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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局と基地局との間でフィードバック情報を通信する方法であって、
　前記方法は、
　前記移動局が、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）管理ヘッダを用いて情報をレポートするこ
とを求める帯域幅割り当て要求を前記基地局に送信するステップであって、前記ＭＡＣ管
理ヘッダは、フィードバックタイプ、高速基地局スイッチング（Ｆａｓｔ　Ｂａｓｅ　Ｓ
ｔａｔｉｏｎ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ：ＦＢＳＳ）インジケータ、選好周期に関連する情報
を含む、ステップと、
　前記移動局が、情報をレポートするために用いられる帯域幅領域を割り当てる帯域幅割
り当てを受信するステップと、
　前記移動局が、前記割り当てられた帯域幅を用いることにより、前記情報を前記基地局
に送信するステップと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記帯域幅割り当て要求は、ＣＱＩＣＨ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉ
ｃａｔｏｒ　ＣＨａｎｎｅｌ）割り当て要求である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記選好周期は、前記移動局が選好するＣＱＩＣＨ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ
　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ＣＨａｎｎｅｌ）割り当て要求に関連する、請求項１に記載の方
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法。
【請求項４】
　前記基地局にレポートされる前記情報は、フィードバック情報である、請求項１に記載
の方法。
【請求項５】
　前記情報は、フィードバックタイプに関連し、前記フィードバックタイプは、ダウンリ
ンク信号強度、ダウンリンク測定値／プリコーディングマトリクスコードブック、量子化
プリコーディングウェイトフィードバック、コードブック内のプリコーディングマトリク
スに対するインデックス、チャネルマトリクス情報のうちの少なくとも１つを含む、請求
項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記帯域幅割り当てを受信するステップは、少なくとも１つのＣＱＩＣＨ（Ｃｈａｎｎ
ｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ＣＨａｎｎｅｌ）ｅｎｈａｎｃｅｄ　ａｌ
ｌｏｃａｔｉｏｎ　ＩＥ（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｅｌｅｍｅｎｔ）を受信することを
含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記帯域幅割り当てを受信するステップは、少なくとも１つのＣＱIＣＨ（Ｃｈａｎｎ
ｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ＣＨａｎｎｅｌ）ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　
ＩＥ（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｅｌｅｍｅｎｔ）を受信することを含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項８】
　前記帯域幅割り当てを受信するステップは、少なくとも１つの高速フィードバック割り
当てサブヘッダを受信することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記高速フィードバック割り当てサブヘッダは、フィードバックタイプを含み、前記フ
ィードバックタイプは、高速ダウンリンク測定値、高速ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉ
ｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）フィードバック、ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）モード／順列モードフィードバッ
クのうちの少なくとも１つを示す、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記高速フィードバック割り当てサブヘッダは、ダウンリンク上で伝送されるべきデー
タが存在するときに用いられる、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記高速基地局スイッチング（ＦＢＳＳ）インジケータは、前記移動局がＦＢＳＳ（Ｆ
ａｓｔ　Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）ハンドオーバーの間にＣＱＩ
ＣＨ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ＣＨａｎｎｅｌ）を要求
するときに設定される、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ステップは、ＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉ
ｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）通信システム、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏ
ｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）通信シス
テム、ＷｉＭＡＸ（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　
Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ）通信システム、４Ｇ（４ｔｈ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏ
ｎ）通信システムのうちの少なくとも１つに適用可能である、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記帯域幅領域を割り当てることは、１つまたは複数のＣＱＩＣＨ（Ｃｈａｎｎｅｌ　
Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ＣＨａｎｎｅｌ）チャネルを割り当てることであ
る、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、移動通信に関し、より詳しくは、チャネル品質情報チャネル要求ヘッダを使
用した移動局と基地局間のフィードバック情報の通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の直交周波数分割変調（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓ
ｉｏｎ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ：ＯＦＤＭ）時分割複信（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　
Ｄｕｐｌｅｘ：ＴＤＤ）システムにおいて、媒体アクセス層（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｌａｙｅｒ：ＭＡＣ）プロトコルデータユニット（Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｄａｔａ　Ｕ
ｎｉｔ：ＰＤＵ）は、ＭＡＣ管理ＰＤＵとユーザデータＭＡＣ　ＰＤＵに大別される。Ｍ
ＡＣ管理ＰＤＵは、前記ＭＡＣ層の動作のために予め規定されたペイロードから構成され
、各ペイロードの前にはＭＡＣヘッダが加えられる。ユーザがアップリンクで必要な帯域
幅を動的に要求するために必要な帯域幅要求ＰＤＵは、別途のペイロードなしにヘッダ（
すなわち、帯域幅要求ヘッダ）のみを有する特別なタイプのＭＡＣ管理ＰＤＵである。図
１は、従来技術による帯域幅要求ヘッダの構造を示す。
【０００３】
　従来技術によると、帯域幅要求機能は、移動局が基地局にアップリンク帯域幅割り当て
が必要であることを通知するときに利用される手順である。前記帯域幅要求は、追加タイ
プ又は集約タイプでもよい。追加帯域幅要求を受信した移動局は、該当接続（又は、アク
セス手順）に関する前記要求された帯域幅のサイズを確保するために、帯域幅に必要な事
項を現在割り当てられた帯域幅に追加しなければならない。又は、グループタイプ要求を
受信すると、基地局は、前記該当接続のこれまでの帯域幅を要求された帯域幅のサイズに
代えなければならない。
【０００４】
　前記機能だけではなく、前記ヘッダは、他の機能を行うために使用することもできる。
そのような機能は、ヘッダの前方部のタイプフィールドによって分類され、伝送されるコ
ンテンツは、タイプフィールドに応じて対応する。基本的に、これは、帯域幅を要求する
ときに他の値を伝送するために使用される。例えば、タイプフィールドが０１０である場
合、アップリンク伝送電力値はレポートされ、タイプフィールドが１００である場合、ダ
ウンリンクバーストプロファイル変更が要求される。タイプフィールド１０１は、スリー
プモードのための節電クラスＩＤ（ｐｏｗｅｒ　ｓａｖｉｎｇ　ｃｌａｓｓ　ＩＤ）を伝
送するために使用できる。従って、帯域幅の要求に加えて、前記ヘッダは、帯域幅要求と
同時に他の情報を共にレポートするときに使用できる。
【０００５】
　従来技術において、前記移動局からの要求は、アップリンク帯域幅要求に制限される。
また、多様なフィードバック値の迅速な伝送を可能にする高速フィードバックチャネル（
例えば、ＣＱＩＣＨ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｃｈ
ａｎｎｅｌ））の割り当ては、基地局からの割り当てに基づいてのみ受信されていた。前
記基地局が移動局にＣＱＩＣＨ領域を割り当てるときにフィードバック値を要求すると、
ＣＱＩＣＨ＿Ｅｎｈａｎｃｅｄ＿ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　ＩＥ（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
　Ｅｌｅｍｅｎｔ）、ＣＱＩＣＨ＿ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　ＩＥが、又は、データが存在
する場合は、高速フィードバック割り当てサブヘッダ（Ｆａｓｔ－ｆｅｅｄｂａｃｋ　ａ
ｌｌｏｃａｔｉｏｎ　ｓｕｂ－ｈｅａｄｅｒ）が、通知のために使用される。そのＩＥ又
はサブヘッダにより要求を受信した移動局のみが、前記要求されたフィードバック値を計
算してレポートする。従って、基地局の要求とともに移動局の最新のダウンリンクチャネ
ル状態値のレポート、多重アンテナシステムにおけるチャネル改善（向上）のためのＭＭ
Ｏモードへの移行、及び他の手順は、移動局自体から要求できない。また、移動局の移動
性を考慮せずに一方的な方式で決められたレポート周期（間隔）でレポートされるチャネ
ル状態レポート値は不用になる。
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の一態様は、前述したような従来の問題に対する本発明者らの認識を含む。この
ような認識に基づいて、本発明によりＣＱＩＣＨ割り当て要求手順が改善される。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一特徴は、特定構成を有する帯域幅要求ヘッダの使用により、アップリンクリ
ソース割り当ての要求だけでなく、ＣＱＩＣＨチャネル（すなわち、高速フィードバック
チャネル）のためのリソース割り当ての要求も可能にすることである。また、周期的なフ
ィードバックレポートの提供の指示が基地局から受信されると、レポート周期修正要求も
可能である。すなわち、本発明は、従来技術の帯域幅要求ヘッダの構造（すなわち、配置
、構成など）を修正することにより、前記移動局により伝送されるフィードバックのタイ
プによって必要なＣＱＩＣＨリソースの割り当てを要求するために、また、所望のフィー
ドバックレポート周期を要求するために使用できる。また、本発明による帯域幅要求ヘッ
ダは、基地局により以前に設定されたフィードバックレポート周期における変更を要求す
るために使用されるように構成できる。
【０００８】
　より明確には、本発明は、帯域幅割り当てを要求する必要があるかを判断し、前記判断
によって、ロバストチャネルである高速フィードバックチャネルの帯域幅割り当てを示す
情報を前記基地局に提供し、前記提供された情報によって帯域幅を割り当てるときに前記
基地局と通信を行うことにより、移動局と基地局間にフィードバック情報を通信する方法
を提供する。
【０００９】
　本発明のさらなる長所、目的及び特性は後述する発明の詳細な説明に一部が記述されて
おり、一部は前記説明により明確になるか、又は、本発明の実施により理解されるであろ
う。本発明の目的と長所は、特に、請求の範囲に開示された構成により実現及び達成され
る。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の好ましい結果及び効果としては、従来はアップリンクリソース割り当て要求に
のみ使用できた帯域幅要求ヘッダを使用することにより、高速フィードバックチャネルに
関連した帯域幅を要求できる。また、前記移動局がレポートすることを所望するフィード
バックタイプ（例えば、：スロット数、ＣＱＩＣＨ数など）によって決定されたより正確
な帯域幅で前記移動局からの伝送を受信する前記基地局による正確なリソース割り当て（
任意の割り当ての代わりに）によりリソースの浪費を減らすことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明は、ＯＦＤＭ／ＯＦＤＭＡ及び／又はＷｉＭａｘをサポートする３ＧＰＰ２タイ
プ移動通信システムにおいて実現されると説明されている。しかし、本発明の概念と内容
は、一般的な技術に基づいて類似した方法で動作する多様な通信方式に適用できるため、
本発明は、他のタイプの通信標準（例えば、３ＧＰＰ２、４Ｇ、ＩＥＥＥ、ＯＭＡなど）
に準拠した通信システムに採択して実現することもできる。
【００１２】
　本発明は、単に便宜のために移動局と基地局間の通信について言及する。しかし、移動
局は、他の類似用語（例えば、移動端末、ユーザ装置など）を使用して表現することがで
き、基地局も、他の類似用語（例えば、Ｎｏｄｅ　Ｂ、ネットワークアクセスポイントな
ど）を使用して表現することができる。
【００１３】
　また、本発明は、ブロードキャスト／マルチキャストサービス（ｂｒｏａｄｃａｓｔ／
ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｓｅｒｖｉｃｅｓ：ＢＣＭＣＳ）に関連して説明されるが、本発明
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の特徴は、マルチメディアブロードキャスト／マルチキャストサービス（ｍｕｌｔｉｍｅ
ｄｉａ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ／ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｓｅｒｖｉｃｅ：ＭＢＭＳ）、メデ
ィアブロードキャスティング、コンテンツ配信のように、ユーザにマルチメディアデータ
を提供する多様なタイプの１対多サービスに適用される。
【００１４】
　以下、添付された図面を参照して本発明の実施形態について説明するが、これに限定さ
れない。
【００１５】
　１．ヘッダ構造
　図１及び図２は、本発明によるヘッダの一例を示す。すなわち、高速フィードバックチ
ャネルが要求されることを示すために、アップリンク帯域幅要求に使用される従来技術の
帯域幅要求ヘッダには新しいタイプフィールドが定義される。本発明によるヘッダは、移
動局自身がフィードバックされるデータのタイプ（後述する表１を参照）を示し、必要な
帯域幅（例えば、ＣＱＩＣＨ＿Ｎｕｍ）を要求することを可能にする。ここで、所望のフ
ィードバックレポート周期も含まれる。
【００１６】
　図３は、高速基地局スイッチング（Ｆａｓｔ　Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｓｗｉｔｃ
ｈｉｎｇ：ＦＢＳＳ）要求、一般的なフィードバック値のレポート要求、及び選好周期要
求のために使用できる本発明によるヘッダの他の例を示す。前記ＦＢＳＳ機能を示すため
に、フィードバックタイプとは別個のフィールドが使用される。さらに、このヘッダ構造
は、基地局により以前に設定されたフィードバックレポート周期の変更要求のために使用
される。
【００１７】
　２.　動作
　前記基地局がアップリンク帯域幅で高速フィードバック値を速く受信するために、高速
フィードバックチャネル（例えば、ＣＱＩＣＨ）が使用される。このチャネルは、復号化
／符号化手順を行うことなく、固有値を示す信号タイプによって伝送された値を区分する
ために使用される。このチャネルで伝送できるデータの量は、４ビット又は６ビットであ
る。４ビットである場合、１６スロットを使用してレポートされたフィードバック値を示
すことができる。６ビットの場合、トータルで６４フィードバック値を示すことができる
。前記移動局は、前記基地局からＵＩＵＣ＝０又は高速フィードバックチャネルＩＥを受
信することにより所定領域内で移動局の位置を把握できる。
【００１８】
　図４は、アップリンク帯域幅のための高速フィードバックチャネル構成を示す。領域内
の各移動局のために使用される前記帯域幅割り当てと要求される前記フィードバック値は
、ＣＱＩＣＨ＿ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　ＩＥ又はＣＱＩＣＨ＿Ｅｎｈａｎｃｅｄ＿ａｌｌ
ｏｃａｔｉｏｎ　ＩＥを使用して通知され、前記移動局に伝送されるデータがある場合は
、高速フィードバック割り当てサブヘッダが使用される。前記サブヘッダを使用しない場
合は、フィードバック情報レポートのための周期も決定される。
【００１９】
　前述した方法を用いてフィードバック値レポート要求を受けていない移動局の場合、移
動局が所望するフィードバックタイプとレポート周期は、ＣＱＩＣＨ割り当て要求ヘッダ
を使用して設定及び要求される。特に、システム自身のＤＬ測定値や多重アンテナを使用
するシステム（移動局）の場合、ＭＩＭＯモードの変更を要求するか、測定された加重値
を伝達するために、受信するフィードバックレポートの所望のフィードバックタイプ及び
所望の周期が要求される。
【００２０】
　図５は、８フレームの周期でＳＮＲ値をレポートする場合に移動局により伝送されるヘ
ッダの構造の一例を示す。レポートのためのＤＬ測定において、所望の８フレーム周期が
含まれる。ここで、前記周期は、２ｐを使用して計算され、Ｐ値は、選好周期値（Ｐｒｅ
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ｆｅｒｒｅｄ－Ｐｅｒｉｏｄ　ｖａｌｕｅ）である。
【００２１】
　前述したＣＱＩＣＨ割り当て要求ヘッダを受信した後、前記基地局は、ＣＱＩＣＨ（高
速フィードバックチャネル）領域内にある移動局に前記移動局が所望する領域（帯域幅）
の量（ＣＱＩＣＨの数を含むヘッダ構造が含まれた場合）又は前記受信されるフィードバ
ック情報を通知し、図６に示すように、前記ＣＱＩＣＨ＿Ｅｎｈａｎｃｅｄ＿Ａｌｌｏｃ
ａｔｉｏｎ　ＩＥ及び前記ＣＱＩＣＨ＿Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　ＩＥを使用して前記要求
された帯域幅を通知する。また、前記移動局に伝送されるデータがある場合、図７に示す
ように、前記高速フィードバック割り当てサブヘッダを使用して通知することができる。
Ｈ－ＡＲＱをサポートする場合、ＭＩＭＯ　ｃｏｍｐａｃｔ　ＤＬ＿ＭＡＰ　ＩＥが使用
される。
【００２２】
　また、固定された移転周期の変更のために、前記移動局は、そのような要求をするため
の本発明のヘッダを使用する。例えば、１０フレーム毎にレポートするように設定された
値は、より速いレポート周期（例：２フレーム毎のレポート）への要求があれば変更でき
る。
【００２３】
　図８は、以前に設定された（固定された）フィードバックレポート周期を要求するため
に使用できるヘッダ構造の一例を示す。図８のヘッダは、以前に設定されたフィードバッ
クタイプが維持されるときに使用できるが、その選好周期は、２フレーム毎（＝２１）の
レポートに変更されるように要求される。
【００２４】
　図９は、本発明によるＣＱＩＣＨ割り当て要求がどのように行われるかをさらに説明す
るための概略図である。
【００２５】
　第１に、アップリンクマップ（ＵＬ＿ＭＡＰ）を使用することにより、前記基地局は、
前記ＵＬリソース内の高速フィードバックチャネル領域について通知するために、ＵＩＵ
Ｃ＝０を用いてサイズ及び位置情報を提供する。その後、全ての移動局は、前記高速フィ
ードバックチャネル位置を認識するようになり、前記基地局から要求があると、前記基地
局が所望するフィードバック値は指定された位置で伝送される。
【００２６】
　第２に、前記基地局から要求がない場合、前記移動局は、多重アンテナシステムの各ア
ンテナのダウンリンク信号強度や加重値をレポートするとき、前記アンテナのチャネルマ
トリクスのフィードバックを提供するとき、及び新しいアンカー基地局を登録するとき、
前記ＣＱＩＣＨ割り当て要求ヘッダを利用する。ここで、前記基地局にレポートされるフ
ィードバックタイプ及び前記移動局が所望するレポート周期が決定されて伝送される。こ
のヘッダは、ＵＬリソース割り当てを所望するときに使用される帯域幅要求ヘッダタイプ
であり、レンジング領域を介して前記基地局に伝送される。
 
【００２７】
　第３に、前記ＣＱＩＣＨ割り当て要求ヘッダの受信時、前記基地局は、前記移動局にＣ
ＱＩＣＨ＿Ｅｎｈａｎｃｅｄ＿ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　ＩＥもしくはＣＱＩＣＨ＿ａｌｌ
ｏｃａｔｉｏｎ　ＩＥ、又は高速フィードバック割り当てサブヘッダ（データが存在する
場合）を使用することにより、前記移動局の希望周期に応じて、レポートされる領域の位
置について通知する。また、特定期間に前記基地局からフィードバック値のレポートの要
求を受信した移動局の場合、このヘッダは、前記レポート周期を変更するために使用され
る。
【００２８】
　前述したケースとは異なり、ＦＢＳＳにおいて、前記ＣＱＩＣＨ割り当て要求ヘッダは
、現在サービスを提供中である基地局から高速フィードバックチャネルの割り当てを要求
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するため使用される代わりに、ハンドオーバーのターゲットである前記基地局から割り当
てを要求するために使用される。ＦＢＳＳを行う前記移動局は、現在サービスを提供中の
基地局から既に高速フィードバックチャネルが割り当てられている状態であり、前記高速
フィードバックチャネルは、ターゲット基地局に移動する時間より早く割り当てることが
できる。しかし、早く割り当てることができない場合、前記移動局は、このヘッダを使用
して新しい高速フィードバックチャネルを要求する。
【００２９】
　３.　フィードバックタイプ
　図１０及び図１１は、移動局が基地局からいずれの要求も受信せずにレポートを所望す
るフィードバックタイプの例を示す。そのようなフィードバックタイプを含むＣＱＩＣＨ
割り当て要求ヘッダの受信時、前記基地局は、前記ＣＱＩＣＨ＿Ｅｎｈａｎｃｅｄ＿ａｌ
ｌｏｃａｔｉｏｎ　ＩＥ、ＣＱＩＣＨ＿ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　ＩＥ、又は高速フィード
バック割り当てサブヘッダにより割り当てられた領域によって適切なフィードバックタイ
プを指定する。周期的なレポートを必要とする場合、固定された周期値も含まれる。
【００３０】
　図１０を参照すると、例えば、フィードバックタイプ０１０は、ハンドオーバー手順の
タイプであるＦＢＳＳのために使用される。ＦＢＳＳにおいて、移動局のアクティブＢＳ
セットのために、以前行った信号強度測定に基づいて優先権を有する新しいアンカーＢＳ
（ａｎｃｈｏｒ　BS）をアップデートするための方法のうち、移動局が高速フィードバッ
クチャネルを使用する方法がある。他のフィードバックタイプとは異なり、移動局が０１
０を設定してヘッダに伝送する場合、新しく前記アクティブセットに追加されるアンカー
ＢＳをレポートするために高速フィードバックチャネル帯域幅要求が行われる。
【００３１】
　図１１は、アンカー基地局選択のために使用される６ビットのペイロード値の例を示す
。すなわち、前記割り当てられたフィードバック帯域幅は、６ビットに固定されたペイロ
ードを有し、各値は、一時的に与えられたＢＳ　ＩＤによって決定される。
【００３２】
　ダウンリンク信号測定を行うとき、前記移動局は、アンテナチャネルマトリクスのフィ
ードバックを行うアンテナグルーピング及びアンテナ選択と、フィードバックされるアン
テナ加重値とを規格化することにより準備されたプリコーディングコードブックインデッ
クス（ｐｒｅ－ｃｏｄｉｎｇ　ｃｏｄｅｂｏｏｋ　ｉｎｄｅｘ）をレポートするか、アン
テナ加重値をレポートするか、又は、信号ストリームの数を示す値をレポートするために
、本発明のヘッダを使用する。
【００３３】
　前記移動局は、前記基地局からの要求なしに前記高速フィードバックチャネルでレポー
トされるコンテンツが存在する場合、本発明のヘッダを利用する。ここで、基本的にレポ
ートされるコンテンツは、ダウンリンク信号強度（ＳＮＲ）を含む。また、前記移動局か
ら伝送されたコンテンツが６ビットや４ビットのコードワードで伝送されるので、前記基
地局は、前記受信されたコードワードに指定された値によって前記レポートされたコンテ
ンツを区分できる。
【００３４】
　図１２は、本発明によるＣＱＩＣＨ＿Ｅｎｈａｎｃｅｄ＿ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　ＩＥ
のフィードバックタイプの例を示す。一部のフィードバックタイプの場合、フィードバッ
クコンテンツが２つのタイプで示される。これは、同一のフィードバックタイプコード（
例えば、０００、００１、０１０）が異なる通信システム及び技術に適用されることによ
り、後方互換性を持つことを示す。
【００３５】
　４．サブヘッダの新しいＣＱＩＣＨ割り当て要求への適用
　前記ＣＱＩＣＨは、前記（以前の）周知のヘッダタイプを使用して要求できるが、本発
明は、アップリンクで伝送されるデータが存在するときにサブヘッダを使用する方法を提
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供する。
【００３６】
　図１３は、サブヘッダ構造の例を示し、このようなサブヘッダは、前記ＣＱＩＣＨ割り
当て要求の存在について通知するために使用されるが、ヘッダのコンテンツによってサブ
ヘッダタイプの変更が必要である。
【００３７】
　前記ＣＱＩＣＨでレポートされるフィードバック値が存在する場合、前記移動局は、周
知のＣＱＩＣＨ割り当て要求ヘッダを利用するが、伝送されるデータが存在しない場合、
前述したサブヘッダを利用して前記要求を行うことができる。前記移動局は、移動局自身
がレポートしなければならないフィードバックタイプについて通知し、前記所望のチャネ
ルスロットの数及び周期もレポートされる。このサブヘッダを受信すると、前記基地局は
、従来のヘッダを受信する方法と同一の方法を用いる前記ＣＱＩＣＨ＿Ｅｎｈａｎｃｅｄ
＿ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　ＩＥ及びＣＱＩＣＨ＿ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　ＩＥを使用する
か、前記前記移動局に伝送されるデータとともに高速フィードバック割り当てサブヘッダ
を使用することにより、前記移動局に割り当てられた帯域幅について通知する。
【００３８】
　図１４は、本発明によるＣＱＩＣＨ割り当て要求サブヘッダの構造の一例を示す。
【００３９】
　本発明は、移動局と基地局間のフィードバック情報の通信方法を提供し、前記方法は、
帯域幅割り当てを要求する必要があるか否かを判断する段階と、前記判断によって、ロバ
ストチャネルである高速フィードバックチャネルのための帯域幅割り当てを示す情報を基
地局に提供する段階と、前記提供された情報によって帯域幅を割り当てるとき、前記基地
局との通信を行う段階とから構成される。
【００４０】
　ここで、前記提供された情報は、フィードバックタイプをさらに含む。前記情報は、前
記移動局から特定時間フレームでフィードバックレポートを提供することに関連した時間
周期をさらに含む。前記移動局が前記時間周期を計算する。前記時間周期が初期に要求さ
れるか、前記時間周期の調整が後で要求される。前記フィードバックレポートは、ＳＮＲ
情報を含む。前記提供する段階は、高速基地局スイッチング（ＦＢＳＳ）が行われる場合
に行われる。前記ＦＢＳＳは、アンカー基地局アップデートを行う段階を含む。前記情報
を提供する段階は、ＭＡＣ管理ヘッダを伝送することにより達成される。前記帯域幅要求
ヘッダは、チャネル品質情報チャネル（ＣＱＩＣＨ）割り当て要求ヘッダである。前記情
報は、後方互換性を持つる。前記通信を行う段階は、前記帯域幅割り当てによって前記基
地局とフィードバックを行う段階を含む。前記フィードバックタイプは、ダウンリンク情
報又はアンテナ情報、プリコーディング情報、チャネルマトリクス情報、及び電力制御情
報の少なくとも１つである。前記高速フィードバックチャネルは、チャネル品質情報チャ
ネル（ＣＱＩＣＨ）である。前記段階は、ＯＦＤＭＡ、ＯＦＤＭ、ＷｉＭＡＸ、及び４Ｇ
通信システムの少なくとも１つに適用できる。
【００４１】
　さらに、本発明は、移動局と基地局間のフィードバック情報の通信方法を提供し、前記
方法は、帯域幅割り当てが要求されたか否かを判断する段階と、前記判断によって、フィ
ードバックのために使用されるロバストチャネルのための帯域幅割り当てに関する情報、
及び特定時間フレームで前記基地局にフィードバックレポートを提供することに関連した
時間周期に関する情報を基地局に提供する段階と、前記提供された情報によって帯域幅割
り当て時、前記基地局との通信を行う段階とから構成される。
【００４２】
　前記ロバストチャネルは、高速フィードバックチャネルである。前記移動局が前記時間
周期を計算する。前記時間周期が初期に要求されるか、前記時間周期の調整が後で要求さ
れる。
【００４３】
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　また、本発明は、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）管理に使用される６バイトのプロトコル
データユニット（ＰＤＵ）を提供し、前記ＰＤＵは、高速フィードバックチャネルに関す
る情報を含む第１バイトと、ＦＢＳＳ指示、周期指示、及び予備利用のために使用される
ビットを含む第２バイトと、予備ビット、ＣＩＤのためのビット、及びＨＣＳのためのビ
ットを含む追加バイトとから構成される。
【００４４】
　前記第１バイトは、フィードバックタイプに関する情報をさらに含む。前記第１バイト
は、ＣＱＩＣＨ割り当て要求を示す３ビットを含む。前記第１バイトは、前記フィードバ
ックタイプを示す３ビットを含む。前記第２バイトは、ＣＱＩチャネルの数を示す４ビッ
トを含む。前記第２バイトは、高速基地局スイッチングを示す１ビットを含む。前記第２
バイトは、選好フィードバック周期を示す少なくとも３ビットを含む。
【００４５】
　また、本発明は、フィードバックチャネル及びフィードバックタイプに関する情報を含
む第１バイトと、前記フィードバックチャネルでフィードバックを行うときに使用される
少なくとも１つのフィードバック周期に関する情報を含む追加バイトとから構成される媒
体アクセス制御管理ヘッダを提供する。
【００４６】
　前述された多様な特徴を実行するために、本発明は、様々なタイプのハードウェア及び
／又はソフトウェア構成要素（モジュール）を採択できる。例えば、様々なハードウェア
モジュールは、前記方法の段階を行うために必要な多様な回路と構成要素を含む。また、
様々なソフトウェアモジュール（プロセッサ及び／又は他のハードウェアにより行われる
）は、本発明の方法の段階を行うために必要な多様なコードとプロトコルを含む。
【００４７】
　本発明の特徴をサポートする移動局の例示的な構造は、信号及びデータを送受信する送
受信機と、データを保存するメモリと、送受信機及びメモリと連動して多様に要求される
処理手順を行うプロセッサとから構成される。ここで、プロセッサは、様々なハードウェ
ア及び／又はソフトウェア構成要素（モジュール）を含む。入力装置（例えば、聴覚、視
覚、及び／又は触覚的入力が可能なマイク、キーパッド、機能ボタン、タッチセンサー式
入力装置など）及び出力装置（例えば、聴覚、視覚、及び／又は触覚的出力を提供するス
ピーカ、ディスプレイ装置、タッチスクリーン、振動装置など）も本発明の移動端末の一
部である。
【００４８】
　上述したように、当該技術分野における通常の知識を有する者であれば、ここに記載さ
れた実施形態及び添付した図面に限定されることなく、多様な代替、変更、及び変形が本
発明の技術的範囲内で可能であることを理解できるであろう。
【００４９】
　本明細書は、本発明の多様な実施形態を示す。請求の範囲は、本明細書に記載の実施形
態の多様な変形及び同等な修正を含む。従って、請求項は、ここに記載された本発明の精
神及び範囲内の変更、同等な構造及び特性を含むように広範囲に解釈されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】関連技術によるヘッダ構造の一例を示す図である。
【図２】本発明によるヘッダ構造の他の例を示す図である。
【図３】高速基地局スイッチング（ＦＢＳＳ）要求、一般的なフィードバック値のレポー
ト要求、及び選好周期要求のために使用できる本発明によるヘッダの他の例を示す図であ
る。
【図４】アップリンク帯域幅のための高速フィードバックチャネル構成を示す図である。
【図５】ＳＮＲ値が８フレームの周期でレポートされる場合に移動局により伝送されるヘ
ッダの構造の一例を示す図である。
【図６】要求された帯域幅がＣＱＩＣＨ＿Ｅｎｈａｎｃｅｄ＿Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉ
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Ｅ及びＣＱＩＣＨ＿Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　ＩＥの使用により通知されることを通知する
ＣＱＩＣＨ割り当て要求ヘッダの一例を示す図である。
【図７】移動局に伝送されるデータが存在する場合に使用できる高速フィードバック割り
当てサブヘッダの一例を示す図である。
【図８】以前に設定された（固定された）フィードバックレポート周期を要求するために
使用できるヘッダ構造の一例を示す図である。
【図９】本発明によるＣＱＩＣＨ割り当て要求がどのように行われるかをさらに説明する
ための概略図である。
【図１０】移動局が基地局からいずれの要求も受信せずにレポートを所望するフィードバ
ックタイプの例を示す図である。
【図１１】アンカー基地局選択のために使用される６ビットのペイロード値の例を示す図
である。
【図１２】本発明によるＣＱＩＣＨ＿Ｅｎｈａｎｃｅｄ＿ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　ＩＥの
フィードバックタイプの例を示す図である。
【図１３】ＣＱＩＣＨ割り当て要求の存在に関して通知するために使用されるサブヘッダ
構造の例を示す表である。
【図１４】本発明によるＣＱＩＣＨ割り当て要求サブヘッダの構造の一例を示す図である
。
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