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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直交周波数分割多重通信システムでチャネル品質をフィードバックするための方法であ
って、周波数帯域幅を少なくとも１つのサブバンド・レベルで表し、各サブバンド・レベ
ルが、前記周波数帯域幅を、他のサブバンド・レベルのサブバンドの数とは異なるいくつ
かのサブバンドに分割しており、前記方法が、
　少なくとも１つのサブバンド・レベルのうちの１つのサブバンド・レベルの各サブバン
ドに関連するチャネル品質を測定するステップと、
　前記測定したチャネル品質に基づいて前記サブバンド・レベルのサブバンドを選択する
ステップと、
　前記選択したサブバンドに関連するチャネル品質情報を無線アクセス・ネットワークに
報知するステップと、を含み、
　前記選択するステップが、
　　　前記測定したチャネル品質を比較するステップと、
　　　同比較に基づいて前記サブバンド・レベルのサブバンドを選択するステップと、を
含む方法。
【請求項２】
　測定ステップが、１つのサブバンド・レベルの各サブバンド、および他のサブバンド・
レベルの選択したサブバンドに関連するチャネル品質を測定するステップを含む請求項１
に記載の方法。
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【請求項３】
　サブバンド・レベルを選択するステップをさらに含み、測定ステップが、前記選択した
サブバンド・レベルの各サブバンドに関連するチャネル品質を測定するステップを含み、
選択ステップが、前記測定したチャネル品質に基づいて前記選択したサブバンド・レベル
のサブバンドを選択するステップを含み、報知ステップが、前記選択したサブバンドに関
連するチャネル品質情報を無線アクセス・ネットワークに報知するステップを含む請求項
１に記載の方法。
【請求項４】
　前記チャネル品質情報が、前記選択したサブバンドに関連する選択したサブバンドおよ
びチャネル品質情報の識別子を含む請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記チャネル品質情報が、そのチャネル品質情報が前のチャネル品質情報メッセージに
より報知された１つ以上のサブバンドに関連するチャネル品質情報をさらに含む請求項１
に記載の方法。
【請求項６】
　前記サブバンド・レベルが、第１のサブバンド・レベルを含み、無線アクセス・ネット
ワーク（ＲＡＮ）に前記選択したサブバンドに対するチャネル品質情報を報知するステッ
プが、前記第１のサブバンド・レベルの前記選択したサブバンドに対するチャネル品質情
報を含む第１のメッセージをＲＡＮへ送るステップを含み、
　前記複数のサブバンド・レベルの第２のサブバンド・レベルの各サブバンドに関連する
チャネル品質を測定するステップと、
　前記測定したチャネル品質に基づいて前記第２のサブバンド・レベルのサブバンドを選
択するステップと、
　前記第２のサブバンド・レベルの前記選択したサブバンドに関連するチャネル品質情報
を含む第２のメッセージをＲＡＮへ送るステップと、をさらに含む請求項１に記載の方法
。
【請求項７】
　前記報知したチャネル品質情報に基づいて前記周波数帯域幅に対するフェージング・プ
ロファイルを形成するステップをさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　直交周波数分割多重化通信システムで周波数帯域幅のフェージング・プロファイルを形
成するための方法であって、前記周波数帯域幅を少なくとも１つのサブバンド・レベルに
より表すことができ、各サブバンド・レベルが、前記周波数帯域幅を、他のサブバンド・
レベルのサブバンドの数とは異なるいくつかのサブバンドに分割しており、
　それぞれが、前記少なくとも１つのサブバンド・レベルのうちの１つのサブバンド・レ
ベルのサブバンドに対するチャネル品質情報を含んでいる複数のメッセージを受信するス
テップと、
　前記受信したメッセージに含まれる前記チャネル品質情報に基づいて前記周波数帯域幅
に対するフェージング・プロファイルを形成するステップと、を含む方法。
【請求項９】
　前記複数のメッセージの各メッセージが、任意の所与のサブバンド・レベルの１つのサ
ブバンドだけに対するチャネル品質情報を含む請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　直交周波数分割多重化通信システムでチャネル品質を報知するように構成されるユーザ
機器であって、周波数帯域幅を、少なくとも１つのサブバンド・レベルにより表すことが
でき、各サブバンド・レベルが、前記周波数帯域幅を他のサブバンド・レベルのサブバン
ドの数とは異なるいくつかのサブバンドに分割しており、
　前記ユーザ機器が、前記少なくとも１つのサブバンド・レベルのうちの１つのサブバン
ド・レベルの各サブバンドに関連するチャネル品質を測定し、前記測定したチャネル品質
に基づいて前記サブバンド・レベルの１つのサブバンドを選択し、前記選択されたサブバ



(3) JP 4887370 B2 2012.2.29

10

20

30

40

50

ンドに関連するチャネル品質情報を無線アクセス・ネットワークに報知するプロセッサを
含み、
　該プロセッサが、前記測定したチャネル品質を比較し、同比較に基づいて前記サブバン
ド・レベルのサブバンドを選択するユーザ機器。
【請求項１１】
　前記プロセッサが、１つのサブバンド・レベルの各サブバンドおよび他のサブバンド・
レベルの選択したサブバンドに関連するチャネル品質を測定することにより、前記複数の
サブバンドの各サブバンドに関連するチャネル品質を測定する請求項１０に記載のユーザ
機器。
【請求項１２】
　前記プロセッサが、前記複数のサブバンド・レベルのうちの１つのサブバンド・レベル
を選択し、前記選択したサブバンド・レベルの各サブバンドに関連するチャネル品質を測
定し、前記測定したチャネル品質に基づいて前記選択したサブバンド・レベルのサブバン
ドを選択し、前記選択したサブバンドに関連するチャネル品質情報を無線アクセス・ネッ
トワークに報知する請求項１０に記載のユーザ機器。
【請求項１３】
　前記チャネル品質情報が、前記選択したサブバンドおよび前記選択したサブバンドに関
連するチャネル品質情報の識別子を含む請求項１０に記載のユーザ機器。
【請求項１４】
　前記チャネル品質情報が、そのチャネル品質情報が前のチャネル品質情報メッセージに
より報知されたサブバンドに関連するチャネル品質情報をさらに含む請求項１０に記載の
ユーザ機器。
【請求項１５】
　前記サブバンド・レベルが、第１のサブバンド・レベルを含み、無線アクセス・ネット
ワーク（ＲＡＮ）へ前記選択したサブバンドに対するチャネル品質情報を報知するステッ
プが、前記第１のサブバンド・レベルの前記選択したサブバンドに対するチャネル品質情
報を含む第１のメッセージをＲＡＮに送るステップを含み、前記プロセッサが、さらに、
前記複数のサブバンド・レベルの第２のサブバンド・レベルの各サブバンドに関連するチ
ャネル品質を測定し、前記測定したチャネル品質に基づいて前記第２のサブバンド・レベ
ルのサブバンドを選択し、前記第２のサブバンド・レベルの前記選択したサブバンドに関
連するチャネル品質情報を含む第２のメッセージをＲＡＮへ送る請求項１０に記載のユー
ザ機器。
【請求項１６】
　直交周波数分割多重化通信システムで周波数帯域幅のフェージング・プロファイルを形
成するように構成されている無線アクセス・ネットワークであって、前記周波数帯域幅を
少なくとも１つのサブバンド・レベルにより表すことができ、各サブバンド・レベルが、
前記周波数帯域幅を、他のサブバンド・レベルのサブバンドの数とは異なるいくつかのサ
ブバンドに分割しており、前記無線アクセス・ネットワークが、それぞれが、前記少なく
とも１つのサブバンド・レベルのうちの１つのサブバンド・レベルのサブバンドに対する
チャネル品質情報を含んでいる複数のメッセージを受信し、前記受信したメッセージに含
まれる前記チャネル品質情報に基づいて前記周波数帯域幅に対するフェージング・プロフ
ァイルを形成する無線アクセス・ネットワーク。
【請求項１７】
　前記複数のメッセージの各メッセージが、任意の所与のサブバンド・レベルの１つのサ
ブバンドだけに対するチャネル品質情報を含む請求項１６に記載の無線アクセス・ネット
ワーク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）通信システムに関し、特に、ＯＦＤＭ通信
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システムでのチャネル品質情報の交換に関する。
【背景技術】
【０００２】
（関連出願への相互参照）
　本出願は、２００５年１０月３１日付けの「直交周波数分割多重化通信システムでチャ
ネル品質フィードバックを行うための方法および装置（ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡ
ＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＰＲＯＶＩＤＩＮＧ　ＣＨＡＮＮＥＬ　ＱＵＡＬＩＴＹ　ＦＥＥＤ
ＢＡＣＫ　ＩＮ　ＡＮ　ＯＲＴＨＯＧＯＮＡＬ　ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ　ＤＩＶＩＳＩＯＮ
　ＭＵＬＴＩＰＬＥＸＩＮＧ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　ＳＹＳＴＥＭ）」という名
称の代理人整理番号ＣＥ１４９０２Ｒの仮出願第６０／７３１，９７６号からの優先権を
主張する。上記文書は、共通所有され、その全文を参照により本明細書に組み込むものと
する。
【０００３】
　ＩＥＥＥ（米国電気電子技術者協会）の８０２．１６標準は、エア・インタフェースを
介してデータを送信するための直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）の使用を提案して
いる。ＯＦＤＭＡは、また、３ＧＰＰ（第三世代パートナーシップ・プロジェクト）の改
良（Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）通信システムで使用するために提案されてきた。あるＯＦＤＭ
Ａ通信システムにおいては、周波数帯域は、同時に送信される複数の隣接する周波数サブ
バンドすなわち副搬送波に分割される。次に、ユーザには、ユーザ情報の交換のために１
つ以上の周波数サブバンドが割当てられ、それにより複数のユーザが異なる副搬送波によ
り同時に送信することができる。これらの副搬送波は、相互に直交していて、そのためセ
ル内干渉は最小限度に低減する。
【０００４】
　帯域幅を最大限に使用するために、ＯＦＤＭＡ通信システムは、周波数選択スケジュー
リングで動作する。すなわち、測定したチャネル状態に基づいて、任意の所与の送信時間
間隔（ＴＴＩ）で、ユーザにサブバンドを割当てることができる。さらに、測定したチャ
ネル状態に基づいて、各サブバンドおよび各ＴＴＩで適当な変調方式および符号化方式を
決定することができる。チャネル状態の測定は、ユーザの機器（ＵＥ）により行われる。
このＵＥは、送信時間間隔（ＴＴＩ）（サブフレームとも呼ばれる）または無線フレーム
送信周期のような、測定周期中にサブバンドのチャネル状態を１つ１つ測定し、次に、す
べてのサブバンドの測定したチャネル状態を、チャネル品質情報（ＣＱＩ）メッセージに
よりサービスを提供しているノードＢに報知する。報知されたＣＱＩに基づいて、ＯＦＤ
ＭＡ通信システムは、周波数帯域幅のフェージング・プロファイルを決定し、通常１つ以
上のＴＴＩまたは無線フレームであるスケジューリング周期上でサブバンドを選択的にス
ケジュールし、さらに、スケジューリング周期中の各サブバンドに対する適当な変調およ
び符号化方式を適応的に決定することができる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、サブバンドの１つ１つに対するＣＱＩの報知は、アップリンク・システム・オ
ーバーヘッドのかなりの量を消費する場合があり、２０メガヘルツ（ＭＨｚ）の帯域幅を
使用し、その帯域幅内で１００のサブバンドを使用するＯＦＤＭＡシステムの場合には特
にそうである。
【０００６】
　それ故、周波数帯域幅のフェージング・プロファイルを構成するのに十分なチャネル品
質情報を提供し、周波数帯域幅の各サブバンドに対するＣＱＩの報知によるオーバーヘッ
ドを消費しない方法および装置が求められる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　周波数帯域幅のフェージング・プロファイルを構成するのに十分なチャネル品質情報を
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提供し、周波数帯域幅の各サブバンドに対するＣＱＩの報知によるオーバーヘッドを消費
しない方法および装置に対するニーズに応えるために、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）
通信が提供される。この場合、周波数帯域幅は、複数のサブバンド・レベルにより表すこ
とができ、各サブバンド・レベルは、周波数帯域幅を他のサブバンド・レベルのサブバン
ドの数とは異なるいくつかのサブバンドに分割するステップを含む。通信システムは、複
数のサブバンド・レベルの各サブバンドに関連するチャネル品質を測定し、測定したチャ
ネル品質に基づいてサブバンド・レベルのサブバンドを選択し、選択したサブバンドに関
連するチャネル品質情報を無線アクセス・ネットワークに報知するユーザ機器を含む。
【０００８】
　一般的に言って、本発明のある実施形態は、ＯＦＤＭ通信システムでチャネル品質フィ
ードバックを行うための方法を含む。この場合、周波数帯域幅は、複数のサブバンド・レ
ベルにより表すことができ、各サブバンド・レベルは、周波数帯域幅を、他のサブバンド
・レベルのサブバンドの数とは異なるいくつかのサブバンドに分割するステップを含む。
この方法は、複数のサブバンド・レベルのうちのあるサブバンド・レベルの各サブバンド
に関連するチャネル品質を測定するステップと、測定したチャネル品質に基づいて複数の
サブバンド・レベルのサブバンドを選択するステップと、選択したサブバンドに関連する
チャネル品質情報を無線アクセス・ネットワークへ報知するステップとを含む。
【０００９】
　本発明のもう１つの実施形態は、ＯＦＤＭ通信システムでチャネル品質をフィードバッ
クするための方法を含む。この場合、周波数帯域幅は、複数のサブバンド・レベルにより
表すことができ、各サブバンド・レベルは、周波数帯域幅を他のサブバンド・レベルのサ
ブバンドの数とは異なるいくつかのサブバンドに分割するステップを含む。この方法は、
サブバンド・レベルを選択するステップと、選択したサブバンド・レベルの各サブバンド
に関連するチャネル品質を測定するステップと、測定したチャネル品質に基づいて、選択
したサブバンド・レベルのサブバンドを選択するステップと、選択したサブバンドに関連
するチャネル品質情報を無線アクセス・ネットワークへ報知するステップとを含む。
【００１０】
　本発明のさらにもう１つの実施形態は、ＯＦＤＭ通信システムでのチャネル品質をフィ
ードバックするための方法を含む。この場合、周波数帯域幅は、１つのサブバンドを含む
。この方法は、サブバンドに関連する複数のチャネル品質を測定するステップと、平均チ
ャネル品質を生成するための測定したチャネル品質を平均化するステップと、平均チャネ
ル品質を無線アクセス・ネットワークへ報知するステップとを含む。
【００１１】
　本発明のさらにもう１つの実施形態は、ＯＦＤＭ通信システムで周波数帯域幅のフェー
ジング・プロファイルを構成するための方法を含む。この場合、周波数帯域幅は、複数の
サブバンド・レベルにより表すことができ、各サブバンド・レベルは、周波数帯域幅を他
のサブバンド・レベルのサブバンドの数とは異なるいくつかのサブバンドに分割するステ
ップを含む。この方法は、それぞれが、複数のサブバンド・レベルのうちの１つのサブバ
ンド・レベルのサブバンドに対するチャネル品質情報を含む複数のメッセージを受信する
ステップと、受信したメッセージに基づいて周波数帯域幅に対するフェージング・プロフ
ァイルを構成するステップとを含む。
【００１２】
　本発明のさらにもう１つの実施形態は、ＯＦＤＭ通信システムでチャネル品質を報知す
るように構成されているユーザ機器を含む。この場合、周波数帯域幅は、複数のサブバン
ド・レベルにより表すことができ、各サブバンド・レベルは、周波数帯域幅を他のサブバ
ンド・レベルのサブバンドの数とは異なるいくつかのサブバンドに分割するステップを含
む。ユーザ機器は、複数のサブバンド・レベルのうちの１つのサブバンド・レベルの各サ
ブバンドに関連するチャネル品質を測定し、測定したチャネル品質に基づいてサブバンド
・レベルの１つのサブバンドを選択し、選択したサブバンドに関連するチャネル品質情報
を無線アクセス・ネットワークに報知するプロセッサを含む。
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【００１３】
　本発明のさらにもう１つの実施形態は、ＯＦＤＭ通信システムでチャネル品質を報知す
るように構成されているユーザ機器を含む。この場合、周波数帯域幅は、複数のサブバン
ド・レベルにより表すことができ、各サブバンド・レベルは、周波数帯域幅を他のサブバ
ンド・レベルのサブバンドの数とは異なるいくつかのサブバンドに分割するステップを含
む。ユーザ機器は、複数のサブバンド・レベルのうちの１つのサブバンド・レベルを選択
することにより、複数のサブバンドのうちの１つのサブバンドを選択し、選択したサブバ
ンド・レベルの各サブバンドに関連するチャネル品質を測定し、測定したチャネル品質に
基づいて選択したサブバンド・レベルの１つのサブバンドを選択し、選択したサブバンド
に関連するチャネル品質情報を無線アクセス・ネットワークに報知するプロセッサを含む
。
【００１４】
　本発明のさらにもう１つの実施形態は、ＯＦＤＭ通信システムでチャネル品質を報知す
るように構成されているユーザ機器を含む。この場合、周波数帯域幅は１つのサブバンド
を含み、ユーザ機器は、サブバンドに関連する複数のチャネル品質を測定し、平均チャネ
ル品質を生成するために測定したチャネル品質を平均し、平均チャネル品質を無線アクセ
ス・ネットワークへ報知するプロセッサを含む。
【００１５】
　本発明のさらにもう１つの実施形態は、ＯＦＤＭ通信システムで周期的帯域幅のフェー
ジング・プロファイルを構成するように構成されている無線アクセス・ネットワークを含
む。この場合、周波数帯域幅は、複数のサブバンド・レベルにより表すことができ、各サ
ブバンド・レベルは、周波数帯域幅を他のサブバンド・レベルのサブバンドの数とは異な
るいくつかのサブバンドに分割するステップを含み、無線アクセス・ネットワークは、そ
れぞれが複数のサブバンド・レベルのうちの１つのサブバンド・レベルのサブバンドに対
するチャネル品質情報を含む複数のメッセージを受信し、受信したメッセージに基づいて
周波数帯域幅のフェージング・プロファイルを構成する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明は、図１～図８を参照することにより、より完全に説明することができる。図１
は、本発明のある実施形態による無線通信システム１００のブロック図である。通信シス
テム１００は、携帯電話、無線電話、無線周波（ＲＦ）機能を有する携帯情報端末（ＰＤ
Ａ）、またはラップトップ・コンピュータのようなデジタル端末装置（ＤＴＥ）へのＲＦ
アクセスを提供する無線モデムのような、しかしこれらに限定されない複数のユーザ機器
（ＵＥ）１０２、１０４（２つを図示）を含む。通信システム１００は、さらに、エア・
インタフェース１１０を介して各ＵＥ１０２および１０４に通信サービスを提供する無線
アクセス・ネットワーク（ＲＡＮ）１２０を含む。ＲＡＮ１２０は、ＵＥ１０２と無線通
信するノードＢまたは基地トランシーバ局（ＢＴＳ）のようなトランシーバ１２２を含み
、さらに、トランシーバと結合している無線ネットワーク・コントローラ（ＲＮＣ）また
は基地局コントローラ（ＢＳＣ）のようなネットワーク・コントローラ１２８を含む。エ
ア・インタフェース１１０は、ダウンリンク１１２およびアップリンク１１４を含む。各
ダウンリンク１１２およびアップリンク１１４は、少なくとも１つのシグナリング・チャ
ネルおよび少なくとも１つのトラヒック・チャネルを含む複数の物理的通信チャネルを含
む。
【００１７】
　トランシーバ１２２およびコントローラ１２８は、１つ以上のマイクロプロセッサ、マ
イクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、これらの組合せ、または通常
の当業者であれば周知のこのような他のデバイスのような各プロセッサ１２４、１３０を
それぞれ含む。プロセッサ１２４および１３０の特定の動作／機能、およびそれ故それぞ
れトランシーバ１２２およびコントローラ１２８の特定の動作／機能は、対応するプロセ
ッサにより実行することができるデータおよびプログラムを格納するランダム・アクセス
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・メモリ（ＲＡＭ）、ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ（ＤＲＡＭ）および／
または読出し専用メモリ（ＲＯＭ）またはその等価物のようなプロセッサに関連する少な
くとも１つの各メモリ素子１２６、１３２に格納されているソフトウェア命令およびルー
チンを実行することにより決定される。
【００１８】
　図２は、本発明のある実施形態によるＵＥ１０２および１０４のようなユーザ機器（Ｕ
Ｅ）２００のブロック図である。ＵＥ２００は、１つ以上のマイクロプロセッサ、マイク
ロコントローラ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、これらの組合せ、または通常の当
業者であれば周知のこのような他のデバイスのようなプロセッサ２０２を含む。プロセッ
サ２０２の特定の動作／機能、およびそれ故それぞれＵＥ２００の特定の動作／機能は、
対応するプロセッサにより実行することができるデータおよびプログラムを格納するラン
ダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ（ＤＲ
ＡＭ）および／または読出し専用メモリ（ＲＯＭ）またはその等価物のようなプロセッサ
に関連する少なくとも１つの各メモリ素子２０４内に格納されているソフトウェア命令お
よびルーチンを実行することにより決定される。
【００１９】
　好適には、本発明の実施形態は、ＵＥ１０２および１０４、トランシーバ１２２および
コントローラ１２８内で実施することが好ましく、より詳細には、少なくとも１つの各メ
モリ素子２０４、１２６、１３２内に格納されていて、各プロセッサ２０２、１２４、１
３０により実行されるソフトウェア・プログラムおよび命令と一緒にまたは内で実施され
ることが好ましい。しかし、当業者であれば、別の方法として、本発明の実施形態を１つ
以上のＵＥ１０２および１０４、トランシーバ１２２およびコントローラ１２８で実施さ
れるＡＳＩＣのような集積回路（ＩＣ）、特定用途向けＩＣ（ＡＳＩＣ）等のようなハー
ドウェアで実施することができることを理解することができるだろう。本発明に基づいて
、当業者であれば、実験を行わなくても、このようなソフトウェアおよび／またはハード
ウェアを容易に作成および実施することができるだろう。
【００２０】
　通信システム１００は、エア・インタフェース１１０を通してデータを送信するための
直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）変調方式を使用する広帯域パケット・データ通信シス
テムを備える。好適には、通信システム１００は、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ
）通信システムであることが好ましい。この場合、周波数帯域幅は、トラヒックおよびシ
グナリング・チャネルが同時に送信される物理層チャネルを含む複数の周波数サブバンド
または副搬送波に分割される。次に、ユーザには、ユーザ情報を交換するために１つ以上
の周波数サブバンドを割当てることができ、それにより複数のユーザは、異なる副搬送波
により同時に送信することができる。さらに、好適には、通信システム１００は、３ＧＰ
Ｐ（第三世代パートナーシップ・プロジェクト）Ｅ－ＵＴＲＡ（Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎａｒ
ｙ　ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）標準により動作す
ることが好ましい。この標準は、無線システム・パラメータおよび呼処理手順を含む無線
通信システム動作プロトコルを指定する。しかし、当業者であれば、通信システム１００
は、例えば、８０２．１１ａ／ＨｉｐｅｒＬＡＮ２、８０２．１１ｇ、または８０２．１
６標準、または任意の複数の提案の超広帯域（ＵＷＢ）通信システムのようなＩＥＥＥ（
米国電気電子技術者協会）８０２．ｘｘ標準に記載されているように、例えば、ＣＤＭＡ
（符号分割多元接続）２０００　ＩＸＥＶ－ＤＶ通信システム、無線ローカル・エリア・
ネットワーク（ＷＬＡＮ）通信システムのような３ＧＰＰ２（第三世代パートナーシップ
・プロジェクト２）展開（Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）通信システムのような直交周波数分割多
重化（ＯＦＤＭ）変調方式を使用している任意の無線通信システムにより動作することが
できることを理解されたい。
【００２１】
　通信システム１００が使用する周波数帯域幅の１つ以上のサブバンドを使用する目的で
、複数のＵＥ１０２、１０４を選択的にスケジュールするために、ＲＡＮ１２０は、各Ｕ
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Ｅ１０２、１０４にスケジューリング周期に対するスケジューリング情報を提供する。ス
ケジューリング情報は、通常、開始セル・システム・フレーム番号（ＳＦＮ）インデック
ス、または開始接続フレーム番号（ＣＦＮ）インデックス、スケジューリング持続時間、
すなわち、例えば、無線フレームまたは送信時間間隔（ＴＴＩ）の単位で、および割当て
られたサブバンドで、供給されたスケジューリング情報を適用することができる時間周期
の持続時間のような、好適には無線フレーム単位での参照開始時間を含むことが好ましい
。
【００２２】
　スケジューリング周期中に周波数帯域幅を使用するために、複数のＵＥ１０２、１０４
を選択的にスケジュールした場合には、通信システム１００は、周波数帯域幅を各レベル
で１つ以上のサブバンドに分割することができる。各サブバンド内の搬送波の数は、レベ
ル毎に異なることに留意されたい。例えば、図３は、本発明のある実施形態による周波数
帯域幅３２０を１つ以上のサブバンドに分割する際に、通信システム１００が使用する例
示としてのサブバンド分割方式のブロック図３００である。ブロック図３００に示すよう
に、通信システム１００は、スケジューリング期間中に周波数帯域幅３２０を、１つ、２
つ、４つまたは８つのサブバンドに分割することができる。周波数帯域幅３２０のこのよ
うな各分割は、同じ周波数帯域幅の異なる表示を含み、周波数帯域幅の分割の異なるレベ
ルと見なすことができる。その結果、周波数帯域幅３０２のいくつかのサブバンドへの分
割は、階層構造とみなすことができ、階層構造により表示することができる。この場合、
階層構造の各昇順のレベル（ｎ）は、周波数帯域幅のより多くのサブバンドへの分割に対
応する。例えば、ブロック図３００に示すように、階層構造の第１のレベル（ｎ＝０）の
ところでは、周波数帯域幅３２０は再分割されない。すなわち、周波数帯域幅３２０は、
１つのサブバンド３０１しか含んでいない。階層構造の第２のレベル（ｎ＝１）のところ
では、周波数帯域幅３２０は、２つのサブバンド３０２および３０３に再分割される。階
層構造の第３のレベル（ｎ＝２）のところでは、周波数帯域幅３２０は、４つのサブバン
ド３０４～３０７に再分割される。階層構造の第４のレベル（ｎ＝３）のところでは、周
波数帯域幅３２０は、８つのサブバンド３０８～３１５に再分割される。
【００２３】
　すなわち、図３の周波数帯域幅の場合には、任意の所与のスケジューリング周期の間に
、通信システム１００は、周波数帯域幅３２０を、１つ、２つ、４つまたは８つのサブバ
ンドに分割することができ、各分割は、階層構造のレベル（ｎ＝０，１，２，または３）
に対応する。すなわち、階層構造の各レベル（ｎ＝０，１，２，または３）のところで、
周波数帯域幅３２０は、「２ｎ」サブバンドに分割される。値「Ｎ」は、階層構造の頂部
レベルに関連する値に対応する。すなわち、頂部レベルのところでは、「ｎ＝Ｎ」（すな
わち、図３のＮ＝３）であり、その場合、サブバンド分割の異なるレベルの数は、「Ｎ＋
１」に等しくなる（例えば、図３の場合には、サブバンド分割の異なるレベルの数は、Ｎ
＋１、または４に等しくなる）。しかし、通常の当業者であれば、レベル毎のいくつかの
可能なサブバンド、および帯域幅分割のいくつかのレベルが、使用する周波数帯域幅によ
り変化する場合があり、さらにシステムの設計者次第であり、「Ｎ」の値がそれに応じて
変化することがあることを理解することができるだろう。例えば、図４は、もう１つの周
波数帯域幅分割方式による周波数帯域幅４３０を分割する際に、通信システム１００が使
用することができるサブバンド分割方式の例示としての階層構造を示すブロック図４００
である。また、図４は、帯域幅分割の４つのレベルを示しているが、レベル毎のサブバン
ドの数は図３とは異なる。すなわち、スケジューリング期間中、レベルｎ＝０のところで
は、周波数帯域幅４３０は、１つのサブバンド４０１を含み、レベルｎ＝１のところでは
、周波数帯域幅４３０は、３つのサブバンド４０２～４０４を含み、レベルｎ＝２のとこ
ろでは、周波数帯域幅４３０は、６つのサブバンド４０５～４１０を含み、レベルｎ＝３
のところでは、周波数帯域幅４３０は、１２のサブバンド４１１～４２２を含む。
【００２４】
　周波数帯域幅３２０または４３０のような通信システム１００が使用する周波数帯域幅
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を使用する目的で、複数のＵＥ１０２、１０４を選択的にスケジュールするために、ＵＥ
１０２のようなＵＥは、サブバンド品質に関する情報をＲＡＮ１２０に報知する。ＵＥは
、従来技術の場合には、各ＣＱＩメッセージ内に、周波数帯域幅３２０に関するサブバン
ド３０８～３１５、または周波数帯域幅４３０に関するサブバンド４１１～４２２のよう
なすべての頂部レベル・サブバンドに対する完全なチャネル品質情報を提供する。しかし
、このような報知は、多数のサブバンドが存在する場合には、オーバーヘッドの有意の量
を使用する場合がある。システム容量を保存するために、通信システム１００は、ＵＥ１
０２が、例えば、測定および報知期間中に、すべてのサブバンドに対するチャネル品質を
提供するのではなく、最もよいチャネル品質を有する１つのサブバンドのチャネル品質に
関する情報だけを提供するように要求する。
【００２５】
　ここで図５を参照すると、この図は、本発明のある実施形態によるサービスを提供する
ＲＡＮ、すなわち、ＲＡＮ１２０へ、ＵＥ１０２のようなＵＥによるサブバンド・チャネ
ル品質に関する情報の報知を示す論理フローチャート５００である。論理の流れ５００は
、好適には、当業者であれば周知のように、通信システム１００が使用する周波数帯域幅
の少なくとも１つのサブバンドに関連するチャネル品質情報（ＣＱＩ）の測定であること
が好ましい、ＵＥ１０２がチャネル品質を測定した場合（ステップ５０４）に開始する（
ステップ５０２）。例えば、ＵＥ１０２は、サブバンドを使用してチャネルにより送信し
た信号に関する受信した信号電力、信号対雑音比、搬送波対干渉比、または搬送波電力対
雑音電力比を測定することができるし、またはこのような信号に関連するビット誤り率ま
たはフレーム誤り率を測定することもできる。通常の当業者であれば、チャネル品質を判
定する際に、多くのパラメータを測定することができること、および本発明の精神および
範囲から逸脱することなしに、任意のこのようなパラメータを本発明で使用することがで
きることを理解することができるだろう。
【００２６】
　本発明の一実施形態の場合には、ＲＡＮ１２０は、ＵＥ１０２に、測定期間中に測定す
るサブバンドについて知らせることができる。例えば、ＲＡＮ１２０は、ＵＥ１０２に１
つ以上の各測定期間中に監視する周波数のリストを提供することができるし、またはＲＡ
Ｎは、ＵＥに、１つ以上の各測定期間中に測定する各サブバンドのインデックス番号のよ
うな識別子を提供することができ、またこのような識別子に基づいてＵＥは、各測定期間
中に監視する周波数を決定することができる。
【００２７】
　本発明の他の実施形態の場合には、ＵＥ１０２に、測定期間中どのサブバンドを監視す
るのか、ＲＡＮ１２０のところで、例えば、トランシーバ１２２またはコントローラ１２
８の少なくとも１つのメモリ素子１２６、１３２内にどの情報を格納するのかに関する情
報を予めプログラムすることができる。例えば、ＵＥ１０２は、連続している測定期間中
、周波数帯域幅のサブバンドを通して巡回するように予めプログラムすることができる。
例えば、および図３を参照しながら、ＵＥ１０２は、一度に１つのサブバンドずつ、複数
のサブバンド３０１～３１５を通して巡回するようにプログラムすることができる。すな
わち、ＵＥ１０２は、第１の測定期間中サブバンド３０１のような第１のサブバンドだけ
に関連するチャネル品質を測定することができる。次に、ＵＥ１０２は、第２の測定期間
中にサブバンド３０２に関連するチャネル品質、第３の測定期間中にサブバンド３０３に
関連するチャネル品質というように、連続している各測定期間中に連続しているサブバン
ドに関連するチャネル品質を測定することができ、すべての他のサブバンドの測定が終了
した後で、すべてのサブバンドを通り、最初に測定したサブバンド３０１に関連するチャ
ネル品質を再度測定する。
【００２８】
　もう１つの例を挙げて説明すると、また再度図３を参照するが、ＵＥ１０２は、一度に
１つのレベルずつ、レベル（ｎ＝０，１，２，３）を通して巡回するようにプログラムす
ることができる。すなわち、ＵＥ１０２は、第１の測定期間中、レベル「０」のサブバン
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ド、すなわちサブバンド３０１に関連するチャネル品質を測定するようにプログラムする
ことができる。次に、ＵＥ１０２は、第１の複数の測定チャネル品質を生成するために、
第２の測定期間中、レベル「１」の各サブバンド、すなわちサブバンド３０２および３０
３に関連するチャネル品質、第２の複数の測定チャネル品質を生成するために、第３の測
定期間中、レベル「２」のサブバンド、すなわちサブバンド３０４～３０７に関連するチ
ャネル品質、第３の複数の測定チャネル品質を生成するために、第４の測定期間中、レベ
ル「３」のサブバンド、すなわちサブバンド３０８～３１５に関連するチャネル品質のよ
うな次のレベルのサブバンドに関連するチャネル品質を、連続している各測定期間中に測
定することができる。ＵＥ１０２が、図３のレベル「３」のような頂部レベルのサブバン
ドに関連するチャネル品質を測定した後で、ＵＥ１０２は、一番下のレベル、すなわち、
レベル「０」のサブバンドに関連するチャネル品質の測定に戻る。
【００２９】
　本発明のさらに他の実施形態の場合には、ＵＥ１０２は、各測定期間中、すべてのサブ
バンドを測定することができるし、または所与のレベルの各サブバンドに関連するチャネ
ル品質、および以下にさらに詳細に説明するように、そのチャネル品質が前のチャネル品
質メッセージで報知済みの他のレベルのサブバンドのような他のレベルの選択したサブバ
ンドに関連するチャネル品質を測定することもできる。
【００３０】
　周波数帯域幅の少なくとも１つのサブバンドに関連するチャネル品質が測定されると、
ＵＥ１０２は、チャネル品質メッセージでそのチャネル品質情報をＲＡＮ１２０に報知し
なければならない少なくとも１つの測定済みサブバンドのサブバンドを選択する（ステッ
プ５０６）。ステップ５０６のところで、ＵＥ１０２が測定期間中にそのチャネル品質が
測定される複数のサブバンドからあるサブバンドを選択した場合には、好適には、ＵＥ１
０２は、比較を行うための測定済みのチャネル品質を比較し、この比較に基づいて最善の
測定チャネル品質に関連するサブバンドを選択することが好ましい。しかし、本発明の他
の実施形態の場合には、ＵＥ１０２は、測定したチャネル品質の比較に基づいて、測定し
たチャネル品質の中程度のチャネル品質を有する、または最悪のチャネル品質を有するサ
ブバンドに関連するチャネル品質情報を報知することができる。当業者であれば、そのチ
ャネル品質情報をＲＡＮ１２０に報知する、少なくとも１つの測定したサブバンドのサブ
バンドを決定するために使用する複数アルゴリズムを思い付くことができるだろう。この
ような任意のアルゴリズムを、本発明の精神および範囲から逸脱することなしに、本発明
で使用することができる。しかし、ＲＡＮ１２０に報知したサブバンド・チャネル品質情
報は、ＲＡＮが時間内にサブバンドに関連する周波数帯域幅のフェージング・プロファイ
ルを構成することができるようなものでなければならない。
【００３１】
　例えば、本発明の一実施形態の場合には、ＵＥ１０２は、サブバンド毎にサブバンドの
チャネル品質情報を報知することができる。すなわち、連続している各報知期間中、ＵＥ
１０２は、連続しているサブバンドに関連するチャネル品質情報を報知することができる
。例えば、図３を参照すると、ＵＥ１０２は、一度に１つのサブバンドずつ、サブバンド
３０１～３１５を通して適用することができる。すなわち、ＵＥは、第１の報知期間中に
、第１のサブバンド、すなわちサブバンド３０１に関連するチャネル品質を報知すること
ができ、第２の報知期間中に、次のサブバンド、すなわちサブバンド３０２に関連するチ
ャネル品質を報知することができ、以下同様である。最後のサブバンド、すなわちサブバ
ンド３１５に関連するチャネル品質を報知した後で、ＵＥ１０２は、第１のサブバンド、
すなわち、サブバンド３０１に戻り、次の報知期間中に、第１のサブバンドに関連する新
しく測定したチャネル品質を報知する。
【００３２】
　本発明の他の実施形態の場合には、ＵＥ１０２は、レベル毎のサブバンドのチャネル品
質情報を報知することができる。すなわち、連続している各報知期間中、ＵＥ１０２は、
次の、好適には、連続しているレベルを選択し、選択した次のレベルのサブバンドに関連
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するチャネル品質情報を報知する。例えば、図３に示すように、ＵＥ１０２は、一度に１
つのレベルずつ、レベル「０」～「３」を通って順次進むことができる。すなわち、ＵＥ
は、第１の報知期間中、第１のレベル、すなわち、レベル「０」のサブバンドおよびサブ
バンド３０１に関連するチャネル品質を報知することができる。第２の報知期間中、ＵＥ
１０２は、次の第２のレベル、すなわち、レベル「１」およびサブバンド３０２～３０３
のサブバンドに関連するチャネル品質を報知することができる。第３の報知期間中、ＵＥ
１０２は、次の第３のレベル、すなわち、レベル「２」およびサブバンド３０４～３０７
に関連するチャネル品質を報知することができる。第４の報知期間中、ＵＥ１０２は、次
の第４のレベル、すなわち、レベル「３」およびサブバンド３０８～３１５に関連するチ
ャネル品質を報知することができる。頂部レベル、すなわち、レベル「３」に関連するチ
ャネル品質を報知した後で、ＵＥ１０２は、第１のレベル、すなわち、レベル「０」およ
びサブバンド３０１に戻り、第１のレベルのサブバンドに関連する新しく測定したチャネ
ル品質を報知する。
【００３３】
　報知期間中にそのチャネル品質測定値をＲＡＮ１２０に報知するサブバンドを選択した
場合には、ＵＥ１０２は、報知期間中に、好適には、選択したサブバンドに関連するチャ
ネル品質情報（ＣＱＩ）を含んでいることが好ましい、チャネル品質を通知するメッセー
ジを形成し、ＲＡＮに送る（ステップ５０８）。好適には、ＵＥ１０２は、関連するチャ
ネル品質情報と一緒に選択したサブバンドの識別子をメッセージ内に含んでいることが好
ましい。例えば、図６は、本発明の種々の実施形態による例示としてのチャネル品質メッ
セージ６００のブロック図である。チャネル品質メッセージ６００は、サブバンド３０１
～３１５のうちの１つへのインデックスのようなステップ５０６において選択したサブバ
ンドの識別子を含む第１のデータ・フィールド６０２を含む。チャネル品質メッセージ６
００は、さらに、選択したサブバンドに関連するチャネル品質測定値のようなチャネル品
質情報を含む第２のデータ・フィールド６０４を含む。
【００３４】
　チャネル品質メッセージ６００は、さらに、少なくとも１つの前に報知したサブバンド
に関連するチャネル品質情報の更新を含む第３のデータ・フィールド６０６を含むことが
できる。例えば、現在のチャネル品質メッセージの第１のデータ・フィールド６０２およ
び第２のデータ・フィールド６０４が、レベル「ｎ」のサブバンドに関連する識別子およ
びチャネル品質を含んでいるとしよう（ブロック図３００の場合には、ｎ＝０，１，２，
または３）。さらに、連続している各チャネル品質メッセージにおいて、ＵＥが、前のチ
ャネル品質メッセージで報知したサブバンドのレベル「ｎ－１」より１つレベルの高いレ
ベル「ｎ」に関連するサブバンドのチャネル品質を報知しているとしよう（レベルが、連
続しているチャネル品質メッセージ内を巡回している場合には、レベルｎ＝３のサブバン
ドのチャネル品質をチャネル品質メッセージで報知した後で、次のチャネル品質メッセー
ジが、レベルｎ＝０のサブバンドのチャネル品質を報知することに留意されたい）。この
例の場合には、第３のデータ・フィールド６０６は、そのチャネル品質情報が前のチャネ
ル品質メッセージにより報知されたレベル「ｎ－１」のサブバンドに関連するチャネル品
質情報を含むことができる。
【００３５】
　チャネル品質メッセージのサイズを最小限度に小さくするために、第３のデータ・フィ
ールド６０６内に含まれているチャネル品質情報は、レベルのチャネル品質、またはその
チャネル品質情報が直前のチャネル品質メッセージで報知された報知のために選択された
サブバンドの変化を示す差分値を含むことができる。それ故、ＲＡＮ１２０は、レベルま
たはサブバンドがメッセージではっきり識別されていなくても、第３のデータ・フィール
ド６０６内で報知されたチャネル品質情報に関連するレベルおよび／またはサブバンドを
知っている。例えば、前のチャネル品質メッセージ内の選択したサブバンドに対して報知
したチャネル品質情報が測定したチャネル品質に関連する電圧を含んでいる場合には、第
３のデータ・フィールド６０６は、最近の測定期間中のサブバンドのチャネル品質の再測
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定によるデシベル（ｄＢ）単位の変化に対応するこのような電圧、このような２進値の変
化に関連する値を含むことができる。
【００３６】
　他の例について、ここで図７を参照しながら説明すると、この図は、選択したサブバン
ド以外の複数のサブバンドに対するチャネル品質情報の更新を含む例示としてのチャネル
品質メッセージを示すブロック図である。チャネル品質メッセージ６００と同様に、チャ
ネル品質メッセージ７００は、ステップ５０６において選択したサブバンドの識別子を含
む第１のデータ・フィールド６０２、および選択したサブバンドに関連するチャネル品質
測定値のようなチャネル品質情報を含む第２のデータ・フィールド６０４を含む。チャネ
ル品質メッセージ７００は、さらに、データ・フィールド６０２および６０４内で現在報
知しているサブバンドのレベルとは異なる複数の各レベルのサブバンドに関連するチャネ
ル品質情報を含む第３のデータ・フィールド７０２を含む。例えば、第１および第２のデ
ータ・フィールド６０２、６０４が、レベル「ｎ」のサブバンドに関連する識別子および
チャネル品質を含んでいるとしよう。次に、第３のデータ・フィールド７０２は、複数の
データ・サブフィールドを含むことができる。この場合、各サブフィールドは、レベル「
ｎ」以外のレベルのサブバンドのチャネル品質を報知し、このサブバンドも他のサブフィ
ールド内で報知されたサブバンドのレベルとは異なるレベルのものである。サブフィール
ドは、レベル「ｎ＋１」に対するチャネル品質情報を報知している第１のサブフィールド
（おそらく、そのレベルについての前に報知された最善のサブバンドであったサブバンド
）、レベル「ｎ＋２」に対するチャネル品質情報を報知している第２のサブフィールド（
この場合も、おそらくそのレベルについての前に報知された最善のサブバンドであったサ
ブバンド）以下同様の所定の順序でサブバンドチャネル品質情報を報知することができる
。その結果、ＲＡＮは、レベルまたはサブバンドがメッセージ内ではっきり識別されてい
なくても、各サブフィールド内で報知されたチャネル品質情報に関連するレベルおよび／
またはサブバンドを知っている。この場合も、チャネル品質メッセージのサイズを最小限
度に小さくするために、第３のデータ・フィールド７０２の各サブフィールド内に含まれ
ているチャネル品質情報は、差分値に関連する１つのビットを含むことができる。この差
分値は、前のチャネル品質メッセージ内のサブバンドまたはレベルについて報知された値
からのサブフィールドに関連するサブバンドまたはレベルについて報知されたチャネル品
質値の変化を識別する。
【００３７】
　測定中のサブバンドが、帯域幅３２０に関連するサブバンド３０１、または帯域幅４３
０に関連するサブバンド４０１のような全周波数帯域幅を含んでいる場合には、ＵＥが報
知したチャネル品質情報は、全帯域幅上で平均したチャネル品質値を含むことができる。
例えば、通常、チャネル品質の測定は、全周波数帯域幅よりかなり狭いチャネルに対して
行われる。周波数帯域幅が、それぞれかなり狭い複数のサブバンドを含んでいる場合には
、チャネル品質の測定は、すべてのまたはほとんどすべてのサブバンドをカバーすること
ができる。しかし、周波数帯域幅が全周波数帯域幅をほとんどカバーするサブバンド３０
１および４０１のような１つのサブバンドのように特に広い１つ以上のサブバンドを含ん
でいる場合には、各サブバンドは、測定期間中に測定する複数のチャネルと関連すること
ができる。そのような場合に、ＵＥ１０２は、平均チャネル品質測定を行うために、測定
期間中に複数のチャネルに対して行ったチャネル品質測定を平均することができ、サブバ
ンドについてＵＥが報知したチャネル品質情報は、平均チャネル品質値を含むことができ
る。
【００３８】
　チャネル品質メッセージを受信した場合には、ＲＡＮ１２０は、周波数帯域幅３２０ま
たは４３０、および論理的流れ５００のような周波数帯域幅のフェージング・プロファイ
ルを形成することができ（ステップ５１０）、次に、終了する（ステップ５１２）。例え
ば、図８は、すでに説明したように、チャネル品質メッセージにより提供したレベル毎の
チャネル品質情報に基づく、周波数帯域幅のおよび特定の周波数帯域幅４３０のフェージ
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ング・プロファイルの構造のグラフ表示を含む。
【００３９】
　図８の周波数帯域幅４３０のフェージング・プロファイルは、下記のように組立てるこ
とができる。第１のチャネル品質メッセージは、レベル「０」、すなわちサブバンド４０
１のチャネル品質情報を提供する。サブバンド４０１のチャネル品質情報は、バー８０１
を生成するために使用される。もう１つの第２のチャネル品質メッセージは、レベル「１
」、すなわちサブバンド４０２～４０４のチャネル品質情報を提供する。第２のメッセー
ジに含まれているチャネル品質情報は、サブバンド４０４がレベル「１」に含まれている
サブバンドの最善のチャネル品質を有していることを示す。サブバンド４０４がレベル「
１」に含まれているサブバンドの最善のチャネル品質を有していることを示すこのチャネ
ル品質情報は、バー８０２を生成するために使用される。さらに他の第３のチャネル品質
メッセージは、レベル「２」、すなわちサブバンド４０５～４１０のチャネル品質情報を
提供する。第３のメッセージに含まれているチャネル品質情報は、サブバンド４１０がレ
ベル「２」に含まれているサブバンドの最善のチャネル品質を有していることを示す。レ
ベル「２」に含まれているサブバンドの最善のチャネル品質を有しているサブバンド４１
０を示すこのチャネル品質情報は、バー８０３を生成するために使用される。さらにもう
１つの第４のチャネル品質情報は、レベル「３」、すなわちサブバンド４１１～４２２に
対するチャネル品質情報を提供する。第４のメッセージに含まれているチャネル品質情報
は、サブバンド４１３がレベル「３」に含まれているサブバンドの最善のチャネル品質を
有していることを示す。サブバンド４１３が、レベル「３」に含まれているサブバンドの
最善のチャネル品質を有していることを示すこのチャネル品質情報は、バー８０４を生成
するために使用される。それ故、図８の底部の棒グラフが生成され、この棒グラフは、周
波数帯域幅４３０のすべてのサブバンド４０１～４２２のチャネル品質のプロファイルを
提供する。棒グラフに基づいて、当業者であれば、全帯域幅４３０のフェージング・プロ
ファイルを含む図８の頂部グラフを生成することができる。
【００４０】
　それ故、それぞれが、サブバンド・レベルの１つのサブバンドのような１つのサブバン
ドに関連するチャネル品質情報を含むチャネル品質メッセージを交換することにより、全
周波数帯域幅のフェージング・プロファイルを形成することができる。このようにして、
通信システム１００は、周波数帯域幅の各サブバンドのＣＱＩを含むＣＱＩメッセージを
交換する従来技術のＯＦＤＭシステムと比較すると、チャネル品質フィードバックの提供
におけるオーバーヘッドの使用量は小さい。さらに、通信システム１００がフィードバッ
クしたチャネル品質メッセージは、さらに前のチャネル品質メッセージにより提供された
チャネル品質情報の更新を含むことができる。これらは、そのチャネル品質情報が直前の
チャネル品質メッセージにより提供されたサブバンドのような、前に提供した情報の更新
であるので、受信ＲＡＮは、サブバンドがメッセージ内ではっきりと識別されていなくて
も、更新に関連するサブバンドを決定することができる。メッセージ内でサブバンドをは
っきりと識別しないことにより、メッセージ・サイズを短くすることができ、システムの
オーバーヘッドを保存することができる。さらに、完全なＣＱＩではなく、差分情報のよ
うな更新を含むことにより、システムのオーバーヘッドをさらに保存することができる。
【００４１】
　特定の実施形態を参照しながら本発明を詳細に図示し、説明してきたが、当業者であれ
ば、添付の特許請求の範囲に記載する本発明の範囲から逸脱することなしに、種々の変更
を行うことができ、その要素に対して置換した等価物を作ることができるだろう。それ故
、本明細書および図面は、本発明を制限するものではなく、例示としてのものと見なすべ
きであり、そのようなすべての変更および置換は、本発明の範囲内に含まれる。
【００４２】
　利益、他の利点および問題の解決方法を特定の実施形態を参照しながら説明してきたが
、利益、利点および問題の解決方法、および任意の利益、利点または解決方法をもっと優
れたものにするまたはさせる任意の要素を、任意のまたはすべての特許請求の範囲の重要
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な、必要なまたは本質的な機能または要素であると解釈すべきではない。本明細書で使用
する場合、「備える」、「備えている」という用語またはその任意の派生語は、要素のリ
ストを含むプロセス、方法、物品または装置は、これらの要素だけを含んでいるのではな
く、明示していないまたはこのようなプロセス、方法、物品または装置に固有の他の要素
を含むことができるように、非排他的包括をカバーするためのものである。さらに、本明
細書に別段の指示がない限り、第１および第２、頂部および底部等のような関連を示す用
語が使用されている場合には、あるエンティティまたは行動を他のエンティティまたは行
動と区別するためのものであり、必ずしも、各エンティティまたは行動の間の実際のこの
ような関係または順序にする必要もないし、意味するものでもない。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明のある実施形態による無線通信システムのブロック図。
【図２】本発明のある実施形態によるユーザ機器のブロック図。
【図３】本発明のある実施形態による周波数帯域幅を１つ以上のサブバンドに分割する際
に、図１の通信システムが使用する例示としてのサブバンド分割方式のブロック図。
【図４】本発明のもう１つの実施形態による周波数帯域幅を１つ以上のサブバンドに分割
する際に、図１の通信システムが使用するもう１つの例示としてのサブバンド分割方式の
ブロック図。
【図５】本発明のある実施形態による図１のサービスを提供している無線アクセス・ネッ
トワークへの図１のユーザ機器によるサブバンド・チャネル品質に関する情報を報知する
ための方法の論理フローチャート。
【図６】本発明の種々の実施形態による例示としてのチャネル品質メッセージのブロック
図。
【図７】本発明のもう１つの実施形態による例示としてのチャネル品質メッセージのブロ
ック図。
【図８】本発明のある実施形態によるレベル対レベルチャネル品質情報に基づく周波数帯
域幅のフェージング・プロファイルの例示としての構成のグラフ表示。
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