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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制御チャネルを通じて基地局（ＢＳ）でデータを転送する方
法であって、
　制御チャネル資源が使用されたか使用されていないかに関する情報を含むメッセージを
接続端末（ＡＴ）に転送することと、
　少なくとも一つの接続端末に割り当てられる前記使用されていない制御チャネル資源を
通じてデータを前記接続端末に転送することと、
を含み、
　前記データは、データチャネル上で前記基地局によって転送された少なくとも一つのサ
ブパケットと関連した追加部分である、方法。
【請求項２】
　前記制御チャネルは、パケットデータ制御チャネル（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ：ＰＤＣＣＨ）、共通シグナリングチャネル（Ｓｈａｒｅｄ　
Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　Ｃｈａｎｎｅｌ：ＳＳＣＨ）、または共通制御チャネル（Ｓｈａｒ
ｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ：ＳＣＣＨ）のいずれかである、請求項１に記載
の方法。
【請求項３】
　前記メッセージは、パケットデータ制御割当メッセージ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ：ＰＤＣＡＭ）またはパケットデ
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ータ制御割当チャネル（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎ
ｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ：ＰＤＣＡＣＨ）である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記メッセージは、毎フレーム、ビットマップフォーマットで制御チャネル情報を運ぶ
、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ビットマップは、使用されていない制御チャネルの最大数に対応する可変長で表さ
れる、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ビットマップは、所定の数のサブビットマップに分割され、各サブビットマップは
、制御チャネル情報タイプを運ぶ、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記メッセージのための前記ビットマップは、音声接続端末のスケジューリング情報の
ためのビットマップと共に転送される、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　前記メッセージは、使用されていない制御チャネル資源を用いるように許容された接続
端末に到達するのに充分な電力レベルで転送される、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記メッセージは、前記制御チャネル資源のために豫約された資源を通じて転送される
、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記メッセージは、異なるタイプによって分類されるもので、第１タイプは高次変調コ
ーディング方式である一方、第２タイプは低次変調コーディング方式である、請求項１に
記載の方法。
【請求項１１】
　前記メッセージは、直交位相偏移変調（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆ
ｔ　Ｋｅｙｉｎｇ：ＱＰＳＫ）方式を用いるデフォルト構成、または、ＱＰＳＫや１６直
交振幅変調（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ：ＱＡ
Ｍ）方式を用いる高次変調コーディング方式（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓ
ｃｈｅｍｅ：ＭＣＳ）構成のいずれかによって転送される、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　相対的にチャネル状態が不良な接続端末よりは相対的にチャネル状態の良好な接続端末
に、豫約された制御チャネル資源に関する情報を含むメッセージを転送することをさらに
含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記メッセージは、個別の物理チャネルを通じてまたは制御チャネルのうち一つを通じ
てビットマップフォーマットで転送される、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記データは、パリティビット、情報ビット、組織ビット、またはコーディングされた
ビットのいずれかである、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記データは、使用されていない制御チャネルを通じてサブパケットの形態で転送され
、前記サブパケットは、固定した開始点を持つ、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　無線通信システムにおいて制御チャネルを通じて接続端末（ＡＴ）でデータを受信する
方法であって、
　制御チャネル資源が使用されたか使用されていないかに関する情報を含むメッセージを
基地局（ＢＳ）から受信することと、
　少なくとも一つの接続端末に割り当てられた前記使用されていない制御チャネル資源を
通じて前記基地局からデータを受信することと、
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を含み、
　前記データは、データチャネル上で前記基地局から転送された少なくとも一つのサブパ
ケットと関連した追加部分である、方法。
【請求項１７】
　無線通信システムにおいて共通制御チャネル（Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａ
ｎｎｅｌ：ＳＣＣＨ）を通じて基地局（ＢＳ）でデータを転送する方法であって、
　ＳＣＣＨが使用されたか使用されていないかに関する情報を含むパケットデータ制御割
当メッセージ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｍｅ
ｓｓａｇｅ：ＰＤＣＡＭ）を接続端末（ＡＴ）に転送することと、
　少なくとも一つの接続端末に割り当てられた前記使用されていないＳＣＣＨを通じてデ
ータを前記接続端末に転送することと、
を含み、
　前記データは、データチャネル上で前記基地局によって転送された少なくとも一つのサ
ブパケットと関連した追加部分である、方法。
【請求項１８】
　前記データは、パリティビット、情報ビット、組織ビット、またはコーディングされた
ビットのいずれかである、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　各ＳＣＣＨは、特定接続端末により使用のために事前に割り当てられる、請求項１７に
記載の方法。
【請求項２０】
　前記ＰＤＣＡＭは、ＳＣＣＨ資源の使用可否に関する情報を含む、請求項１７に記載の
方法。
【請求項２１】
　前記データは、前記少なくとも一つのサブパケットをデコーディングするために用いら
れる、請求項１７に記載の方法。
【請求項２２】
　前記データは、前記サブパケットと同一の情報を含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２３】
　前記データは、前記使用されていないＳＣＣＨを通じてサブパケットの形態で転送され
、前記サブパケットは、固定した開始点を持つ、請求項１７に記載の方法。
【請求項２４】
　無線通信システムにおいて共通制御チャネル（Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａ
ｎｎｅｌ：ＳＣＣＨ）を通じて接続端末（ＡＴ）でデータを受信する方法であって、
　ＳＣＣＨが使用されたか使用されていないかに関する情報を含むパケットデータ制御割
当メッセージ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｍｅ
ｓｓａｇｅ：ＰＤＣＡＭ）を基地局（ＢＳ）から受信することと、
　所定の接続端末に割り当てられた前記使用されていないＳＣＣＨを通じて前記基地局か
らデータを受信することと、
を含み、
　前記データは、データチャネル上で前記基地局から転送された少なくとも一つのサブパ
ケットと関連した追加部分である、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、資源を用いる方法に関するもので、特に、無線通信システム内で資源を効率
的に用いる方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　セルラー通信業界で、当業者は１Ｇ、２Ｇ、及び３Ｇという用語を度々使用する。これ
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らの用語は、用いられるセルラー技術の世代を意味する。１Ｇは第１世代を、２Ｇは第２
世代を、３Ｇは第３世帯を指す。
【０００３】
　１Ｇは、改良された移動電話システム（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｐｈｏｎｅ
　Ｓｙｓｔｅｍ：ＡＭＰＳ）と知られたアナログ電話システムのことを指す。２Ｇは、全
世界に広く普及されているデジタルセルラーシステムのことを指すもので、ＣＤＭＡｏｎ
ｅ、移動通信グローバルシステム（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ
　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ：ＧＳＭ（登録商標））、及び時分割多重接続（Ｔｉｍｅ
　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｉｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ：ＴＤＭＡ）を含む。２Ｇシス
テムは、密集地域内において１Ｇシステムが支援できる使用者よりも遥かに多い使用者を
支援することができる。
【０００４】
　３Ｇは、通常、現在展開しつつあるデジタルセルラーシステムのことを指す。これらの
３Ｇ通信システムは、幾つかの重要な差異点をもっているものの、概念的には互いに類似
している。
【０００５】
　現在の無線通信システムにおいて、使用者（または、移動端末）は、自由に移動しつつ
途切れないサービスを楽しむことができる。このために、無線システムにおける各種の異
なる条件及び環境下で、通信システムサービスの有効性の他に効率性もまた増大させる計
画及び技術を考案することによって、現在無線通信技術を改善することが重要である。様
々な条件及び環境を説明し且つ通信サービスを強化するために、無線資源のより効率的な
利用を含む様々な方法が、より効果的で効率的な転送を促進するように実行されることが
できる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　無線システムにおいて、必要な資源の量は接続網（ａｃｃｅｓｓ　ｎｅｔｗｏｒｋ）に
対する接続端末（ａｃｃｅｓｓ　ｔｅｒｍｉｎａｌ）の位置（ｌｏｃａｔｉｏｎ）または
ポジションによって変わることができる。そのため、多数のデータ／チャネルフォーマッ
トがある。なお、制御チャネルにより消費される無線資源は、（帯域幅、時間、及び／ま
たは周波数の観点から）時間によって変わることができる。
【０００７】
　したがって、本発明は、無線通信システムで資源を効率的に用いる方法に関するもので
、関連した技術の制限及び欠点に起因する一つまたはそれ以上の問題点を実質的に解消す
る。
【０００８】
　本発明の目的は、無線通信システムで制御チャネルを通じてデータを転送する方法を提
供することにある。
【０００９】
　本発明のさらに他の目的は、無線通信システムにおいて制御チャネルを通じてデータを
受信する方法を提供することにある。
【００１０】
　本発明のさらに他の目的は、無線通信システムにおいて共通制御チャネル（ｓｈａｒｅ
ｄ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ：ＳＣＣＨ）を通じてデータを転送する方法を提供
することにある。
【００１１】
　また、本発明のさらに他の目的は、無線通信システムにおいて共通制御チャネル（ＳＣ
ＣＨ）を通じてデータを受信する方法を提供することにある。
【００１２】
　本発明の追加的な利点、目的及び特徴は、下記の説明から部分的に説明されるか、下記
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の説明を検討することによって当業者に明らかになるか、本発明の実施からわかることが
できる。本発明の目的及び他の利点は、添付の図面の他に、明細書及びその特許請求の範
囲で特に指摘された構造によって実現され達成されることができる。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　これらの目的及び他の長所を達成するために且つ本発明の目的に応じて、ここに具体化
され且つ広く記述される如く、無線通信システムにおいて制御チャネルを通じてデータを
転送する方法は、制御チャネル資源が使用されたか否かに関する情報を含むメッセージを
転送する段階と、少なくとも一つの使用者に割り当てられた使用されていない制御チャネ
ルを通じてデータを転送する段階と、を含み、該データは、データチャネル上で転送され
た少なくとも一つのサブパケットと関連した追加部分である。
【００１４】
　本発明の他の様相では、無線通信システムにおいて制御チャネルを通じてデータを受信
する方法は、制御チャネル資源が使用されたか否かに関する情報を含むメッセージを受信
する段階と、少なくとも一つの使用者に割り当てられた使用されていない制御チャネルを
通じてデータを受信する段階と、を含み、該データは、データチャネル上で転送された少
なくとも一つのサブパケットと関連した追加部分である。
【００１５】
　本発明のさらに他の様相では、無線通信システムにおいて共通制御チャネル（ＳＣＣＨ
）を通じてデータを転送する方法は、ＳＣＣＨが使用されたか否かに関する情報を含むパ
ケットデータ制御割当メッセージ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎ
ｎｅｌ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ：ＰＤＣＡＭ）を転送する段階と、少な
くとも一つの使用者に割り当てられた使用されていないＳＣＣＨを通じてデータを転送す
る段階と、を含み、該データは、データチャネル上で転送された少なくとも一つのサブパ
ケットと関連した追加部分である。
【００１６】
　また、本発明のさらに他の様相では、無線通信システムにおいて共通制御チャネル（Ｓ
ＣＣＨ）を通じてデータを受信する方法は、ＳＣＣＨが使用されたか否かに関する情報を
含むパケットデータ制御割当メッセージ（ＰＤＣＡＭ）を受信する段階と、特定の使用者
に割り当てられた使用されていないＳＣＣＨを通じてデータを受信する段階と、を含み、
該データは、データチャネル上で転送された少なくとも一つのサブパケットと関連した追
加部分である。
【００１７】
　本発明は、さらに、例えば、以下を提供する。
（項目１）
　無線通信システムにおいて制御チャネルを通じてデータを転送する方法において、
　制御チャネル資源が使用されたか否かに関する情報を含むメッセージを転送する段階と
、
　少なくとも一つの使用者に割り当てられる前記使用されていない制御チャネル資源を通
じてデータを転送する段階と、
を含み、
　ここで、前記データは、データチャネル上で転送された少なくとも一つのサブパケット
と関連した追加部分である、制御チャネルを通じたデータ転送方法。
（項目２）
　前記制御チャネルは、パケットデータ制御チャネル（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ：ＰＤＣＣＨ）、共通シグナリングチャネル（Ｓｈａｒｅｄ　
Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　Ｃｈａｎｎｅｌ：ＳＳＣＨ）、または共通制御チャネル（Ｓｈａｒ
ｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ：ＳＣＣＨ）のいずれかである、項目１に記載の
制御チャネルを通じたデータ転送方法。
（項目３）



(6) JP 5008721 B2 2012.8.22

10

20

30

40

50

　前記メッセージは、パケットデータ制御割当メッセージ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ：ＰＤＣＡＭ）またはパケットデ
ータ制御割当チャネル（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎ
ｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ：ＰＤＣＡＣＨ）である、項目１に記載の制御チャネルを通じたデー
タ転送方法。
（項目４）
　前記メッセージは、毎フレームでビットマップフォーマット（ｂｉｔｍａｐ　ｆｏｒｍ
ａｔ）で制御チャネル情報を運ぶ、項目１に記載の制御チャネルを通じたデータ転送方法
。
（項目５）
　前記ビットマップは、利用されていない制御チャネルの最大数に対応する可変長で表さ
れる、項目４に記載の制御チャネルを通じたデータ転送方法。
（項目６）
　前記ビットマップは、所定の数のサブビットマップに分割され、各サブビットマップは
、制御チャネル情報タイプを運ぶ、項目４に記載の制御チャネルを通じたデータ転送方法
。
（項目７）
　前記メッセージのための前記ビットマップは、音声使用者のためのビットマップと共に
転送される、項目４に記載の制御チャネルを通じたデータ転送方法。
（項目８）
　前記メッセージは、利用されていない制御チャネル資源を用いるように許容された接続
端末（ａｃｃｅｓｓ　ｔｅｒｍｉｎａｌｓ）に到達するのに充分な電力レベルで転送され
る、項目１に記載の制御チャネルを通じたデータ転送方法。
（項目９）
　前記メッセージは、前記制御チャネル資源のために豫約された資源を通じて転送される
、項目１に記載の制御チャネルを通じたデータ転送方法。
（項目１０）
　前記メッセージは、異なるタイプによって分類されるもので、第１タイプは高次変調コ
ーディング方式（ｈｉｇｈｅｒ　ｏｒｄｅｒ　ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｃｏｄｉｎｇ　ｓ
ｃｈｅｍｅ）である一方、第２タイプは低次変調コーディング方式（ｌｏｗｅｒ　ｏｒｄ
ｅｒ　ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｃｏｄｉｎｇ　ｓｃｈｅｍｅ）である、項目１に記載の制
御チャネルを通じたデータ転送方法。
（項目１１）
　前記メッセージは、直交位相偏移変調（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆ
ｔ　Ｋｅｙｉｎｇ：ＱＰＳＫ）方式を用いるデフォルト構成、または、ＱＰＳＫや１６直
交振幅変調（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ：ＱＡ
Ｍ）方式を用いる高次変調コーディング方式構成のいずれかによって転送される、項目１
に記載の制御チャネルを通じたデータ転送方法。
（項目１２）
　相対的にチャネル状態が不良な接続端末よりは相対的にチャネル状態の良好な接続端末
に、制限された制御チャネル資源を転送する段階をさらに含む、項目１に記載の制御チャ
ネルを通じたデータ転送方法。
（項目１３）
　前記メッセージは、個別の物理チャネルを通じてまたは制御チャネルのうち一つを通じ
てビットマップフォーマットで転送される、項目１に記載の制御チャネルを通じたデータ
転送方法。
（項目１４）
　前記データは、パリティ（ｐａｒｉｔｙ）ビット、情報ビット、組織（ｓｙｓｔｅｍａ
ｔｉｃ）ビット、またはコーディングされたビットのいずれかである、項目１に記載の制
御チャネルを通じたデータ転送方法。
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（項目１５）
　前記メッセージは、直交性に基盤しているビットマップフォーマットで転送される、項
目１に記載の制御チャネルを通じたデータ転送方法。
（項目１６）
　前記データは、利用されていない制御チャネルを通じてサブパケットの形態で転送され
、これらのサブパケットは、固定した開始点を持つ、項目１に記載の制御チャネルを通じ
たデータ転送方法。
（項目１７）
　無線通信システムにおいて制御チャネルを通じてデータを受信する方法において、
　制御チャネル資源の使用されたか否かに関する情報を含むメッセージを受信する段階と
、
　少なくとも一つの使用者に割り当てられた前記使用されていない制御チャネル資源を通
じてデータを受信する段階と、
を含み、
　前記データは、データチャネル上で転送された少なくとも一つのサブパケットと関連し
た追加部分である、制御チャネルを通じたデータ受信方法。
（項目１８）
　無線通信システムにおいて共通制御チャネル（Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａ
ｎｎｅｌ：ＳＣＣＨ）を通じてデータを転送する方法において、
　共通制御チャネルの使用されたか否かに関する情報を含むパケットデータ制御割当メッ
セージ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｍｅｓｓａ
ｇｅ：ＰＤＣＡＭ）を転送する段階と、
　少なくとも一つの使用者に割り当てられた前記使用されていない共通制御チャネル（Ｓ
ＣＣＨ）を通じてデータを転送する段階と、
を含み、
　前記データは、データチャネル上で転送された少なくとも一つのサブパケットと関連し
た追加部分である、共通制御チャネルを通じたデータ転送方法。
（項目１９）
　前記データは、パリティビット、情報ビット、組織ビット、またはコーディングされた
ビットのいずれかである、項目１８に記載の共通制御チャネルを通じたデータ転送方法。
（項目２０）
　各ＳＣＣＨは、特定使用者により使用のために事前に割り当てられる、項目１８に記載
の共通制御チャネルを通じたデータ転送方法。
（項目２１）
　前記ＰＤＣＡＭは、ＳＣＣＨ資源の使用可否に関する情報を含む、項目１８に記載の共
通制御チャネルを通じたデータ転送方法。
（項目２２）
　前記データを用いて少なくとも一つのサブパケットをデコーディングする、項目１８に
記載の共通制御チャネルを通じたデータ転送方法。
（項目２３）
　前記データは、サブパケットと同一の情報を含む、項目１８に記載の共通制御チャネル
を通じたデータ転送方法。
（項目２４）
　前記データは、使用されていないＳＣＣＨを通じてサブパケットの形態で転送され、こ
れらのサブパケットは、固定した開始点を持つ、項目１８に記載の共通制御チャネルを通
じたデータ転送方法。
（項目２５）
　無線通信システムにおいて共通制御チャネル（Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａ
ｎｎｅｌ：ＳＣＣＨ）を通じてデータを受信する方法において、
　共通制御チャネル（ＳＣＣＨ）の使用されたか否かに関する情報を含むパケットデータ
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制御割当メッセージ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ
　Ｍｅｓｓａｇｅ：ＰＤＣＡＭ）を受信する段階と、
　所定の使用者に割り当てられた、使用されていないＳＣＣＨを通じてデータを受信する
段階と、
を含み、
　前記データは、データチャネル上で転送された少なくとも一つのサブパケットと関連し
た追加部分である、共通制御チャネルを通じたデータ受信方法。
　本発明の下記の詳細な説明と上記の包括的な説明はいずれも、本発明を例示及び説明す
るためのもので、特許請求の範囲に記載された発明をさらに説明するために提供されてい
る。
【００１８】
　（産業上の利用可能性）
　本発明の精神及び範囲から逸脱しない限度内で本願の様々な変形及び変更ができるとい
うことが、当業者にとっては自明である。したがって、本発明は、本願の変更及び変形を
含み、これらの変更及び変形は、請求された範囲及びその均等範囲内に含まれるように意
図された。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】ＰＤＣＡＣＨのためのビットマップを例示する模範的なダイヤグラムである。
【図２】時間－周波数資源に対するＦ－ＰＤＣＣＨのフォーマットを示す模範的なダイヤ
グラムである。
【図３】サブパケットのあらかじめ定められた開始点を示す模範的なダイヤグラムである
。
【図４】使用されていないビットのためのＦ－ＰＤＣＨエンコーダ規則を示す模範的なダ
イヤグラムである。
【図５】３つのＦ－ＰＤＣＣＨがいずれも活性（ａｃｔｉｖｅ）である場合における資源
分割を示す模範的なダイヤグラムである；
【図６】１つの活性Ｆ－ＰＤＣＣＨと２つの不活性Ｆ－ＰＤＣＣＨが存在する場合におけ
る資源分割を示す模範的がダイヤグラムである。
【図７】制御シンボルを持つ資源割当を示す模範的なダイヤグラムである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、添付の図面を参照しつつ、本発明の好適な実施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符号を付する。
【００２１】
　広帯域直交周波数分割多重（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓ
ｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ：ＯＦＤＭ）システムは、典型的に、接続端末（Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｔｅｒｍｉｎａｌｓ：ＡＴｓ）間に共有されている複数の順方向リンク（Ｆｏ
ｒｗａｒｄ　Ｌｉｎｋ：ＦＬ）パケットデータチャネル（Ｆ－ＰＤＣＨ）及び逆方向リン
ク（Ｒｅｖｅｒｓｅ　Ｌｉｎｋ：ＲＬ）パケットデータチャネル（Ｒ－ＰＤＣＨ）を備え
る。それぞれのＦ－ＰＤＣＨとＲ－ＰＤＣＨは関連している制御チャネルで、ＦＬパケッ
トデータ制御チャネル（Ｆ－ＰＤＣＣＨ）、ＦＬ共通シグナリングチャネル（Ｆ－ＳＳＣ
Ｈ）、またはＦＬ共通制御チャネル（Ｆ－ＳＣＣＨ）とも呼ばれる。Ｆ－ＰＤＣＣＨ、Ｆ
－ＳＳＣＨ、またはＦ－ＳＣＣＨは、ＦＬ及びＲＬ資源を割り当てて管理するのに用いら
れ、それぞれのパケットフォーマットを指定する。Ｆ－ＰＤＣＣＨ、Ｆ－ＳＳＣＨ、また
はＦ－ＳＣＣＨは、異なる資源を特別な接続端末（ＡＴ）に／から割り当てたり回収する
のに用いられる複数の制御チャネルメッセージを運ぶ。簡単には、Ｆ－ＰＤＣＣＨ、Ｆ－
ＳＳＣＨ、またはＦ－ＳＣＣＨは、Ｆ－ＰＤＣＨをデコーディングするのに要求される全
ての必要情報（例えば、スケジューリングされた接続端末アイデンティティ（ｉｄｅｎｔ
ｉｔｙ）及び／またはペイロード（ｐａｙｌｏａｄ）大きさ）を運び、また、順方向デー
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タチャネル（Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｄａｔａ　Ｃｈａｎｎｅｌ：Ｆ－ＤＣＨ）と見なされるこ
とができる。
【００２２】
　説明の簡略化のために、以下では制御チャネル（例えば、Ｆ－ＰＤＣＣＨ、Ｆ－ＳＳＣ
Ｈ、及びＦ－ＳＣＣＨ）は一様にＦ－ＰＤＣＣＨと呼ぶものとする。さらに、データチャ
ネル（例えば、Ｆ－ＤＣＨ及びＦ－ＰＤＣＨ）は一様にＦ－ＰＤＣＨと呼ぶ。
【００２３】
　ＦＬ制御セグメントは、毎ＦＬフレームに存在し、少なくとも三つのノードを持つベー
スノードを単位として割り当てられる。ベースノードはまた、タイル（例えば、１６副搬
送波×８シンボルからなる）と見なされることができる。ＦＬ制御セグメントの準静的（
ｑｕａｓｉ－ｓｔａｔｉｃ）割当は、最大予想されたＦ－ＰＤＣＣＨロード（ｌｏａｄ）
のための大きさとなり、ＦＬオーバーヘッドチャネル（Ｆ－ＳＢＣＣＨ）を通じてシグナ
リングされる。制御ロード変動の存在下で、制御資源の変動可能なわずか（ｖａｒｉａｂ
ｌｅ　ｆｒａｃｔｉｏｎ）は、各フレームで利用されずに残されることができる。このセ
クションで記述された動的共有手法は、各フレームごとにＦ－ＤＣＨまたはＦ－ＰＤＣＨ
により、使用されていない（ｗａｓｔｅｄ）制御資源を再使用することを許容する。
【００２４】
　ＦＬ制御セグメントに割り当てられたチャネルノードは、ＦＬトラフィック資源チャネ
ルツリーを通じてアドレス可能であり、したがって、正規（ｒｅｇｕｌａｒ）のＦ－ＤＣ
Ｈ（またはＦ－ＰＤＣＨ）ノードに加えられてＡＴに割り当てられることができる。正規
のＦ－ＰＤＣＨ割当と違い、トラフィックシンボルを伝達するためのＦＬ制御ノードの使
用は、一つまたはそれ以上の利用されていない制御資源の存在が必要条件とされている。
一つまたはそれ以上の制御ノードがＡＴに割り当てられる度に、与えられたフレーム内で
いかなるＦ－ＰＤＣＣＨメッセージをも伝達しないこれらノードと関連している全ての変
調シンボルは、フレーム内でそのＡＴのためのデータ変調シンボルを含むことができる。
【００２５】
　Ｆ－ＰＤＣＣＨは、Ｆ－ＰＤＣＨがどのＡＴを対象としているか、且つ、いつそしてど
んなレート（ｗｈｅｎ　ａｎｄ　ａｔ　ｗｈａｔ　ｒａｔｅ）でＡＴがＲ－ＰＤＣＨを転
送できるかを表す媒体接続制御識別子（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　
Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ：ＭＡＣ　ＩＤ）を伝達する。ＭＡＣ　ＩＤは、ＡＴでの
デコーディングを容易するためにＦ－ＰＤＣＨのパケットフォーマットとして解釈される
ことができる。
【００２６】
　動作中に、Ｆ－ＰＤＣＣＨにより要求される資源の量はＡＴ幾何学的構造によって変わ
ることができる。ＡＴ幾何学的構造（ｇｅｏｍｅｔｙ）は、接続網からＡＴがどれくらい
近くにまたは遠くにあるかを表す。ここで、良い幾何学的構造ＡＴは、良好か或いは相対
的により良好なチャネル状態を持つＡＴとして解釈されることができる。同様に、悪い幾
何学的構造ＡＴは、悪いか或いは相対的により悪いチャネル状態を持つＡＴとして解釈さ
れることができる。ＡＴ幾何学的構造に基づいて、多数の及び／または異なるＦ－ＰＤＣ
ＣＨフォーマットが形成されることができる。
【００２７】
　本願で、ＡＴはまた、移動局、移動端末、移動端末局、または端末とも呼ばれる。なお
、ＡＮは、基地局、ネットワーク、またはノードＢとも呼ばれる。
【００２８】
　広帯域無線システムのために、Ｆ－ＰＤＣＨ及び／またはＲ－ＰＤＣＨの数は大きくな
ることができる。その結果、同様に、これらのＦ－ＰＤＣＨ及びＲ－ＰＤＣＨを制御する
上で必要なＦ－ＰＤＣＣＨの数も大きくなることができる。Ｆ－ＰＤＣＣＨの最大の指定
された数が与えられると、“活性”Ｆ－ＰＤＣＣＨの数は時間によって変わることができ
る。
【００２９】
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　例えば、所定の時間でスケジューリングする新しいＡＴがないと、Ｆ－ＰＤＣＣＨは要
らない。しかし、スケジューリングする新しい４つのＡＴがあるとしたら、４つのＦ－Ｐ
ＤＣＣＨが必要とされる。したがって、Ｆ－ＰＤＣＣＨのセットにより消費される資源（
帯域幅、時間、及び／または電力の観点から）は、時間によって変わることができる。
【００３０】
　Ｆ－ＰＤＣＣＨにより消費される資源の効率的管理のために、資源はＦ－ＰＤＣＨ及び
Ｆ－ＰＤＣＣＨの間で分割（ｐａｒｔｉｔｉｏｎ）されることができる。すなわち、資源
の効率的管理のためのより効率的な資源利用のために制御信号が転送されることができる
。すなわち、利用されていない制御資源の利用を支援するために、Ｆ－ＰＤＣＣＨまたは
Ｆ－ＰＤＣＣＨ利用の状態が、制御ノードの割り当てられる全てのＡＴにフレーム単位に
送られる必要がある。このため、パケットデータ制御割当チャネル（ＰＤＣＡＣＨ）また
はパケットデータ制御割当メッセージ（ＰＤＣＡＭ）が用いられることができる。
【００３１】
　ＰＤＣＡＣＨまたはＰＤＣＡＭは、交互に使用されることができる。ＰＤＣＡＭは、物
理階層チャネルで転送されうるメッセージを表し、ＰＤＣＡＣＨは、このメッセージを伝
達するための専用物理階層チャネル及び該メッセージの両方を表す。言い換えると、ＰＤ
ＣＡＭ（メッセージ）は専用物理階層チャネル（すなわち、ＰＤＣＡＣＨ）または多数の
他のチャネル上で転送されることができる。簡単にするために、以下てばＰＤＣＡＣＨと
いう用語とする。
【００３２】
　このＰＤＣＡＣＨ信号は、Ｆ－ＰＤＣＣＨ（ｓ）及びＦ－ＰＤＣＨ（ｓ）間で資源の分
割（ｐａｒｔｉｔｉｏｎｉｎｇ）を指示するのに用いられることができる。すなわち、Ｐ
ＤＣＡＣＨ（またはＦ－ＰＤＣＡＣＨ）は、同一フレーム率で制御シグナリング（例えば
、Ｆ－ＰＤＣＣＨ）とデータ転送（Ｆ－ＰＤＣＨ）との間で資源の動的再分割を許容する
。
【００３３】
　ＰＤＣＡＣＨは、各フレームで転送される広帯域／マルチキャストチャネルである。Ｐ
ＤＣＡＣＨは、ビットマップ技法を用いて１フレーム内で用いられたＦ－ＰＤＣＣＨの数
及び／またはＦ－ＰＤＣＣＨが活性か不活性かに関する情報などを指示することができる
。それによって、スケジューリングされたＡＴは、これらのいわば潜在的な資源が割り当
てられることができ、一つまたはそれ以上のＦ－ＰＤＣＣＨが不活性になるとそれらを使
用することができる。
【００３４】
　簡単に言えば、ＰＤＣＡＣＨは、Ｆ－ＰＤＣＣＨ及びＦ－ＰＤＣＨ間で資源の分割を指
示する。例えば、全てのＦ－ＰＤＣＣＨが不活性であれば、Ｆ－ＰＤＣＣＨのために豫約
されたそれらの資源が、Ｆ－ＰＤＣＨにより使用されることができる。逆に、全てのＦ－
ＰＤＣＣＨが活性であれば、それらのために豫約された資源はＦ－ＰＤＣＨにより使用さ
れることができない。
【００３５】
　ＰＤＣＡＣＨは、毎フレームのＦＬセグメントでビットマップフォーマットでＦ－ＰＤ
ＣＣＨ資源を伝達することができ、ＦＬ制御セグメントの準静的（ｑｕａｓｉ－ｓｔａｔ
ｉｃ）割当によって潜在的に利用されないＦ－ＰＤＣＣＨメッセージの最大数により決定
されることができ、ビットマップの毎ビットは、関連されたＦ－ＰＤＣＣＨメッセージの
利用状態を表す。
【００３６】
　したがって、ＦＬ制御ノード（またはタイル）が割り当てられ、ＰＤＣＡＣＨを受信す
るＡＴは、その割当内でＦＬ制御ノードと関連した変調シンボルのうち、Ｆ－ＰＤＣＣＨ
により利用されていないものを決定し、これによってデータシンボルを運ぶことができる
。
【００３７】
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　ここで、ＰＤＣＡＣＨは、Ｆ－ＰＤＣＣＨメッセージの特別なケースと特徴付けられる
。ＰＤＣＡＣＨは潜在的に利用されないことのできるＦ－ＰＤＣＣＨセグメントの最大数
に対応する可変長のビットマップを運ぶ。さらに、Ｆ－ＰＤＣＣＨセグメントは２０情報
ビットまで伝達するようにサイジングされる。
【００３８】
　ＰＤＣＡＣＨは、Ｆ－ＰＤＣＣＨのフォーマットと同一か異なるフォーマットを用いて
、Ｆ－ＰＤＣＣＨのために豫約された資源で送られることができる。ＰＤＣＡＣＨが異な
るフォーマットで送られ、Ｆ－ＰＤＣＣＨのための変調シンボルの数がＦ－ＰＤＣＣＨの
変調シンボルの数よりも小さいと、残っているＦ－ＰＤＣＣＨシンボルはデータ転送（例
えば、データチャネルの一部としてＰＤＤＣＨ資源が割り当てられた、データ使用者のた
めのパリティビットの転送）のために用いられることができる。
【００３９】
　ＰＤＣＡＣＨがＦ－ＰＤＣＣＨ（すなわち、特定のＦ－ＰＤＣＣＨ）のフォーマットと
同一のフォーマットで送られると、Ｆ－ＰＤＣＣＨにより運ばれる情報ビットはＰＤＣＡ
ＣＨの情報ビットよりも大きくなることができる。この場合に、ＰＤＣＡＣＨ及び循環剰
余検査（Ｃｙｃｌｅ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ：ＣＲＣ）により使われなかっ
た余分の情報ビットは、データ転送（例えば、データチャネルの一部としてＦ－ＰＤＣＣ
Ｈが割り当てられた、データ使用者のためのパリティビット転送）のために用いられるこ
とができる。
【００４０】
　なお、ＰＤＣＡＣＨは、ＰＤＣＡＣＨのために豫約された資源のセットを用いることが
できる。別個のチャネルとして転送されうるか、または、上述したようにＦ－ＰＤＣＣＨ
（しかし論理的にＰＤＣＡＣＨと定義された）と同一の転送フォーマットを用いて送られ
ることができる。ＰＤＣＡＣＨのための資源はまた、プリアンブルでシグナリングされる
ことができる。ＡＴ及びＡＮは、このＰＤＣＡＣＨ特性が支援されうるかを表す構成可能
な属性（ａｔｔｒｉｂｕｔｅ）を備える。例えば、属性は、ＰＤＣＡＣＨ特性を支援する
か否かをＡＴがＡＮに表させるようにする。
【００４１】
　さらに、Ｆ－ＰＤＣＣＨタイプの数が一つ以上であれば、ＰＤＣＡＣＨの概念は一般化
されることができる。例えば、一つのＦ－ＰＤＣＣＨ（タイプ１）は、高次の変調コーデ
ィング方式（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ：ＭＣＳ）を使用する
のに対し、他のＦ－ＰＤＣＣＨ（タイプ２）は低次のＭＣＳを使用する。他の例として、
Ｆ－ＰＤＣＣＨタイプ１は良好な幾何学的構造ＡＴｓのためにスケジューリング情報を運
ぶことができる代わりに、Ｆ－ＰＤＣＣＨタイプ２は悪い幾何学的構造ＡＴｓのためにス
ケジューリング情報を運ぶことができる。この例で、ＡＴは、幾つかの時間ウィンドが移
動する間に転送されたデータ率制御値または報告されたチャネル品質情報の幾つかのフィ
ルタリング動作によってその幾何学的構造のタイプを決定することができる。
【００４２】
　２通りのＦ－ＰＤＣＣＨタイプがある場合、２つの個別ＰＤＣＡＣＨは定義されて使用
されることができるが、一つのＰＤＣＡＣＨは、タイプ１のＦ－ＰＤＣＣＨが使われると
いう信号をすることができ、残り一つのＰＤＣＡＣＨは、タイプ２のＦ－ＰＤＣＣＨが使
われるという信号をすることができる。
【００４３】
　これによって、タイプ１をデコーディングできるＡＴは、タイプ２のＦ－ＰＤＣＣＨを
デコーディングすることを避けることができ、その反対も可能である。また、２タイプと
もデコーディングできるＡＴは、２タイプともデコーディングすることができる。
【００４４】
　Ｆ－ＰＤＣＣＨの転送に対して、２通りの構成、すなわち、デフォルト構成及び高いＭ
ＣＳ構成がある。デフォルト構成に対して、直交位相偏移変調（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　
Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ：ＱＰＳＫ）が使われることができる。高いＭＣ
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Ｓに対しては、変調次数（ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｏｒｄｅｒ）、ＱＰＳＫ、１６直交振
幅変調（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ：ＱＡＭ）
が使われることができる。
【００４５】
　検討した如く、Ｆ－ＰＤＣＣＨは、活性または不活性になり得る。しかし、一般的な場
合、０、１、または全てのＦ－ＰＤＣＣＨは、Ｆ－ＰＤＣＨで利用可能な豫約された資源
の異なるレベルで活性結果になることができる。したがって、以降説明される資源の柔軟
で効率的な再割当を実現する様々な方法がある。
【００４６】
　なお、最終Ｆ－ＰＤＣＣＨ（例えば、Ｆ－ＰＤＣＣＨ＿（Ｎ－１））はまた省略される
ことができ、よって、全てのＦ－ＰＤＣＣＨが不活性になると、ＰＤＣＡＣＨは転送され
る必要がない。ここで、シーケンシングを仮定して（すなわち、利用順にＦ－ＰＤＣＣＨ
の優先順位を付けて）、全てのＦ－ＰＤＣＣＨは最終Ｆ－ＰＤＣＣＨが送られる時に活性
になりうる。ＰＤＣＡＣＨの不在（ａｂｓｅｎｃｅ）は、ＡＴが全てのＦ－ＰＤＣＣＨを
読み取ることを要求し、また、可用の余分の資源がないことを表すということと同等であ
る。
【００４７】
　また、制限された（または豫約された）Ｆ－ＰＤＣＣＨ資源は、単に良好な幾何学的構
造ＡＴにのみ割り当てられることができる。すなわち、悪い幾何学的構造ＡＴは、豫約さ
れた資源を用いることができない。
【００４８】
　ビットマップ技法に関して、ビットマップは可変長になり得る。例えば、ビットマップ
は、長さ２～３２ビットとなることができる。なお、長さに関係なく、ビットマップは同
一資源（例えば、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）トーン資源）で転送されることができ
る。変わるのは、コーディング率と知られた帯域幅拡張係数（ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　ｅｘ
ｐａｎｓｉｏｎ　ｆａｃｔｏｒ）である。ビットマップ長が増加するにつれて、コーディ
ング率も増加する。
【００４９】
　コーディング率は、コーディングされたビット反復及び／またはパンクチャリング（ｐ
ｕｎｃｔｕｒｉｎｇ）を通じて調節されることができる。例えば、可変長のビットマップ
は、制限長さＬであり且つｎ／ｋレートを有する畳み込みエンコーダに入力される（そし
て、可能な限りインタリーバ）。例えば、運ばれうるコーディングされたビットの全体数
がＭであれば、畳み込みエンコーダ出力ビットは、長さＭのエンコーディングされたビッ
トのセットを生成するように、反復及び／またはパンクチャリングされる。
【００５０】
　ビットマップの長さは、上位階層シグナリングまたは媒体接続制御（ＭＡＣ）階層シグ
ナリングによって表示されることができる。例えば、ビットマップの長さはスーパーフレ
ーム（ｓｕｐｅｒ－ｆｒａｍｅ）プリアンブルのブロードキャストチャネルで転送される
ことができる。
【００５１】
　ビットマップの長さはまた、Ｆ－ＰＤＣＣＨの数によって表示されることができ、順に
、上位階層またはＭＡＣ階層シグナリングにより表示されることができる。ここで、Ｆ－
ＰＤＣＣＨの数による表示はまた、リンク割当ブロック（Ｌｉｎｋ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎ
ｔ　Ｂｌｏｃｋ：ＬＡＢｓ）またはリンク割当メッセージとして見なされることができる
。これと同様に、Ｆ－ＰＤＣＣＨの数はスーパー－フレームプリアンブルのブロードキャ
ストチャネルで表示されることができる。
【００５２】
　また、ＰＤＣＡＣＨビットマップの長さは、Ｆ－ＰＤＣＣＨの数と等しいか小さくなる
ことができる。ここで、一定のＦ－ＰＤＣＣＨがビットマップ中に含まれる必要はない。
例えば、活性係数（ａｃｔｉｖｉｔｙ　ｆａｃｔｏｒ）が高い場合、第１Ｆ－ＰＤＣＣＨ



(13) JP 5008721 B2 2012.8.22

10

20

30

40

50

（例えば、Ｆ－ＰＤＣＣＨ＿０）またはそれ以上が省略されることができる。換言すると
、Ｆ－ＰＤＣＣＨが活性になる（または利用される）と見なされる場合は、第１Ｆ－ＰＤ
ＣＣＨまたはそれ以上は省略されることができる。
【００５３】
　別の方法は、単一のＰＤＣＡＣＨビットマップをＬ個のサブビットマップに分割するこ
とである。第１サブビットマップは、タイプ１のＦ－ＰＤＣＣＨが用いられていることを
知らしめるのに使用されることができる。第２サブビットマップは、タイプ２のＦ－ＰＤ
ＣＣＨが用いられていることを知らしめるのに使用されることができ、その他第Ｌサブビ
ットマップは、タイプＬのＦ－ＰＤＣＣＨが用いられていることを知らしめるのに使用さ
れることができる。
【００５４】
　例えば、２１ビットマップ位置があり、Ｌ＝２であるとすれば、最初の１２ビット位置
は、Ｆ－ＰＤＣＣＨタイプ１のために豫約されることができ、残っている９ビット位置は
Ｆ－ＰＤＣＣＨのために豫約されることができる。ここで、ＰＤＣＡＣＨまたは他の上位
階層メッセージは、各サブビットマップの大きさを表示するフィールドを持っている。
【００５５】
　多数のＦ－ＰＤＣＣＨタイプ、及び／または順に、多数のビットマップまたは多数のサ
ブビットマップのためのビットマップを支援するために、どのビットマップまたはサブビ
ットマップがどのＦ－ＰＤＣＣＨタイプを運ぶかをＡＴが決定するようにするシグナリン
グが要求される。例えば、二つまたはそれ以上のビットマップは、上位階層メッセージン
グにより定義されて表すことができる。他の例として、一つまたはそれ以上のビットマッ
プは、上位階層メッセージングによって定義され表示された二つまたはそれ以上のサブ－
マップで定義されることができる。
【００５６】
　他の方法は、ＭＡＣ階層シグナリングを用いることで、ここで、一つまたはそれ以上の
ビットはビットマップに加えたりまたはビットマップから減ずることができる（オリジナ
ルビットマップからビットの数を減らすことができる）。
【００５７】
　例えば、例示の２１ビットマップポジションのうちの一つ（例えば、第１ポジション）
を参照し、ＭＡＣ階層シグナリングのためにそれを豫約させる。すると、２０ビットマッ
プポジションが残る。このビット値が０であれば、ビットマップはＦ－ＰＤＣＣＨのタイ
プを区別しない。もし、このビット値が１であれば、ビットマップはＦ－ＰＤＣＣＨのタ
イプを区別する（例えば、Ｆ－ＰＤＣＣＨタイプ１のために最初の１２ポジション及びＦ
－ＰＤＣＣＨタイプ２のために残っている９ビットポジション）。このアイディアは、Ｋ
ビットに一般化されることができ、２Ｋサブビットマップまで定義することを可能にする
。
【００５８】
　ＰＤＣＡＣＨのフォーマットに関して、ビットマップ及びＣＲＣのみが転送されること
ができる。ここで、ＰＤＣＡＣＨは、Ｋビットマップ＋ＣＲＣの長さ（例えば、Ｋ＋１６
ビットＣＲＣ）を持つことができる。例えば、ＰＤＣＡＣＨは、２４ビット（８ビットの
ビットマップ＋１６ビットのＣＲＣ）になり得る。或いは、Ｆ－ＰＤＣＣＨ＿０＋ビット
マップ（ピギーバックされた（ｐｉｇｇｙ－ｂａｃｋｅｄ））とする（例えば、７＋４５
＝５２ビットまたは７＋３５＝４２ビット）。
【００５９】
　転送フォーマットに関しては、単にビットマップのみが転送されることができる。或い
は、ビットマップとＦ－ＰＤＣＣＨとも転送されることができる。フォーマットのうちの
いずれか一つが転送用に使われる時、ＡＴは、順次にデコーディングを行うことができる
（例えば、ＡＴはまずＦ－ＰＤＣＣＨ＿０＋ビットマップを探す）。デコーディングに失
敗すると、ＡＴは単にビットマップ＋ＣＲＣ転送のみを探すことができる。
【００６０】
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　一般的な場合に、プリアンブルでフラッグ（ｆｌａｇ）のための多数のビットが使われ
ることができる。ここで、各フラッグ値は、特別なＰＤＣＡＣＨフォーマットにマッピン
グされることができる。例えば、異なるＰＤＣＡＣＨフォーマットは異なるビットマップ
長を支援することができる。
【００６１】
　ビットマップの転送に関して、ＰＤＣＡＣＨビットマップは、余分の（または利用され
ていない）ＳＣＣＨ資源を用いるように許容されたＡＴに到達するのに充分な電力レベル
で転送されることができる。すなわち、ＰＤＣＡＣＨの転送は、転送電力の損失を伴うが
、帯域幅の利得も伴う。ここで、利得は、電力制限動作領域よりは帯域幅制限作動領域で
獲得されることができる。これは、悪い幾何学的構造ＡＴはたぶんＰＤＣＡＣＨのデコー
ディングに失敗しそうであり、次のサブパケット始点にスキップする必要があるというこ
とを暗示する。
【００６２】
　また、ＰＤＣＡＣＨのためのビットマップと音声使用者をスケジューリングするための
ビットマップが結合することができる。すなわち、音声使用者数の増加と共に、必要なＦ
－ＰＤＣＣＨの数は減少することができる。ＰＤＣＡＣＨが各スロットにブロードキャス
ティングされることによって、両ビットマップ（例えば、ＰＤＣＡＣＨのためのビットマ
ップ及び音声使用者をスケジューリングするためのビットマップ）が一緒に転送されるこ
とができる。
【００６３】
　図１は、ＰＤＣＡＣＨ（またはＦ－ＰＤＣＡＣＨ）のためのビットマップを例示する模
範的なダイヤグラムである。所定のＦ－ＰＤＣＣＨの数（例えば、Ｋ）が必要な場合を考
慮する。図１を参照すると、長さＫのビットマップが定義される。より具体的には、各ビ
ットマップポジションがＦ－ＰＤＣＣＨにマッピングされる。言い換えると、ビットマッ
プポジションＫは、Ｆ－ＰＤＣＣＨ＿ｋ（ここで、Ｋ＝０，１，…，Ｋ－１）にマッピン
グされる。ここで、トーン資源のオーバーラッピングはない。
【００６４】
　例えば、ビットマップポジションＫが“１”（すなわち、ｂｋ＝１）なら、対応するＦ
－ＰＤＣＣＨ＿ｋは“ＯＮ”である。ここで、“ＯＮ”は、Ｆ－ＰＤＣＣＨが用いられて
いるということを意味する。しかし、ビットマップポジションＫが“０”（すなわち、ｂ

ｋ＝０）なら、対応するＦ－ＰＤＣＣＨ＿ｋは“ＯＦＦ”である。ここで、“ＯＦＦ”は
、Ｆ－ＰＤＣＣＨが用いられていないということを意味する。言い換えると、Ｋ個の個別
のＦ－ＰＤＣＣＨが定義されているとすれば（例えば、ＰＤＣＣＨ＿ｋまたはＦ－ＳＳＣ
Ｈ＿ｋ）、ｋ番目のビットマップポジションはＦ－ＰＤＣＣＨ＿ｋが転送されたか否かを
指示する。
【００６５】
　また、ビットマップは、ＡＮ（またはセル／セクター）カバレッジ領域で全てのＡＴに
到達できるようにブロードキャストタイプチャネルとして設計されることができる。ＡＴ
が成功的にビットマップをデコーディングすると、ＡＴは、ビットマップにより“ＯＮ”
と表示されたＦ－ＰＤＣＣＨのみをデコーディングすれば良い。しかし、ＡＴがＰＤＣＡ
ＣＨのデコーディングができないと、ＡＴは、全てのＦ－ＰＤＣＣＨをデコーディングし
なければならない。また、ビットマップが、Ｆ－ＰＤＣＣＨが“ＯＦＦ”であるというこ
とを表示すると、用いられていない時間－周波数資源があり、これらの利用されていない
（残りのまたは余分の）資源がデータを転送するためのＦ－ＰＤＣＨとして使われること
ができる。最後に、ＰＤＣＡＣＨは、制限されたノードが割り当てられるＡＴに到達する
のに充分な電力レベルでもって転送されることができる。
【００６６】
　その代わりに、ビットマップは、セクター内でＡＴｓのサブセットに到達するためにマ
ルチキャストタイプチャネルで転送されることができる。例えば、ビットマップの転送電
力は、良好な幾何学的構造ＡＴｓに到達することができる。ここで、良好な幾何学的構造
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を持つＡＴｓのみが、利用されていないＦ－ＰＤＣＣＨ資源から余分の資源を用いるよう
に許容される。したがって、悪い幾何学的構造を持つＡＴｓは、余分の資源を使用するこ
とができない。この技法のメリットは、ビットマップによって消費される電力を減らしう
ることにある。
【００６７】
　ビットマップは他の方式でも送られることができる。例えば、ビットマップは、ｂｉｔ
ｍａｐ－ｏｎｌｙバージョンとも呼ばれる個別物理チャネル（例えば、Ｆ－ＰＤＣＡＣＨ
）で送られることができる。或いは、ビットマップは、ピギーバックされた（ｐｉｇｇｙ
－ｂａｃｋｅｄ）バージョンと呼ばれるＦ－ＰＤＣＣＨ資源（例えば、特別なＦ－ＰＤＣ
ＣＨ）の一つにピギーバックされることができる。ここで、特別なＦ－ＰＤＣＣＨは、全
てのＡＴｓに到達するように高電力で送られる必要があるＦ－ＰＤＣＣＨ＿０になり得る
。また、好ましくは、Ｆ－ＰＤＣＨ＿０は、悪い幾何学的構造ＡＴｓをスケジューリング
するのに使われることができる。
【００６８】
　ビットマップを転送するための他の方式は、送信端が２種類のバージョンのいずれかで
転送するようにすることである。例えば、少なくとも一つの新しいＡＴがスケジューリン
グされるとすれば（すなわち、Ｆ－ＰＤＣＣＨを要求するＡＴがあると）、転送はピギー
バックされたバージョンで行われることができる。しかし、スケジューリングされる新し
いＡＴがないとすれば、Ｆ－ＰＤＣＣＨが要らないから、ピギーバックでないということ
を意味するｂｉｔｍａｐ－ｏｎｌｙ信号が送られることができる。
【００６９】
　ＡＴの観点からすれば、ＡＴは、２種類の可能性のいずれか一つをまず判読するように
設計されることができる。上記の例を引き続き見れば、ＡＴはピぎーバックされたバージ
ョンをまずデコーディングすることができる。デコーディングに失敗する場合、ＡＴはｂ
ｉｔｍａｐ－ｏｎｌｙバージョンから判読できる。
【００７０】
　また、各ＡＴは、判読時間を最小化するために特定シーケンスでＦ－ＰＤＣＣＨをデコ
ーディングすることができる。例えば、悪い幾何学的構造ＡＴｓは、低いスペクトラム効
率性（悪い幾何学的構造）を持つＦ－ＰＤＣＣＨを読み始めることができ、以降、より高
いスペクトラム効率性を持つＦ－ＰＤＣＣＨを読むことができる。一方、良好な幾何学的
構造ＡＴｓは、高いスペクトラム効率性を持つＦ－ＰＤＣＣＨを読み始めることができる
。
【００７１】
　なお、システムは、はるかに大きい効果及び／または効率のためにより選択的に設計さ
れることができる。例えば、システムは、悪い幾何学的構造ＡＴｓが単に特定フォーマッ
トのみを判読できるような方式で設計されることができる。
【００７２】
　また、ビットマップＦ－ＰＤＣＡＣＨは、選択的なチャネルとして構成されても良い。
チャネルが不活性化（ｄｅ－ａｃｔｉｖａｔｅｄ）されているとすれば、ネットワークは
、各ＡＴがデコーディングできるＦ－ＰＤＣＣＨの永続的なセットを定義することができ
る。これは、例えば、フラグ（ｆｌａｇ）を有し、各フレームで転送されうるプリアンブ
ルのブロードキャスティングでまたは上位階層メッセージングを通じた呼設定（ｃａｌｌ
　ｓｅｔｕｐ）で表示されることができる。実際には、このようなビットマップＦ－ＰＤ
ＣＡＣＨの構成は、ネットワーク内にＡＴが多くない場合に有用になり得る。
【００７３】
　さらに、Ｆ－ＰＤＣＡＣＨはまた、Ｆ－ＰＤＣＣＨ割当タイプを管理するように支援さ
れることができる。例えば、ＰＤＣＡＣＨは、直交であるか直交でない、または、ＯＦＤ
ＭであるかＯＦＤＭでない（例えば、ＣＤＭＡ、ＧＳＭ（登録商標））Ｆ－ＰＤＣＣＨを
管理するのに使われることができる。
【００７４】
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　図２は、時間－周波数資源に関するＦ－ＰＤＣＣＨのフォーマットを例示する模範的な
ダイヤグラムである。図２を参照すると、資源が、所定の時間で全てのトーン（または周
波数または副搬送波）に割り当てられる。すなわち、ＯＦＤＭ資源がＦ－ＰＤＣＣＨフォ
ーマットによって割り当てられることができる。これと同様に、図２に示すように、Ｆ－
ＰＤＣＣＨフォーマットによって、より多くのＯＦＤＭ資源が割り当てられることができ
る（例えば、４倍の資源量）。
【００７５】
　Ｆ－ＰＤＣＣＨは、多くの異なるフォーマットのうち一つを取ることができる。例えば
、より多くのトーン（または副搬送波）が悪い幾何学的構造を持つＡＴｓを支援するのに
使われることができるように設計されることができる。或いは、フォーマットは、良好な
幾何学的構造を持つＡＴｓを支援するために、より少ないトーンを提供するように設計さ
れることができる。
【００７６】
　万一、ＡＴがＦ－ＰＤＣＡＣＨをデコーディングするのに失敗した場合、ＡＴはどんな
資源がＦ－ＰＤＣＨのために分割（ｐａｒｔｉｔｉｏｎ）されているかがわからない。Ａ
ＴがＰＤＣＡＣＨをデコーディングするのに失敗しても、ＡＴは余分の資源（例えば、利
用されていないＦ－ＰＤＣＣＨ資源）の助け無しに資源のオリジナルセット（ｏｒｉｇｉ
ｎａｌ　ｓｅｔ）を用いて依然としてデータを受信できるフォーマットを構成することが
重要である。
【００７７】
　このような場合に対処するために、ＡＴはＦ－ＰＤＣＨのために分割された資源または
トーンの最大数の他に最小数も知ることができる。ここで、最小数は全てのＦ－ＰＤＣＣ
Ｈが使われる時に参照することができ、最大数は、いかなるＦ－ＰＤＣＣＨも使われてい
ない時に参照することができる。一般的に、ＡＴは、トーンの最小数がＦ－ＰＤＣＨによ
り使われているという最悪の場合のシナリオを仮定することができる。
【００７８】
　しかし、一部のＦ－ＰＤＣＣＨが不活性の時にＡＮが実際に最小トーン数以上を使用す
ると、次のまたは以降の転送（例えば、ハイブリッド自動要請（Ｈ－ＡＲＱ再転送）にお
けるコーディングされたビットの開始ポジションは曖昧になり得る。したがって、各サブ
パケットの開始ポジションは初めからあらかじめ決定されることができる。また、各サブ
パケットの開始ポジションの値は、資源の最大数がＦ－ＰＤＣＨに割り当てられることが
できるという仮定下で設定されても良い。
【００７９】
　さらに、サブパケットの開始ポジションはあらかじめ設定されたりまたはあらかじめ定
義されることができる。図３は、あらかじめ定められたサブパケットの開始点を例示する
模範的なダイヤグラムである。図３を参照すると、サブパケット＿ｋは“ＯＦＦ”Ｆ－Ｐ
ＤＣＣＨに起因して残っている（または利用されていない）Ｆ－ＰＤＣＣＨの数によって
可変長を持つことができる。しかし、サブパケットの開始点はあらかじめ定義されること
ができる。なお、図３はまた、Ｈ－ＡＲＱのためのターボエンコーダ出力ビットの応用例
として解釈されることができる。
【００８０】
　一般に、上述したように、ＡＴがスケジューリングされる時に転送フォーマットがＦ－
ＰＤＣＣＨにより表されると、各サブパケットの開始点は、ＡＴ及びＡＮの両方により事
前に知られる必要がある。なお、余分のエンコーダビットのポジション（またはアイデン
ティティ（ｉｄｅｎｔｉｔｙ））は、余分のＰＤＣＣＨ資源が可用の時にＡＴ及びＡＮの
両方により知られることができる。
【００８１】
　このため、余分の（または利用されていない）資源のための組織ビット（ｓｙｓｔｅｍ
ａｔｉｃ　ｂｉｔ）が使われることができる。より詳細には、図３に例示するように、開
始点は、サブパケット＿０の開始ポジション内に存在することができる。ここで、選択さ
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れた組織ビットの数は、余分の（または利用されていない）ビットにより支援できるビッ
トの数と同一になり得る。さらに、組織ビットは、連続したビットまたは隣接していない
（ｎｏｎ－ｃｏｎｔｉｇｕｏｕｓ）ビット（例えば、１ビットおきに）として選択される
ことができる。
【００８２】
　また、組織ビットを用いる代わりに、パリティビットが利用されても良い。すなわち、
組織ビットに関して上述したようなプロセスを行うのにパリティビットが用いられること
ができる。また、組織ビット及びパリティビットの組合せが用いられても良い。そうする
ことで、前述したように、コーディングされたビット（または情報ビット）の正確なポジ
ション（またはアイディンティティ（ｉｄｅｎｔｉｔｉｅｓ））がＡＴ及びＡＮによって
知られることが重要である。
【００８３】
　これらのＦ－ＰＤＣＣＨフォーマットは、オーバーラッピングされるトーンがないとい
うことを意味する直交性に基盤して論議されることができる。これと対し、Ｆ－ＰＤＣＣ
Ｈフォーマットはオーバーラッピングされることができる（例えば、共有トーン）。ここ
で、Ｆ－ＰＤＣＣＨの最終選択は、選択されたセットがオーバーラッピングされたトーン
を持たないようにならなければならない。
【００８４】
　例えば、３つの悪い幾何学的構造Ｆ－ＰＤＣＣＨ（例えば、Ｆ－ＰＤＣＣＨ＿０～Ｆ－
ＰＤＣＣＨ＿２）及び４つの良好な幾何学的構造Ｆ－ＰＤＣＣＨ（例えば、Ｆ－ＰＤＣＣ
Ｈ＿３～Ｆ－ＰＤＣＣＨ＿６＿）があるとしよう。ここで、Ｆ－ＰＤＣＣＨ＿２及びＦ－
ＰＤＣＣＨ＿６がオーバーラッピングされたトーンを持つことができるということは、Ｆ
－ＰＤＣＣＨ＿２が選択されると、以降、Ｆ－ＰＤＣＣＨ＿６は選択されることができな
いということを意味する。
【００８５】
　オーバーラッピングされたり共有したトーンによって、トーン資源は節約されることが
できる。また、Ｆ－ＰＤＣＣＨは、永続的に割り当てられることができ、且つ、ビットマ
ップ内で定義されたそれらの外部に割り当てられることができる。例えば、ビットマップ
の大きさが８であり、Ｆ－ＰＤＣＣＨ＿２～Ｆ－ＰＤＣＣＨ＿９を定義すると、他の２つ
の“ＯＮ”Ｆ－ＰＤＣＣＨは永続的にＦ－ＰＤＣＣＨ＿０及びＦ－ＰＤＣＣＨ＿１になり
得る。
【００８６】
　Ｆ－ＰＤＣＣＨフォーマットへのビットマップポジションのマッピングは、ブロードキ
ャストメッセージによって適応的に変化することができる。例えば、ブロードキャストプ
リアンブルが転送される時に上記マッピングは変化することができる。
【００８７】
　上述したように、余分の資源または利用されていない資源があり得る。一般的に、利用
されていないＦ－ＰＤＣＣＨ資源がＦ－ＰＤＣＨ資源として利用されることができる。す
なわち、Ｆ－ＰＤＣＣＨ及びＦ－ＰＤＣＨ間の資源の分割が、ＰＤＣＡＣＨを用いて変わ
ることができる。
【００８８】
　Ｆ－ＰＤＣＣＨ設計のスペックがないと、Ｆ－ＰＤＣＣＨに割り当てられた資源（例え
ば、Ｆ－ＰＤＣＣＨ＿ｋ）は、ＡＴに対してＦ－ＰＤＣＣＨ＿ｋまたはデータ用に使われ
ることができる。なお、多数のＦ－ＰＤＣＣＨ資源が単一ＡＴに割り当てられることがで
きる。また、単一Ｆ－ＰＤＣＣＨ資源が多数のＡＴｓに割り当てられても良い。また、一
つ以上のＦ－ＰＤＣＣＨ資源が、多数のＡＴｓに割り当てられても良い。
【００８９】
　動作中に、多数のＦＬ制御ノードが　割り当てられ、所定のフレームでＦ－ＰＤＣＣＨ
利用ビットマップを検出しないＡＴは、依然として正規Ｆ－ＰＤＣＨ資源で転送されたデ
ータシンボルの部分を復調することができる。このため、ＡＴｓ割当の正規部分（ｒｅｇ
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ｕｌａｒ　ｐｏｒｔｉｏｎ）上で転送された変調シンボルのセットが、ＦＬ制御資源の可
用性に依存できない方式でデータ変調が実行されることができる。
【００９０】
　このような目的を達成するための変調戦略が図４に例示されている。図４は、利用しな
いビットのためのＦ－ＰＤＣＨエンコーダ規則を例示する模範的なダイヤグラムである。
円形バッファーは、チャネルインタリーバからのコーディングされたビットの全体シーケ
ンスで時計回り方向に埋め込まれる。Ｈ－ＡＲＱ転送において正規Ｆ－ＤＣＨ資源の変調
は、時計回り方向の円形バッファーからコーディングされたビットの部分を判読し、　こ
れらのビットを、ＡＴのＦ－ＰＤＣＨ割当のパイロットフォーマット及びパケットによっ
て正規Ｆ－ＰＤＣＨ資源にマッピングすることによって達成されることができる。
【００９１】
　反面に、補充Ｆ－ＰＤＣＨ資源（すなわち、Ｆ－ＰＤＣＣＨにより現在利用されていな
い制御ノードの部分）の変調は、反時計回り方向の円形バッファーからコーディングされ
たビットの部分を判読し、これらのビットを、ＡＴに割り当てられたＦＬ制御ノード内の
可用の変調シンボルにマッピングすることによって完成することができる。ここで、全て
のコーディングされたビットが使われるまでには反復はない。
【００９２】
　このような変調戦略によって、補充Ｆ－ＰＤＣＨ資源がまた割当内に存在する度に、正
規Ｆ－ＰＤＣＨ資源の明白な（ｕｎａｍｂｉｇｕｏｕｓ）復調が実行されることができる
。なお、このような変調戦略は、任意のコーディングされたビットが反復される前にエン
コーダにより生成された全てのコーディングされたビットの使用を促進することができる
。
【００９３】
　図４を参照すると、時計回り方向に移動するサブパケット（例えば、サブパケット＿０
、サブパケット＿１）の開始点はまた、図３に例示されている。しかし、利用されていな
いまたは余分の資源（すなわち、不活性Ｆ－ＰＤＣＣＨ資源）については、余分のエンコ
ーダビットの開始点は反時計回り方向に進行することができる。余分のエンコーダビット
の開始点は、最後のビットエンコーダ出力から始まり、反時計回り方向に進む。
【００９４】
　上述のように、Ｆ－ＰＤＣＡＣＨのデコーディング失敗は特定ＡＴで発生し、該ＡＴは
全てのＦ－ＰＤＣＣＨをデコーディングするように要求されることができる。不活性Ｆ－
ＰＤＣＣＨにより伝達される利用されていないまたは余分のエンコーディングされた出力
ビットは、最後のエンコーダビット位置から逆の順番で得ることができる。例えば、余分
の資源の第１例で、追加的なエンコーダビットは最後のエンコーダビットから順に取られ
ることができる。
【００９５】
　実際資源分割の詳細は、Ｆ－ＰＤＣＣＨ設計による。ここで、資源の一部はＦ－ＰＤＣ
ＣＨのために豫約される。これらの資源は、制御ノードとも呼ぶことができる。
【００９６】
　制御ノードは、多数のＦ－ＰＤＣＣＨを運ぶ。選択的に、Ｆ－ＰＤＣＣＨは、多数の制
御ノードを占有することができる。図５は、３つのＦ－ＰＤＣＣＨがいずれも活性である
時の資源分割の模範的なダイヤグラムであり、これら３つの制御ノード（またはタイル）
は豫約されている。さらに、全てのＦ－ＰＤＣＣＨは活性であり且つ制御シグナリングの
ためにのみ用いられる。しかし、Ｆ－ＰＤＣＣＨが不活性であれば、その資源はＦ－ＰＤ
ＣＨに割り当てられることができる。
【００９７】
　図６は、一つの活性Ｆ－ＰＤＣＣＨ及び二つの不活性Ｆ－ＰＤＣＣＨが存在する時の資
源分割を例示する模範的なダイヤグラムである。ここで、Ｆ－ＰＤＣＣＨ＿０及びＦ－Ｐ
ＤＣＣＨ＿１は不活性である。したがって、Ｆ－ＰＤＣＣＨ＿０及びＦ－ＰＤＣＣＨ＿１
の資源は、データを伝達するためのＦ－ＰＤＣＨに割り当てられることができる。
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【００９８】
　図６を参照すると、制御ノード１はスケジューリングされたＡＴに割り当てられること
ができる。この場合、余分の資源の数は、不活性Ｆ－ＰＤＣＣＨ＿ｓの数によって、Ｆ－
ＰＤＣＣＨ資源の０から３までの余分単位の範囲で可変する。さらに、多数の制御ノード
はＡＴに割り当てられることができる。
【００９９】
　選択的に、Ｆ－ＰＤＣＣＨ資源はＡＴに割り当てられることができる。例えば、３つの
制御ノードにわたってＦ－ＰＤＣＣＨ＿０資源はＡＴに割り当てられることができる。一
般の場合に、利用されていないＦ－ＰＤＣＣＨのサブセットは、スケジューリングされた
ＡＴに割り当てられることができる。
【０１００】
　図７は、制御シンボルをもつ資源割当を例示する模範的なダイヤグラムである。ここで
、豫約は、時間に関するものであり、且つ、周波数副搬送波の全体またはサブセットにわ
たっている。図７を参照すると、白いボックスはＦ－ＰＤＣＣＨに対して豫約された資源
を表す。Ｆ－ＰＤＣＣＨが不活性であれば、これらの資源はデータを伝達するために一つ
またはそれ以上のＦ－ＰＤＣＨにより使われることができる。
【０１０１】
　上述のように、豫約されたＦ－ＰＤＣＣＨ資源が使われることができる。そのために、
特に、ＡＴがＰＤＣＡＣＨを読むことができるとすれば、ＡＴには、これらの豫約された
Ｆ－ＰＤＣＣＨ資源を利用できるということが通知されることができる。
【０１０２】
　動作中に、Ｆ－ＰＤＣＣＨは、スケジューリングされたＡＴが特別な制御ノード（例え
ば、図６のタイルまたは水平ノード）または特別な制御シンボル（例えば、図７での垂直
シンボル）を利用できると指示することができる。さらに、Ｆ－ＰＤＣＣＨ資源のサブセ
ットは、ＡＴがスケジューリングされる時にＦ－ＰＤＣＣＨ上に表示されうる他のノード
の拡張としてまたは“ノード”としてラベリングされることができる。例えば、サブセッ
トは全ての３つの制御ノード（または２つの制御ノード）にわたってＦ－ＰＤＣＣＨ＿０
資源のみのためのものであるか、または、全ての３つ（または、２つまたは１つ）の制御
ノードにわたってＦ－ＰＤＣＣＨ＿０及びＦ－ＰＤＣＣＨ＿１資源のみのためのものであ
り得る。
【０１０３】
　制御資源等と関連したノードのいずれかのセットは、共通資源のセットとしてＡＴに割
り当てられることができる。なお、現在フレームで利用されていないＦ－ＰＤＣＣＨセグ
メントに対応するＡＴに割り当てられた共通資源内の変調シンボルは、トラフィック（ま
たはデータ）変調シンボルで埋められることができる。
【０１０４】
　さらに、スケジューリングされたＡＴは、余分のまたは利用されていないＦ－ＰＤＣＣ
Ｈ資源を用いるように割り当てられることができる。ここで、Ｆ－ＰＤＣＣＨが不活性で
あるという条件下で、ＡＴが余分のＦ－ＰＤＣＣＨ資源を利用できるかを指示するために
フラグ（ｆｌａｇ）がＦ－ＰＤＣＣＨに追加されることができる。こうしないと、スケジ
ューリングされたＡＴは余分のＦ－ＰＤＣＣＨ資源を利用することができない。
【０１０５】
　また、データノードは、Ｆ－ＰＤＣＣＨ資源の多数のサブセットに縛られて（ｔｉｅｄ
）いるか、関連されていることができる。このように、ＡＴがこの特別なデータノードに
スケジューリングされるかまたは割り当てられる時に、ＡＴは、可能な場合は、Ｆ－ＰＤ
ＣＣＨ資源のサブセットを使用することができるということがわかる。
【０１０６】
　例えば、図６を参照すると、最上位ロー（ｒｏｗ）（ノード）は制御ノード１に縛られ
ており、ＡＴが最上位ロー（ｒｏｗ）を用いるようにスケジューリングされるとすれば、
可能な場合、制御ノード１上で可用の資源を使用することができる。なお、最上位ロー（
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ノード）は、制御ノード１、制御ノード２、及びＦ－ＰＤＣＣＨ＿０によって定義された
資源のサブセットに縛られており、ＡＴが最上位ロー（ｒｏｗ）を用いるようにスケジュ
ーリングされるとすれば、このサブセットで可用の資源を（図６の□で表すように）使用
することができる。
【０１０７】
　また、下位ロー（ｂｏｔｔｏｍ　ｒｏｗ）は、制御ノード３、Ｆ－ＰＤＣＣＨ＿１、及
びＦ－ＰＤＣＣＨ＿３により定義された資源のサブセットに縛られており、ＡＴがこのロ
ー（ｒｏｗ）でスケジューリングされる場合、使用可能な場合、このサブセット内で利用
可能な資源を使用することができる。
【０１０８】
　Ｆ－ＰＤＣＡＣＨを用いて、大きいセクター作業量（ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ）はより効
率的な順方向リンク（ＦＬ）資源利用を通じて達成されることができる。上述のように、
Ｆ－ＰＤＣＣＨ不活性（例えば、“ＯＦＦ”は、Ｆ－ＰＤＣＨでデータを伝達するために
再割当されうる利用されない資源を算出（ｙｉｅｌｄ）できる。したがって、Ｆ－ＰＤＣ
Ｈ及びＦ－ＰＤＣＣＨ資源の適応的分割を得ることができる。例えば、いかなるＦ－ＰＤ
ＣＣＨもフレーム内で必要でないならば、Ｆ－ＰＤＣＣＨのために割り当てられた（ｅａ
ｒｍａｒｋｅｄ）全てのトーン資源がＦ－ＰＤＣＨにより使われることができる。
【０１０９】
　また、Ｆ－ＰＤＣＡＣＨによって、ＰＤＣＡＣＨをデコーディングできるＡＴｓでのＦ
－ＰＤＣＣＨプロセシング要求が最小化されることができる。すなわち、これらのＡＴｓ
は、どれくらい多くのＦ－ＰＤＣＣＨがプロセシングし、Ｆ－ＰＤＣＡＣＨにより定義さ
れた程度だけ読む必要があるかがわかる。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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