
erframe)構造２００を示している。各リンクの送信タイムライン(timeline)は、スーパー
フレームのユニット(units)に分割される。各スーパーフレームは、固定であってもよい
し構成可能であってもよい特定の時間期間に及ぶ。順方向リンクに関して、各スーパーフ
レームは、Ｍ個のフレームが後続するプリアンブル(preamble)を含み、ここで、Ｍ＞１で
ある。フレームとは、送信タイムラインにおける時間インターバル、あるいは時間インタ
ーバル中に送られる送信のことである。スーパーフレームプリアンブルは、端末が順方向
リンク制御チャネルを受信しおよび続いてシステムにアクセスすることを可能にするオー
バーヘッド情報を運ぶ。各次のフレームはトラフィックデータおよび／または制御チャネ
ルメッセージを運ぶことができる。逆方向リンクに関して、各スーパーフレームはＭ個の
フレームを含み、ここにおいて、第１のフレームは、順方向リンク上のスーパーフレーム
プリアンブルの長さだけ延ばされてもよい。逆方向リンク上のスーパーフレームは順方向
リンク上のスーパーフレームと実質的に時間整列されてもよい。
【００２８】
　図２Ａは順方向および逆方向リンクの特定のスーパーフレーム構造を示している。一般
的に、スーパーフレームは任意の時間期間にわたってよく、任意の数のフレーム及びその
他のフィールドを含んでよい。逆方向リンクのスーパーフレーム構造は順方向リンクのス
ーパーフレーム構造と同一でもよいし、あるいは異なってもよい。
【００２９】
　図２Ｂは逆方向リンクのインターレース(interlace)構造２１０を示している。各リン
クに関して図２Ａに戻って参照すると、各スーパーフレーム中のフレームは複数のグルー
プに配列されてもよく、各グループはＱ個の連続するフレームを含み、ここでＱ＞１であ
る。Ｑ個のインターレースは、フレームのこのグループ化を用いて各リンクに関して構成
され得る。図２Ｂに図示されている一観点において、インターレース１はフレーム１、Ｑ
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＋１、２Ｑ＋１などを含み、インターレース２はフレーム２、Ｑ＋２、２Ｑ＋２などを含
み、インターレースＱはフレームＱ，２Ｑ、３Ｑなどを含む。Ｑ個のインターレースは１
フレームだけ互いからオフセット(offset)される。下記説明の多くについて仮定されてい
る１つの観点において、下記で説明するように、Ｑ＝６であり、６個のインターレースが
形成されて、インターレース式に、すなわち各インターレースにおいて１個のパケットで
、６個のパケットを送信するために用いられることができる。
【００３０】
　システム１００は、周波数分割デュープレックス(duplexed)（ＦＤＤ）および／または
時間分割デュープレックス（ＴＤＤ）をサポートすることができる。ＦＤＤに関して、図
２Ａに示されるように、順方向及び逆方向リンクは別々の周波数帯域を割り当てられ、送
信は２つのリンク上において同時に送られることができる。ＴＤＤに関して、順方向及び
逆方向リンクは同一の周波数帯域を共用し、２つのリンクの送信は異なるフレームにおい
て送信される。例えば、順方向リンクは奇数フレームを割り当てられ、逆方向リンクは偶
数フレームを割り当てられてもよい。その代わり、例えば、一方が他方の倍数である別の
割り当ても用いられることができる。
【００３１】
　一つの観点において、制御セグメントは逆方向リンクで送信される。制御セグメントは
逆方向リンクの様々な制御チャネルメッセージを運ぶ。一観点において、制御セグメント
は各制御フレームにおいて時間および周波数の固定領域にマップされる。制御フレームは
、制御セグメントが送信されるフレームである。もう一つの観点において、制御セグメン
トは、周波数ダイバーシティを達成するために制御フレームから制御フレームに擬似ラン
ダム式にあるいは決定論的にホップする。
【００３２】
　図３Ａは単一キャリアの制御セグメント３００の一観点を図示している。この観点にお
いて、Ｑ＝６であり、制御セグメントは１インターレース、すなわち６番目のフレーム毎
に送信される。この観点について、制御セグメントは１つの正規サイズフレーム全体に及
ぶ。制御セグメントがインターレース１で送信されると、延ばされた逆方向リンクフレー
ム１に関して、制御セグメントは、図３Ａに示されるように、順方向リンク１に対応する
時間インターバルで送信され得る。制御セグメントがインターレース２、３、４、５ある
いは６で送られると、制御セグメントはそのインターレースにおいて各フレームについて
その全フレームで送られることができる。
【００３３】
　図３Ｂは、単一キャリアの延ばされた制御セグメント３１０の一つの観点を図示してい
る。この観点に関して、Ｑ＝６であり、制御セグメントは２個の正規サイズフレームにお
いて１個のインターレースで送られる。図３Ｂに図示されている観点について、制御セグ
メントは、延ばされた逆方向リンクフレーム１全体、逆方向リンクフレーム６および７、
逆フレーム１２および１３などで送られる。制御セグメントはまた、他のインターレース
に関して他のＲＦフレームで送られてもよい。
【００３４】
　フレームの一部にわたる代りに、図３Ａに図示されているように全フレームにわたる、
あるいは図３Ｂに図示されているように複数フレームにわたる制御セグメントで制御チャ
ネルメッセージを送ることにより、カバレージ(coverage)のエッジ(edge)に位置された端
末のリンク予算(budget)を改良することができる。これらの端末は一般的に送信電力に関
して上限を有する。より長い制御セグメントは、これらの端末がより長い時間期間にわた
って拡散されたより多くのエネルギを用いて制御チャネルメッセージを送信することを可
能にし、それによって制御チャネルメッセージを正しく受信する可能性を高める。一般的
に、制御セグメントは全フレームにわたって、フレームの一部にわたって、マルチプルフ
レームにわたって、マルチプルフレームの複数の部分にわたって送られてもよい。
【００３５】
　一つの観点において、制御セグメントは各制御フレーム中の少なくとも１つのサブキャ
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リアを占有する。図３Ａに図示されている観点について、Ｐ＝４であり、制御セグメント
は各制御フレーム中の４つのサブキャリアのうちの少なくとも１つで送られる。下記説明
の多くで仮定されている１つの観点において、制御セグメントのサイズは、例えば、サブ
キャリアのユニットで等、周波数でスケール可能である(scalable)。この観点に関して、
制御セグメントは、各制御フレームにおいて１個、２個または、場合によっては、もっと
多くのサブキャリアに及ぶことができる。制御セグメントの（複数の）サブキャリアは、
連続していてもよく、あるいはシステム帯域幅にわたって拡散してもよい。他の観点にお
いて、制御セグメントのサイズは、時間であるいは時間と周波数の両方でスケール可能で
ある。
【００３６】
　一般的に制御セグメントは、図３Ａの左上に示されているように、Ｆ≧１且つＴ≧１で
ある、Ｆ個のサブキャリアをカバーしＴ個の記号期間に渡る時間周波数領域にマップされ
る。制御セグメントはＵ＝Ｆ・Ｔである、Ｕ個の送信ユニットを含む。送信ユニットは１
個の記号期間の中に１個のサブキャリアである。簡明化のために、下記の説明の多くは、
逆方向リンクフレーム１を除いて、制御セグメントが１以上のサブキャリアを占領し制御
フレーム全体に及ぶという観点に関するものである。一つの観点において、Ｋ＝５１２、
Ｐ＝４、Ｔ＝８である。この観点について、制御セグメントは（１）制御フレームの８個
の記号期間における１２８個のサブキャリアの正数倍をカバーし、（２）例えば、１０２
４、２０４８、３０７２あるいは４０９６送信ユニツト等の、１０２４の送信ユニットの
正数倍を含む。
【００３７】
　図３Ａはまた、制御セグメントの周波数ホッピングを示している。図３Ａに図示されて
いるように、制御セグメントは異なる制御フレームの周波数にわたってホップしてもよい
。周波数ホッピングは擬似ランダムもしくは決定論的であってよい。
【００３８】
　図３Ａは更に、トラフィックチャネルの例示的な周波数ホッピング方式を示している。
トラフィックチャネルはデータを送信機から受信機に送るための手段であり、チャネル、
物理チャネル、物理層チャネル、データチャネルなどとも呼ばれる。各トラフィックチャ
ネルは図３Ａに図示されているように、周波数ダイバーシティを達成するために異なるフ
レームの周波数にわたってホップする時間周波数ブロックの特定のシーケンスにマップさ
れ得る。一つの観点において、時間周波数ブロックは、１フレーム内の１組のサブキャリ
アに対応する。周波数ホッピング（ＦＨ）パターンは、各フレームの各トラフィックチャ
ネルに使用するための特定の時間周波数ブロックを示している。図３Ａは、１つのトラフ
ィックチャネルｙに関する時間周波数ブロックのシーケンスを示している。その他のトラ
フィックチャネルは、トラフィックチャネルｙの時間周波数ブロックシーケンスの垂直に
および環状にシフトされたバージョンにマップされる。
【００３９】
　一つの観点において、トラフィックチャネルの周波数ホッピングは制御セグメントを回
避する。もう一つの観点において、トラフィックチャネルの周波数ホッピングは制御セグ
メントに関して擬似ランダムである。当該観点において、多く（例えば８個）のサブキャ
リアセットが各制御フレームの制御セグメントに割り当てられてもよい。制御セグメント
と衝突する(collides)各トラフィックチャネルはその後、制御セグメントに割り当てられ
たサブキャリアセットにマップされる。当該観点において、トラフィックチャネル及び制
御セグメントは、衝突が生じるたびにサブキャリアを交換する。
【００４０】
　図３Ｃは４つのキャリアの周波数ホッピング制御セグメント３２０の観点を示している
。当該観点において、制御セグメントの１のインスタンスはキャリア毎に提供される。一
つの観点において、各キャリアの制御セグメントインスタンスは、そのキャリアの逆方向
リンク制御チャネルメッセージを運び、その他のキャリアの制御セグメントインスタンス
から独立している。４個のキャリアの４個の制御セグメントインスタンスは（１）同一も
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よく、（３）例えば６番目のフレーム毎に、１個のインターレースで送信されてもよい。
【００４１】
　図３Ａ及び３Ｂは制御セグメントのいくつかの観点を図示している。もう一つの観点に
おいて、制御セグメントはマルチプルのインターレースにおいて送信される。さらに別の
観点において、制御セグメントは、制御セグメントが送信されるであろう各フレームにお
いて選択的にエネイブル(enabled)されたり、あるいはディセーブル(disabled)されたり
する。
【００４２】
　システム１００は、順方向及び逆方向リンク上のデータ送信をサポートするために様々
な制御チャネルメッセージを用いる。制御チャネルメッセージは典型的には物理層のため
に少量の制御チャネルメッセージを運ぶ。各リンクに使用すべき特定の制御チャネルメッ
セージは、例えばトラフィックデータが送信される方式、制御チャネルメッセージが送信
される方式、トラフィックチャネルや制御チャネルメッセージの設計などのような様々な
ファクター(factors)に依存し得る。
【００４３】
　複数のある定まって観点において、逆方向リンク制御チャネルは、チャネル品質インジ
ケータチャネル（Ｒ－ＣＱＩＣＨ）、空間方向性モード報告チャネル（Ｒ－ＢＦＣＨ）、
セグメントセンシティブ(sensitive)スケジューリングチャネル（Ｒ－ＳＦＣＨ）、パイ
ロットチャネル（Ｒ－ＰＩＣＨ）、要求チャネル（Ｒ－ＲＥＱＣＨ）および肯定応答チャ
ネル（Ｒ－ＡＣＫＣＨ）のうちの１以上を含む。
【００４４】
　Ｒ－ＣＱＩＣＨはアクセス端末によって使用され、それによってアクセスネットワーク
への異なるセクタに関する、例えば量子化されたＣＱＩ値のような、順方向リンクチャネ
ル品質を、ＲＬＳＳあるいはそれが送信可能であるそのアクティブセット内の任意の他の
セクタに送信することができる。Ｒ－ＳＦＣＨはＦＬＳＳに関するサブキャリアのセグメ
ントについて測定された順方向リンクチャネル品質を送信するために、アクセス端末によ
って使用されるフィードバックチャネルである。Ｒ－ＢＦＣＨは、ビーム及び補足的ＣＱ
Ｉ、あるいはＳＤＭＡ、プレコーディング(precoding)、ビームフォーミング(beamformin
g)もしくはそれらの組み合わせをエネイブルするための完全なＣＱＩを送信するためにア
クセス端末によって使用されるフィードバックチャネルである。Ｒ－ＰＩＣＨは広帯域パ
イロットチャネルである。Ｒ－ＲＥＱＣＨは資源を要求するためにアクセス端末によって
用いられる。Ｒ－ＡＣＫＣＨは順方向リンク送信に応答する(acknowledge)ためにアクセ
ス端末によって使用される。
【００４５】
　複数のある定まった観点において、アクセス端末はＦＬＳＳの制御セグメントにおいて
Ｒ－ＣＱＩＣＨ、Ｒ－ＢＦＣＨ、Ｒ－ＳＦＣＨ、Ｒ－ＰＩＣＨ、Ｒ－ＲＥＱＣＨおよびＲ
－ＡＣＫＣＨのうちの少なくとも１つを送信することを指示される。加えて、アクセス端
末は非同期サブセットのメンバーである各セクタの制御セグメントでＲ－ＣＱＩＣＨのみ
を送信することを指示される。ＦＬＳＳまたはＲＬＳＳの同期サブセットのメンバーであ
るこれらのセクタに関して、指示は任意のチャネルに対して与えられることができるが、
報告は適切な測定を生成する能力により制約される。さらに、ほとんどの観点において、
同期サブセットのメンバーへの報告はＲ－ＣＱＩＣＨに限定される。
【００４６】
　上記した制御チャネルのメッセージのフォーマットのいくつかの例示的観点は、下記の
１以上の表に示されている。表のそれぞれにおいて、メッセージの任意のフィールドがメ
ッセージからのもう一つのフィールドと組み合わされてもよい。さらに、実質的に同一の
情報を提供する別のメッセージも用いることができる。また、任意の予約フィールドは適
宜省略されてもよい。　
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【表１】

【００４７】
ＱｏＳフロー：これらのビットは要求に対応するＲＬＰ　ＱｏＳフローを特定する。アク
セス端末は送信に利用可能なデータを含む最高ＱｏＳフローのＱｏＳを示すことができる
。ＱｏＳ優先順位は次の通りである：００　最高、０１　第２番目、１０　第３番目、１
１　最低。
【００４８】
最大数サブキャリア：これらのビットは、アクセス端末が利用可能な送信電力を用いてサ
ポートできるサブキャリアの数及びＱｏＳフローのバッファーレベルの両方が満足される
ように、アクセス端末が現在サポート可能なサブキャリアの最大数を特定する。
【００４９】
ＤＲＬＳＳ：このフィールドはアクセス端末のＤＲＬＳＳに対応する３ビットのアクティ
ブセットインデックスに設定されてもよい。
【００５０】
予約済：予約済ビットは０に設定されてもよい。
【００５１】
　Ｒ－ＲＥＱＣＨメッセージは、逆方向リンクチャネル割り当てを有さないこれらのアク
セス端末、ハンドオフ中のアクセス端末、あるいは追加のまたは異なる逆方向リンク資源
を必要とするこれらアクセス端末に制限される。異なるアクセス端末からの、あるいは異
なる時間におけるＲ－ＲＥＱＣＨメッセージは、同一サブキャリア及び時間資源にわたっ
てアクセス端末を多重化するためにスクランブリングまたは他の直交符号を用いることが
できる。
【００５２】
　Ｒ－ＣＱＩＣＨを介して提供される情報は例えば、レート予測、順方向リンク電力制御
、ビーム選択、重み(weight)調節のプレコーディング、および様々な順方向リンク送信モ
ードにおけるスケジューリングを含む、多くの目的のために使用され得る。加えて、複数
のある観点において、Ｒ－ＣＱＩＣＨの情報は、そのセクタがＦＬＳＳでないとき、パイ
ロットから受信したチャネル情報を送信することによってもう一つのセクタへのハンドオ
フ要求を示すことができる。ある観点において、Ｒ－ＣＱＩＣＨに含まれているチャネル
情報はＣＱＩ報告のタイプに依存して変化し得る。各アクセス端末は、ＣＱＩ報告モード
に依存してマルチプルのＣＱＩ報告フォーマットをサポートすることができる。
【００５３】
　アクセス端末のチャネルフィードバック報告モードは、ネゴシエートされる(negotiate
d)か、あるいはそうでない場合はアクセスネットワークから指示される指示報告モードに
基づいて設定され得る。アクセス端末の報告モードは、シングルコードワードＣＱＩ報告
モード（ＣＱＩＳＣＷ）マルチプルコードワードＣＱＩ報告モード（ＣＱＩＭＣＷ）、ま
たはＳＩＳＯ　ＣＩＱ報告モード（ＣＱＩＳＩＳＯ）のうちの１つであるか、あるいは、
何か他のモードであることができる。
【００５４】
　さらに、他の報告モードは、例えばＳＤＭＡ、プレコーディング、ビームフォーミング
あるいはそれの組み合わせ等の特定の送信タイプに関係するそれらである。このような場
合、これらのモードはモードに関係する制御チャネルの組み合わせを用いて報告され、し
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たがって指示されるとＣＱＩＣＨを報告する。
【００５５】
　異なる報告モードの例を下記の表２に示す。　
【表２】

【００５６】
　ＣＱＩＣＨパイロット報告のフォーマットは下記に示されている。ＣＱＩＣＨパイロッ
ト報告は、アクセスネットワークが逆方向リンク制御チャネル性能にアクセスすることを
可能にするために、各アクセス端末により所定のレートで周期的に送られてもよい。ＣＱ
ＩＣＨパイロット報告のレート及び時間は各アクセス端末とネゴシエートされるか、ある
いはそうでなければ各アクセス端末に関して指示され、したがって任意のシステム決定パ
ラメータに基づいて端末によって異なる可能性がある。　
【表３】

【００５７】
予約値：予約値は０に設定される。
【００５８】
　ＣＱＩＣＨＣＴＲＬのフォーマットは下記表４に示されている。この報告は順方向リン
クサービングセクタのハンドオフを示すために主に用いられる。特に、フィールドＤＦＬ
ＳＳフラッグ及びアクティブセットインデックスは順方向リンクセクタのハンドオフを示
すために用いられる。この報告はまたアクティブセットの全セクタにベースライン順方向
リンクチャネル品質を提供することができる。これは、順方向リンク制御チャネルの順方
向リンク電力制御のために異なるセクタにおけるアクセスポイントによって使用される。
　
【表４】

【００５９】
フォーマットタイプ：このビットは値０に設定される。
【００６０】
ＣＱＩ値ＳＩＳＯ：順方向リンクＳＩＳＯ　ＣＱＩ値を示す。
【００６１】
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ＤＦＬＳＳフラッグ：アクティブセットインデックスが現在のＤＦＬＳＳである場合、Ｄ
ＦＬＳＳフラッグビットは１に設定される；その他の場合、ＤＦＬＳＳフラッグビットは
０に設定される。
【００６２】
アクティブセットインデックス：ＣＱＩ値ＳＩＳＯが対応するセクタを示す。
【００６３】
予約済：このフィールドは値０に設定される。
【００６４】
　各アクセス端末は、周期的インターバルでＣＱＩＣＨＣＴＲＬを報告することを指示さ
れる。周期性(periodicity)は、アクセスネットワークと各アクセス端末の間で１以上の
セクタを経由してネゴシエートされる。各ＣＱＩＣＨＣＴＲＬ送信はアクティブセット中
の異なるセクタを対象とすることができる。アクティブ端末はＣＱＩＣＨＣＴＲＬを送信
する対象セクタを選ぶことができる。
【００６５】
　ＣＱＩＣＨＳＣＷのフォーマットは下記に示されている。この報告は、ＭＩＭＯ順方向
リンクチャネル品質を示すためにＭＩＭＯ－ＳＣＷアクセス端末によって使用される。こ
の報告におけるフォーマットビットは、ＣＱＩＣＨＳＣＷおよびＣＱＩＣＨＣＴＲＬ報告
間で前後にトグルで切り換える(toggle)ためにアクセス端末によって使用される。このト
グル切り換え(toggling)機能(feature)は、ＳＣＷアクセス端末がＣＱＩＣＨＣＴＲＬ報
告の送信およびハンドオフのサポートもまた行うことを可能にすることが必要とされる。
複数のある観点において、アクセス端末はＦＬＳＳ以外のセクタにこの報告を送信しない
。　
【表５】

【００６６】
フォーマットタイプ：このビットは値１に設定される。このビットが０に設定されると、
残りの９ビットはＣＱＩＣＨＣＴＲＬ報告に対応すると解釈される。
【００６７】
ＣＱＩ値ＳＣＷ：報告されたランクの順方向リンクＭＩＭＯ　ＳＣＷ　ＣＱＩ値を示す。
【００６８】
ランク：順方向リンクＭＩＭＯ　ＳＣＷ送信における所望数のＭＩＭＯ層を示す。
【００６９】
予約済：このフィールドは値０に設定される。
【００７０】
　ＣＱＩＣＨＭＣＷのフォーマットが下に示されている。この報告はＭＩＭＯ順方向リン
クチャネル品質を示すためにＭＩＭＯ－ＭＣＷアクセス端末によって使用される。この報
告のフォーマットビットはＣＱＩＣＨＭＣＷおよびＣＱＩＣＨＣＴＲＬ報告間で前後にト
グルで切り換えるためにアクセス端末によって使用される。このトグル切り換え機能は、
ＳＣＷアクセス端末がＣＱＩＣＨＣＴＲＬ報告の送信およびハンドオフのサポートも行う
ことを可能にするために使用される。送信中の独立したストリームの数によって、ＣＱＩ
ＭＣＷメッセージは１つあるいは２つの部分(parts)から構成され得る。複数のある定ま
った観点において、アクセス端末はＦＬＳＳ以外のセクタにこの報告を送信しない。　
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【表６】

【００７１】
フォーマットタイプ：ＣＱＩＭＣＷ報告フォーマットを示す。ＭＣＷが報告されると、こ
のビットは値１に設定される。このビットが０に設定されると、残りの９ビットはＣＱＩ
ＣＨＣＴＲＬ報告に対応すると解釈される。
【００７２】
ＭＣＷインデックス：このビットは値０に設定され、それによってＣＱＩ報告がＣＱＩＣ
ＨＭＣＷ報告の第１の部分であることを示す。
【００７３】
ＣＱＩ値ＭＣＷ層１：順方向リンクＭＩＭＯ　ＭＣＷ層１ＣＱＩ値を示す。
【００７４】
ＣＱＩ値ＭＣＷ層２：順方向リンクＭＩＭＯ　ＭＣＷ層２ＣＱＩ値を示す。　
【表７】

【００７５】
フォーマットタイプ：ＣＱＩＭＣＷ報告フォーマットを示す。ＭＣＷが報告されると、こ
のビットは値１に設定される。このビットが０に設定されると、残りの９ビットはＣＱＩ
ＣＨＣＴＲＬ報告に対応すると解釈される。
【００７６】
ＭＣＷインデックス：このビットは値１に設定され、それによってＣＱＩ報告がＣＱＩＣ
ＨＭＣＷ報告の第２の部分であることを示す。
【００７７】
ＣＱＩ値ＭＣＷ層３：順方向リンクＭＩＭＯ　ＭＣＷ層３ＣＱＩ値を示す。
【００７８】
ＣＱＩ値ＭＣＷ層４：順方向リンクＭＩＭＯ　ＭＣＷ層４ＣＱＩ値を示す。
【００７９】
　複数のある定まった観点において、Ｒ－ＳＦＣＨ及びＲ－ＢＦＳＣＨメッセージはＲ－
ＣＱＩＣＨメッセージの代りに、もしくはそれに加えて送信される。これは、使用される
オーバーヘッド(overhead)を依然最小化しつつアクセス端末が動作している送信モードを
容易にするために行われる。また、それらの各々の報告周波数は、上述のように、アクセ
スネットワーク指示によって適宜異なる可能性がある。
【００８０】
　ＣＱＩＣＨあるいはＳＦＣＨに関して報告されたＣＱＩ値は、プレコーディング、ＳＤ
ＭＡ、ビームフォーミング、あるいは任意のその組み合わせに起因する、もしくは想定さ
れてもよい、任意のゲイン(gains)に基づいて計算されるＣＱＩであってよい。ＣＱＩを
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計算するために使用されるファクターは、現在の順方向リンク送信モード、所望の送信モ
ード、あるいは割当てられた送信モードに基づいてアクセス端末によって選択される。い
くつかの場合において、ＳＤＭＡからの任意ゲインは、ＣＱＩの計算から除外されてもよ
い。ＣＱＩは消失(erasure)レートとエラーレートに関して目標性能を達成するように計
算されてもよい。もっとも、そうする必要はない。
【００８１】
　順方向リンク送信のためにＳＤＭＡが使用され、あるいは使用されることが望まれると
、ＢＦＣＨが提供される。アクセス端末は一般的に逆方向リンクサービングセクタのみに
ＢＦＣＨチャネルを送信する。もっとも、それがそのアクティブセットのもう一つのセク
タから放送(broadcast)パイロットを実効的に決定することができる場合、特にそのアク
セス端末が要求しているか、あるいはアンドオフ中である場合に、それはこのもう一つの
セクタにも提供する。
【００８２】
　複数のある観点において、Ｒ－ＳＦＣＨに含まれているチャネル情報は報告のタイプに
よって異なる可能性がある。報告は報告モードによって異なる可能性がある。Ｒ－ＳＦＣ
Ｈ報告は、特定のサブバンド、セグメント、あるいはサブキャリアの他のグループでの順
方向リンクチャネル品質を示す。順方向リンクチャネル品質はプレコーディング、ビーム
フォーミング、ＳＴＴＤなどからのゲインを含むことができる。しかしある１つの観点に
おいて、アクセス端末は、Ｒ－ＳＦＣＨ報告におけるサブキャリアの他のグループ、セグ
メント、あるいは好適(preferred)サブバンドを示すことのみを選択し、順方向リンクチ
ャネル品質についての情報を送信しない。これは、ＣＱＩ値を０に設定することによりな
される。この機能は、例えば、Ｒ－ＳＦＣＨ報告の性能と復号複雑性を改良すること等、
Ｒ－ＳＦＣＨ報告の性能を向上させるために使用可能である。　
【表８】

【００８３】
　ＳＦＣＨＳＩＳＯ報告のフォーマットは下に示されている。この報告は、特定のサブバ
ンド、セグメントあるいはサブキャリアの他のグループの順方向リンクチャネル品質を示
すためにＳＩＳＯアクセス端末によって使用される。
【表９】

【００８４】
サブバンドインデックス：サブバンドＣＱＩ値ＳＩＳＯが報告されるサブバンド、セグメ
ント、あるいはサブキャリアの他のグループを示す。
【００８５】
サブバンドＣＱＩ値ＳＩＳＯ：このフィールドは報告されたサブバンドインデックスのＣ
ＱＩ値を示す。しかし、アクセス端末は改良された性能を得るためにこれらのビットを０
に設定することができる。この機能はアクセスポイントとアクセス端末との間でネゴシエ
ートされることができる。
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【００８６】
予約済：このフィールドは値０に設定される。
【００８７】
　ＳＦＣＨＳＣＷ報告のフォーマットは下に示されている。この報告は特定のサブバンド
のＭＩＭＯ順方向リンクチャネル品質を示すためにＳＣＷアクセス端末によって使用され
る。　
【表１０】

【００８８】
サブバンドインデックス：サブバンドＣＱＩ値ＳＣＷが報告されるサブバンドあるいは他
のセグメント識別子を示す。
【００８９】
サブバンドＣＱＩ値ＳＣＷ：このフィールドは、報告されたサブバンドインデックスある
いは他のセグメントインデックスのＣＱＩ値を示す。しかし、アクセス端末はこれらのビ
ットを０に設定してもよい。この機能はアクセスポイントとアクセス端末との間でネゴシ
エートされることができる。
【００９０】
サブバンドランク：報告されたサブバンドインデックスまたは他のインデックスの順方向
リンクＭＩＭＯ　ＳＣＷ送信における所望数のＭＩＭＯ層を示す。しかし、アクセス端末
は改良された性能を得るためにそれらのビットを０に設定してもよい。この機能はアクセ
スポイントとアクセス端末との間でネゴシエートされることができる。
【００９１】
　さらに、各セットがキャリアの重複部分に及んでいるサブバンドのマルチプルのセット
は、コードブック中に保存され、それによって複数のサイズのマルチプル範囲が１つの好
適セグメントを報告するためにスキャンされることを可能にする。
【００９２】
　複数のある観点において、Ｒ－ＢＦＣＨに含まれるチャネル情報は、報告のタイプによ
って異なる可能性がある。報告は報告モード次第で異なる可能性がある。Ｒ－ＢＦＣＨ報
告はプレコーディング及びＳＤＭＡに使用されるべきビームインデックス及び、ＳＤＭＡ
送信を可能にするＳＤＭＡ　ＣＱＩ値オフセットを示す。しかし、１つのある観点におい
て、アクセス端末は好適ビームインデックスを示すことのみを選択し、ＳＤＭＡ　ＣＱＩ
値オフセットについての情報を送信しない。これはＳＤＭＡ　ＣＱＩ値オフセットを０に
設定することによりなされる。この機能は、例えば、Ｒ－ＢＦＣＨ報告の性能及び復号複
雑性を改良すること等、Ｒ－ＢＦＣＨ報告の性能を向上させるために使用可能である。も
う一つの観点において、アクセス端末はＲ－ＳＦＣＨ報告で送信されたＣＱＩ値に関連す
るＳＤＭＡ　ＣＱＩ値オフセットを示し得る。もう一つの観点において、アクセス端末は
Ｒ－ＣＱＩＣＨ報告で送信されたＣＱＩ値に関連するＳＤＭＡ　ＣＱＩ値オフセットを示
し得る。もう一つの観点において、アクセス端末は、Ｒ－ＣＱＩＣＨやＲ－ＳＦＣＨにお
ける任意の他のＣＱＩ値のオフセットに関連しない絶対ＳＤＭＡ　ＣＱＩ値を示すことが
できる。
【００９３】
　ＢＦＣＨビームインデックス報告のフォーマットは下に示されている。　
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【表１１】

【００９４】
ビームインデックス：ビームインデックスフィールドは所望のビームを示す。
【００９５】
ＳＤＭＡデルタＣＱＩ：ＳＤＭＡデルタＣＱＩは、Ｒ－ＳＦＣＨのＣＱＩ値に関連するか
、あるいはＲ－ＣＱＩＣＨにおけるＣＱＩ値に関連する整数ＣＱＩオフセットを示す。こ
れは、アクセスネットワークとネゴシエートされることができる。
【００９６】
予約済：このビットは値０に設定される。
【００９７】
　上記において、オフセットはこれらのケースにおいて報告されるが、（複数の）ＳＤＭ
Ａビームに関する全ＣＱＩ報告もまた使用されてもよい。さらに、同一の報告はプレコー
ディングに適用されてもよく、ここで、ビームインデックスはコードブックエントリに対
応してもよい。ＣＱＩ、すなわち、デルタは、ビームインデックスに対応してもよい。
【００９８】
　アクセスポイントは、チャネル情報の送信に専用の資源の全体的な負荷を管理するため
にアクセス端末ごとに各逆方向リンク制御チャネルの送信の周期性を制御可能である。
【００９９】
　説明したように、アクセス端末がスケジュールされる、スケジュールされることを所望
される、もしくはその他の場合に順方向リンクに関して指示される送信のタイプに依存し
て、アクセス端末がフィードバック可能なチャネル情報のいくつかのタイプがある。１つ
の動作モードにおいて、アクセス端末は順方向リンクの適応(adaptive)プレコーディング
および／またはＳＤＭＡに使用され得るフィードバックを提供するためにＲ－ＢＦＣＨを
送信することができる。もう一つのモードにおいて、アクセス端末はサブキャリアの好適
セグメントを示すためにＲ－ＳＦＣＨを送信することができる。
【０１００】
　アクセス端末は一定の逆方向リンクフレームにおいて１以上の逆方向リンク制御チャネ
ルを送信することができる。例えばアクセス端末は同一逆方向リンクフレームにおいてＲ
－ＣＱＩＣＨ，Ｒ－ＳＦＣＨおよびＲ－ＢＦＣＨを送信してもよい。
【０１０１】
　アクセス端末は制御セグメントのパイロットチャネル（ＰＩＣＨ）を送信してもよい。
このパイロットシーケンスは、上記したチャネル情報報告のいくつかまたは全てに加えて
、あるいはその代りとして、ＴＤＤシステムにおける逆方向リンク好適サブキャリアある
いはセグメントスケジューリングおよびＳＤＭＡのような適応送信を可能にするために使
用され得る。
【０１０２】
　逆方向リンク制御チャネル、それらの平均送信インターバルおよびモードの全ての利用
可能性は、特定のセクタあるいはアクセス端末により異なる可能性がある。これらのチャ
ネルの１つが制御セグメントの制約が原因で利用不可能である場合、アクセスポイントは
より高い層のメッセージを介してあるいはデータセグメントにおいて特定のアクセス端末
のチャネルのメッセージを可能にすることを選択し得る。
【０１０３】
　いくつかの場合において、上述のメッセージはいくつかの変調記号を占有する。例えば
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、異なる符合やＯＦＤＭ記号を使用すること等により、チャネル情報送信に専用にされた
直交資源の場合、記号のこの数はパイロット記号の数だけ拡張される必要がある。最終的
に、これらの記号は、チャネルおよびインターフェースダイバーシティを提供するために
逆方向リンクにわたってレプリケートされ(replicated)てもよい。
【０１０４】
　例である上記のフォーマットは、異なるビットサイズ、フォーマット、組合わせなどを
有し得る。さらに、ＣＱＩとして報告される値は量子化されてもよいし、あるいは生の(r
aw)値でもよい。
【０１０５】
　アクセス端末は、ＲＬＳＳの制御セグメントの各ＣＱＩＣＨの逆方向リンクフレームに
つき、多くても１つのＣＱＩＣＨ報告を同時に送信し得る。アクセス端末は、そのアクテ
ィブ中のセクタのそれぞれの各ＣＱＩＣＨの逆方向リンクフレームにつき、多くても１つ
のＣＱＩＣＨ報告を同時に送信し得る。アクセス端末の資源および送信レートに依存して
、そのアクティブセットのメンバー及びＲＬＳＳへの報告メッセージの他の周波数が使用
されることができる。
【０１０６】
　アクセス端末はどの同期サブセットがＣＱＩＣＨを送信すべきかを決定する。アクセス
端末は異なるタイミングを有する各セクタに関して異なるルール(rules)を適用すること
ができ、その理由は、それがそのアクティブセット中の１以上の他のセクタより異なるソ
ースからそのタイミングを受信するからであり、そのアクティブセット中の他のセクタは
逆方向リンク制御チャネルのタイプに依存し、ＣＱＩ値は、アクセス端末が報告している
送信のタイプに関係する情報を示すことができる。量子化が使用されているならば、アク
セス端末は早期のパケット終了および所望のシステム復号エラーレートを可能にするため
に最高の表にされたＣＱＩ値を報告する。
【０１０７】
　アクセス端末がサブキャリアの好適セグメントあるいはサブキャリアに関してスケジュ
ールされることを要求する場合、以下の報告構成が続く。アクセス端末は逆方向リンクサ
ービングセクタにのみＳＦＣＨチャネルを送信する。もっとも、それがそのアクティブセ
ットのもう一つのセクタから放送(broadcast)パイロットを実効的に決定することができ
る場合、特にそのアクセス端末が要求しているか、あるいはアンドオフ中である場合に、
それはこのもう一つのセクタにも提供する。もっとも、それがそのアクティブセットのも
う一つのセクタから放送パイロットを実効的に決定することができる場合、特にそのアク
セス端末が要求しているか、あるいはアンドオフ中である場合に、それはこのもう一つの
セクタにも提供することができる。
【０１０８】
　図４を参照すると、１つの観点のマルチプルアクセス無線通信システムにおける送信機
および受信機が図示されている。送信機システム４１０において、多くのデータストリー
ムについてのトラフィックデータはデータソース４１２から送信（ＴＸ）データプロセッ
サ４１４に供給される。一つの観点において、各データストリームはそれぞれの送信アン
テナにより送信される。送信データプロセッサ４１４は、符号化されたデータを提供する
ために、そのデータストリームに関して選択された特定のコーディングスキームに基づい
てデータストリーム毎にトラフィックデータをフォーマットし、符号化し、インターリー
ブする。いくつかの観点において、送信データプロセッサ４１４は、記号が送信されてい
るユーザおよび記号が送信されているアンテナに基づいて、データストリームの記号にビ
ームフォーミング重みを適用する。いくつかの観点において、ビームフォーミング重みは
受信機４０２で生成される固有ビーム(eigenbeam)ベクトルに基づいて生成され、送信機
４００にフィードバックとして提供されてもよい。さらに、スケジュールされた送信のそ
れらの場合では、送信データプロセッサ４１４は、ユーザから送信されるランク情報に基
づいてパケットフォーマットを選択することができる。
【０１０９】
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　各データストリームの符号化データはＯＦＤＭ技術を用いてパイロットデータと多重化
されてもよい。パイロットデータは典型的には、周知の方法で処理された周知のデータパ
ターンであり、チャ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てもよい
。各データストリームの多重化パイロット及び符号化データはその後、変調記号を供給す
るためにそのデータストリームに関して選択された特定の変調方式（例えばＢＰＳＫ、Ｑ
ＳＰＫ、Ｍ－ＰＳＫ、Ｍ－ＱＡＭ）に基づいて変調される（すなわち、記号マップされる
）。各データストリームのデータレート、符号化および変調は、プロセッサ４３０によっ
て与えられた時に実施される指示によって決定されてもよい。上述したように、いくつか
の観点において１以上のストリームのパケットフォーマットは、ユーザから送信されるラ
ンク情報によって異なる可能性がある。
【０１１０】
　全データストリームの変調記号はその後ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ４２０に供給され、
それは変調記号を更に処理し得る（例えばＯＦＤＭのために）。ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッ
サ４２０はその後、ＮＴ個の送信機（ＴＭＴＲ）４２２ａ～４２２ｔにＮＴ個の変調記号
ストリームを供給する。複数のある定まった観点において、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ４
２０は、データストリームの記号が送信されているユーザと、記号が送信されているアン
テナとに基づいてそのユーザチャネル応答情報からビームフォーミング重み、特定の固定
のもしくはアクセス端末、あるいはプレコーディング重みをそれら記号に適用する。
【０１１１】
　各送信機４２２は１以上のアナログ信号を供給するために夫々の記号ストリームを受信
して処理し、更にＭＩＭＯチャネルによる送信に適切な変調された信号を提供するために
アナログ信号を調整する（例えば、増幅し、濾波し、アップコンバート(upconverts)する
）。送信機４２２ａ～４２２ｔからのＮＴ個の変調信号はその後、ＮＴ個のアンテナ４２
４ａ～４２４ｔからそれぞれ送信される。
【０１１２】
　受信機システム４５０において、送信された変調信号はＮＲ個のアンテナ４５２ａ～４
５２ｒによって受信され、各アンテナ４５２からの受信信号は夫々の受信機（ＲＣＶＲ）
４５４に供給される。各受信機４５４は夫々の受信信号を調整し（例えば、濾波し、増幅
し、ダウンコンバートし(downconverts)）、その調整された信号をデジタル化してサンプ
ルを提供し、そして更に、それらサンプルを処理して対応する１つの「受信」記号ストリ
ームを提供する。
【０１１３】
　ＲＸデータプロセッサ４６０はその後、ＮＴ個の「検出された」記号ストリームを提供
するために特定の受信機処理技術に基づいてＮＲ個の受信機４５４からのＮＲ個の受信記
号ストリームを受信し処理する。ＲＸデータプロセッサ４６０による処理は更に詳しく下
で説明される。各検出された記号ストリームは、対応するデータストリームに関する送信
された変調記号の推定(estimates)である記号を含む。ＲＸデータプロセッサ４６０はそ
の後、データストリームのトラフィックデータを回復する(recover)ために各検出した記
号ストリームを復調し、デインターリーブし(deinterleaves)、復号する。ＲＸデータプ
ロセッサ４６０による処理は、送信機システム４１０においてＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ
４２０及びＴＸデータプロセッサ４１４によって実施されるものと相補的なものである。
【０１１４】
　ＲＸプロセッサ４６０によって生成されるチャネル応答推定は、受信機において空間、
空間／時間処理を実行し、電力レベルを調節し、変調レートまたは方式を変更し、あるい
は他のアクション(actions)を実行するために用いられる。ＲＸプロセッサ４６０は検出
された記号ストリームの信号対雑音および干渉比（ＳＮＲｓ）、及び場合によっては他の
チャネル特性を更に推定することができ、プロセッサ４７０にこれらの量(quantities)を
提供する。ＲＸデータプロセッサ４６０またはプロセッサ４７０は更に、システムの「動
作」ＳＮＲの推定を導くことができる。その後プロセッサ４７０は推定されたチャネル情
報（ＣＳＩ）を提供し、それは通信リンクおよび／または受信データストリームに関する
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様々なタイプの情報を具備することができる。例えば、ＣＳＩは動作ＳＮＲのみを具備し
てもよい。ＣＱＩのタイプは、例えば、ＣＱＩＣＨ（ＳＩＳＯ、ＳＣＷ及びＭＣＷ）、Ｂ
ＦＣＨ等を提供し、及び／又はＳＦＣＨはアクセス端末、指示あるいは所望の送信モード
について現在スケジュールされるものに基づいて決定される。その後、ＣＳＩは、データ
ソース４７６からの多くのデータストリームについてのトラフィックデータの受信も行う
ＴＸデータプロセッサ４３８によって処理され、変調器４８０によって変調され、送信機
４５４ａ～４５４ｒによって調整され、送信機システム４１０に送信されて戻される。
【０１１５】
　送信機システム４１０において、受信機システム４５０からの変調された信号はアンテ
ナ４２４によって受信され、受信機４２２によって調整され、復調器４４０によって復調
され、受信機システムによって報告されたＣＳＩを回復するためにＲＸデータプロセッサ
４４２によって処理される。報告されたＣＳＩはその後プロセッサ４３０に供給され、（
１）データストリームに使用されるデータレートと符号化及び変調方式とを決定するため
に、及び（２）ＴＸデータプロセッサ４１４及びＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ４２０の様々
な制御を生成するために用いられる。
【０１１６】
　受信機において、ＮＴ個の送信された記号ストリームを検出するためにＮＲ個の受信さ
れた信号を処理するために様々な処理技術が用いられる。これらの受信機処理技術は２つ
の主なカテゴリ、すなわち（ｉ）空間及び空間時間受信機処理技術（それらは等化技術と
も呼ばれる）；及び（ｉｉ）「連続ナリング(nulling)／等化及び干渉除去」受信機処理
技術（それは「連続干渉除去(interference cancellation)」あるいは「連続除去」受信
機処理技術とも呼ばれる）、にグループ化されることができる。
【０１１７】
　ＮＴ個の送信アンテナとＮＲ個の受信アンテナによって形成されるＭＩＭＯチャネルは
ＮＳ個の独立チャネルに分解されることができ、ＮＳ＝ｍｉｎ｛ＮＴ、ＮＲ｝である。Ｎ

Ｓ個の独立チャネルの夫々は、ＭＩＭＯチャネルの空間サブチャネル（あるいは送信チャ
ネル）とも呼ばれ、次元(dimension)に対応する。
【０１１８】
　フルランク(full-rank)ＭＩＭＯチャネルに関して、ここでＮＳ＝ＮＴ≦ＮＲであり、
１つの独立データストリームはＮＴ個の送信アンテナの夫々から送信されることができる
。送信されたデータストリームは異なるチャネル条件（例えば、異なるフェージング及び
マルチパスの影響）を経験する可能性があり、また送信電力の１つの与えられた量につい
て異なる信号対雑音及び干渉比（ＳＮＲｓ）を達成する可能性がある。更に、それらのケ
ースにおいて、その連続干渉除去処理は送信されたデータストリームを回復するために受
信機において使用され、その後異なるＳＮＲｓは、データストリームが回復される特定の
順序に依存してデータストリームに関して達成されることができる。結果的に、異なるデ
ータレートは、それらの達成されたＳＮＲｓに依存して、異なるデータストリームによっ
てサポートされることができる。チャネル条件は典型的に時間と共に変化するため、各デ
ータストリームによってサポートされるデータレートもまた時間と共に変化する。
【０１１９】
　ＭＩＭＯ設計は、シングルコードワード（ＳＣＷ）及びマルチプルコードワード（ＭＣ
Ｗ）の２つの動作モードを有することができる。ＭＣＷモードにおいて、送信機は、場合
によっては異なるレートで、各空間層で独立して送信されたデータを符号化することがで
きる。受信機は、以下のように機能する連続干渉除去（ＳＩＣ）アルゴリズムを用いる：
第１の層を復号し、その後「推定されたチャネル」を用いてその符号化された第１の層を
再符号化して増加した(multiplying)後に、受信信号からその影響(contribution)を減算
し(subtract)、その後、第２の層を復号する等々。この「たまねぎ剥き(onion-peering)
」アプローチは、各連続して復号された層が増加するＳＮＲを見るので、したがってより
高いレートをサポートすることができることを意味する。エラー伝播が無いと、ＳＩＣを
伴うＭＣＷ設計は、チャネル条件に基づいて最大システム送信容量を達成する。
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【０１２０】
　ＳＣＷモード設計において、送信機は「同一のデータレート」で各空間層で送信された
データを符号化する。受信機は各トーン(tone)について、最小平均２乗ソリューション(M
inimum Mean Square Solution)（ＭＭＳＥ）やゼロ周波数（ＺＦ）受信機のような低複雑
性線形受信機、あるいはＱＲＭのような非線形受信機を使用可能である。これは、受信機
によるチャネル推定の報告が「最良の(best)」層のみに向けたものであることを可能にし
、この情報を提供するための送信オーバーヘッドの減少を可能にする。
【０１２１】
　図４及び関連する説明はＭＩＭＯシステムに関するものであるが、他のシステムのマル
チ入力シングル入力（ＭＩＳＯ）及びシングル出力マルチ入力（ＳＩＭＯ）はまた図４の
構成及びここにおいて図１、５、６に関して説明された構成、方法及びシステムを用いる
ことができる。
【０１２２】
　図５を参照すると、提供すべきフィードバックタイプを決定する方法の観点が図示され
ている。フィードバックが提供されている適用可能なセクタに関する決定が行われる（ブ
ロック６００）。そのセクタが非サービング(non-serving)セクタである場合、ＣＱＩＣ
ＨＣＴＲＬのうちの１つのみが提供される（ブロック６０４）。そのセクタがサービング
セクタである場合、全てのＣＱＩ報告が送信されることができる（ブロック６０２）。
【０１２３】
　セクタがサービングセクタである場合、報告タイプはアクセス端末によって決定される
（ブロック６０２）。これはＦＬＳＳまたは他のセクタからの指示に基づいてもよい。例
えば（複数の）報告モードメッセージ等のフィードバックはその後、報告タイプに従って
提供される。報告の周波数はＦＬＳＳまたは他のセクタから受信された指示に従い、それ
らは時間にわたって変化する可能性がある。
【０１２４】
　図６を参照すると、提供すべきＣＱＩ報告を決定するもう一つの方法の観点が図示され
ている。報告モードに関する決定が行われる。報告モードはＦＬＳＳまたはアクティブセ
ットの他のメンバーからの、アクティブセットに関連する割り当てメッセージを用いてシ
グナルされ(signaled)てもよい。前述したように、報告モードはＳＩＳＯモード、ＭＩＭ
Ｏ　ＳＣＷモードおよびＭＩＭＯ　ＭＣＷモードであってもよい。さらに、報告モードは
ＳＤＭＡ、プレコーディング、ビームフォーミグ及び他の送信タイプに利用可能である。
【０１２５】
　ＳＩＳＯモードにおいて、例えばＣＱＩＣＨＣＴＲＬのような、制御チャネルＣＱＩタ
イプフィードバックが提供される（ブロック７０２）。ＭＩＭＯ－ＳＣＷモードにおいて
、制御チャネルＣＱＩＣＨＣＴＲＬ及びＣＱＩＣＨＳＣＷフィードバックが提供される（
ブロック７０４）。ＭＩＭＯ　ＳＣＷに供給されるＭＩＭＯフィードバックの一例は図示
され、上述されている。ＭＩＭＯ　ＭＣＷモードにおいて、制御チャネルＣＱＩＣＨＣＴ
ＲＬ及びＣＱＩＣＨＭＣＷフィードバックが提供される（ブロック７０６）。ＭＩＭＯ　
ＳＣＷに供給されるＭＩＭＯフィードバックの一例は図示され、また上述されている。
【０１２６】
　上記プロセスはＴＸプロセッサ４２０または４６０、プロセッサ４３０または４７０及
び、メモリ４３２または４７２を用いて実行されてもよい。図１、５及び６に関して説明
される更なるプロセス、動作および特徴は任意のプロセッサ、制御装置、あるいは他の処
理装置で実行可能であり、ソースコード、オブジェクトコードあるいは他の方法としてコ
ンピュータ可読媒体にコンピュータ可読指示として保存可能である。
【０１２７】
　ここに記載の技術は様々な手段によって実施可能である。たとえば、これらの技術はハ
ードウエア、ソフトウエア、あるいはこれらの組み合わせにおいて実施可能である。ハー
ドウエア実施に関して、アクセスポイントやアクセス端末内の処理ユニットは１以上の特
定用途向け集積回路（ＡＳＩＣｓ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰｓ）、デジタル信
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マブルゲートアレイ（ＦＰＧＡｓ）、プロセッサ、制御装置、マイクロ制御装置、マイク
ロプロセッサ、ここに記載の機能を実行するよう設計された他の電子ユニット、あるいは
これらの組合わせにおいて実施可能である。
【０１２８】
　ソフトウエアの実施に関して、ここに記載の技術はここに記載の機能を実行するモジュ
ール（例えば、手続き、機能など）を用いて実施可能である。ソフトウエアコードはメモ
リユニット中に格納され、プロセッサによって実行される。メモリユニットはプロセッサ
内で、あるいはプロセッサ外で実施されてもよく、その場合、それは技術的に周知の様々
な手段を介してプロセッサに通信可能に結合されることができる。
【０１２９】
　ここにおけるチャネルの概念は、アクセスポイントやアクセス端末によって送信され得
る情報あるいは送信タイプのことであることに注意すべきである。それは、サブキャリア
の固定のあるいは所定のブロック、時間期間、あるいはそのような送信に専用の他の資源
を必要とせず、使用しない。
【０１３０】
　開示されている観点の前の記載は、ここに開示の特徴、機能、操作及び観点を当業者が
実施または使用することを可能にするために提供されている。これらの観点の様々な改良
は当業者にとって既に自明であり、ここに定義されている一般的な原則は精神あるいは範
囲を逸脱しない他の観点に適用されることができる。従って、本開示はここに示されてい
る観点に限定されることを意図するものではなく、ここに開示の原理及び新規の特徴と整
合する最も広範な範囲に従う。
【図面の簡単な説明】
【０１３１】
【図１】多元接続無線通信システムの観点を示す概略図。
【図２Ａ】順方向及び逆方向リンクのスーパーフレーム構成を示す概略図。
【図２Ｂ】逆方向リンクのインターレース構成を示す概略図。
【図３Ａ】１つのキャリアに関して２つの異なるサイズを有する周波数ホッピング制御セ
グメントを示す概略図。
【図３Ｂ】１つのキャリアに関して２つの異なるサイズを有する周波数ホッピング制御セ
グメントを示す概略図。
【図３Ｃ】４つのキャリアに関する周波数ホッピング制御セグメントを示す概略図。
【図４】多元接続無線通信システムにおける送信機及び受信機の観点を示す概略図。
【図５】提供すべきフィードバックタイプを決定する方法の観点を示すフロー図。
【図６】提供するフィードバックタイプを決定する別の方法の観点を図示すフロー図。
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【図２Ｂ】 【図３Ａ】
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【図３Ｂ】 【図３Ｃ】

【図４】 【図５】
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【国際調査報告】
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