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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高速ダウリングパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）サービスを提供する方法において、
　ＨＳＤＰＡチャネルの使用のために割り当てられた少なくとも最大許容ＨＳＤＰＡ送信
パワーレベルと複数のタイムスロットを示す少なくとも１つの制御信号を受信するステッ
プであって、各々の割り当てられたタイムスロットのＣ送信パワーレベルは前記割り当て
られたタイムスロットについて示された最大許容ＨＳＤＰＡ送信パワーレベルを超えるこ
とは許されない、ステップと、
　所定の期間中に前記許容タイムスロットの少なくとも１つの前記パワーの測定結果を示
す少なくとも１つのフィードバック信号を送信するステップと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　高速ダウリングパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）サービスを提供する方法において、
　ＨＳＤＰＡチャネルの使用のために割り当てられた少なくとも最大許容ＨＳＤＰＡ送信
パワーレベルと複数の送信時間間隔（ＴＴＩ）を示す少なくとも１つの制御信号を受信す
るステップであって、各々の割り当てられたＴＴＩのＣ送信パワーレベルは前記割り当て
られたＴＴＩについて示された最大許容ＨＳＤＰＡ送信パワーレベルを超えることは許さ
れない、ステップと、
　所定の期間中に前記許容ＴＴＩの少なくとも１つの前記パワーの測定結果を示す少なく
とも１つのフィードバック信号を送信するステップと
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　を含むことを特徴とする方法。
【請求項３】
　高速ダウリングパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）サービスを提供する方法において、
　ＨＳＤＰＡチャネルの使用のために割り当てられた少なくとも最大許容ＨＳＤＰＡ送信
パワーレベルと複数のタイムスロットを示す少なくとも１つの制御信号を送信するステッ
プであって、各々の割り当てられたタイムスロットのＣ送信パワーレベルは前記割り当て
られたタイムスロットについて示された最大許容ＨＳＤＰＡ送信パワーレベルを超えるこ
とは許されない、ステップと、
　所定の期間中に前記許容タイムスロットの少なくとも１つの前記パワーの測定結果を示
す少なくとも１つのフィードバック信号を受信するステップと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項４】
　高速ダウリングパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）サービスを提供する方法において、
　ＨＳＤＰＡチャネルの使用のために割り当てられた少なくとも最大許容ＨＳＤＰＡ送信
パワーレベルと複数の送信時間間隔（ＴＴＩ）を示す少なくとも１つの制御信号を送信す
るステップであって、各々の割り当てられたＴＴＩのＣ送信パワーレベルは前記割り当て
られたＴＴＩについて示された最大許容ＨＳＤＰＡ送信パワーレベルを超えることは許さ
れない、ステップと、
　所定の期間中に前記許容ＴＴＩの少なくとも１つの前記パワーの測定結果を示す少なく
とも１つのフィードバック信号を受信するステップと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項５】
　前記所定の期間が少なくとも１００ｍｓであることを特徴とする請求項１乃至４のいず
れかに記載の方法。
【請求項６】
　前記許容ＴＴＩの少なくとも１組が周波数分割二重（ＦＤＤ）セルフレームに含まれて
いることを特徴とする請求項２または４に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＦＤＤセルフレームが１０ｍｓの長さを有し、各ＴＴＩが２ｍｓの長さを有する請
求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記制御信号は、非ＨＳＤＰＡサービスのために留保された十分なパワーが存在するこ
とを確保するように、前記許容ＨＳＤＰＡ送信パワーレベルを制限することを特徴とする
請求項１乃至４のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　高速ダウリングパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）サービスを提供する基地局であって、
　ＨＳＤＰＡチャネルの使用のために割り当てられた少なくとも最大許容ＨＳＤＰＡ送信
パワーレベルと複数のタイムスロットを示す少なくとも１つの制御信号を受信するように
構成された受信機であって、各々の割り当てられたタイムスロットの送信パワーレベルは
前記割り当てられたタイムスロットについて示された最大許容ＨＳＤＰＡ送信パワーレベ
ルを超えることは許されない、受信機と、
　所定の期間中に前記許容タイムスロットの少なくとも１つの前記パワーの測定結果を示
す少なくとも１つのフィードバック信号を送信するように構成された送信機と
　を含むことを特徴とする基地局。
【請求項１０】
　高速ダウリングパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）サービスを提供する基地局であって、
　ＨＳＤＰＡチャネルの使用のために割り当てられた少なくとも最大許容ＨＳＤＰＡ送信
パワーレベルと複数の送信時間間隔（ＴＴＩ）を示す少なくとも１つの制御信号を受信す
るように構成された受信機であって、各々の割り当てられたＴＴＩの送信パワーレベルは
前記割り当てられたＴＴＩについて示された最大許容ＨＳＤＰＡ送信パワーレベルを超え
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ることは許されない、受信機と、
　所定の期間中に前記許容ＴＴＩの少なくとも１つの前記パワーの測定結果を示す少なく
とも１つのフィードバック信号を送信するように構成された送信機と
　を含むことを特徴とする基地局。
【請求項１１】
　前記所定の期間が少なくとも１００ｍｓであることを特徴とする請求項９または１０に
記載の基地局。
【請求項１２】
　前記許容ＴＴＩの少なくとも１組が周波数分割二重（ＦＤＤ）セルフレームに含まれて
いることを特徴とする請求項１０に記載の基地局。
【請求項１３】
　前記ＦＤＤセルフレームが１０ｍｓの長さを有し、各ＴＴＩが２ｍｓの長さを有する請
求項１０に記載の基地局。
【請求項１４】
　前記制御信号は、非ＨＳＤＰＡサービスのために留保された十分なパワーが存在するこ
とを確保するように、前記許容ＨＳＤＰＡ送信パワーレベルを制限することを特徴とする
請求項９または１０に記載の基地局。
【請求項１５】
　高速ダウリングパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）サービスを提供する無線ネットワーク
コントローラ（ＲＮＣ）において、
　ＨＳＤＰＡチャネルの使用のために割り当てられた少なくとも最大許容ＨＳＤＰＡ送信
パワーレベルと複数のタイムスロットを示す少なくとも１つの制御信号を送信ように構成
され、各々の割り当てられたタイムスロットのＣ送信パワーレベルは前記割り当てられた
タイムスロットについて示された最大許容ＨＳＤＰＡ送信パワーレベルを超えることは許
されない、ように構成された送信機と、
　所定の期間中に前記許容タイムスロットの少なくとも１つの前記パワーの測定結果を示
す少なくとも１つのフィードバック信号を受信するように構成された受信機と
　を含むことを特徴とするＲＮＣ。
【請求項１６】
　高速ダウリングパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）サービスを提供する無線ネットワーク
コントローラ（ＲＮＣ）において、
　ＨＳＤＰＡチャネルの使用のために割り当てられた少なくとも最大許容ＨＳＤＰＡ送信
パワーレベルと複数の送信時間間隔（ＴＴＩ）を示す少なくとも１つの制御信号を送信よ
うに構成され、各々の割り当てられたＴＴＩのＣ送信パワーレベルは前記割り当てられた
ＴＴＩについて示された最大許容ＨＳＤＰＡ送信パワーレベルを超えることは許されない
、ように構成された送信機と、
　所定の期間中に前記許容ＴＴＩの少なくとも１つの前記パワーの測定結果を示す少なく
とも１つのフィードバック信号を受信するように構成された受信機と
　を含むことを特徴とするＲＮＣ。
【請求項１７】
　前記所定の期間が少なくとも１００ｍｓであることを特徴とする請求項１５または１６
に記載のＲＮＣ。
【請求項１８】
　前記許容ＴＴＩの少なくとも１組が周波数分割二重（ＦＤＤ）セルフレームに含まれて
いることを特徴とする請求項１６に記載のＲＮＣ。
【請求項１９】
　前記ＦＤＤセルフレームが１０ｍｓの長さを有し、各ＴＴＩが２ｍｓの長さを有する請
求項１８に記載のＲＮＣ。
【請求項２０】
　前記制御信号は、非ＨＳＤＰＡサービスのために留保された十分なパワーが存在するこ
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とを確保するように、前記許容ＨＳＤＰＡ送信パワーレベルを制限することを特徴とする
請求項１５または１６に記載のＲＮＣ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に無線マルチセル通信システムに関する。より詳細には、本発明は、高
速ダウンリンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）サービスを提供する際に基地局により使
用される送信パワー（送信電力）を制御することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ワイドバンドコード分割多元接続
（Ｗ－ＣＤＭＡ）システムは、ユニバーサル移動通信システム（ＵＴＭＳ）リリースＲ９
９／Ｒ４およびＲ５のための運用シナリオ（計画概要）に概説されている。ＵＭＴＳ周波
数分割二重（ＦＤＤ）および時分割二重（ＴＤＤ）モードのリリース５は、ダウンリンク
（ＤＬ；下り回線）におけるスループット、レイテンシおよびスペクトル効率を改善する
ために、高速ダウンリンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）と呼ばれる機能を取り込んで
いる。ＨＳＤＰＡの原理は、エアインタフェース上のパケット伝送を、それが遭遇してい
る瞬間の電波条件およびサービス条件に応じて動的に（すなわち、例えばＦＤＤでは高速
に２ｍｓごとに、ワイドバンドＴＤＤでは１０ｍｓごとに）、異なる移動機（モバイル、
携帯）にスケジューリングすることである。ＦＤＤおよびＴＤＤの両モードにおけるＨＳ
ＤＰＡの主な機能は、（ｉ）エアインタフェース（Ｕｕ）を通じて誤りを伴って受信され
たＤＬパケットの高速再送（ハイブリッドＡＲＱ）、（ｉｉ）誤りを伴って受信されたＤ
Ｌパケットの高速アップリンク（ＵＬ）通知（肯定応答／否定応答）、（ｉｉｉ）無線送
受信ユニット（ＷＴＲＵ）のＤＬチャネル状態に関するＵＬでの高速チャネルフィードバ
ック、および（ｉｖ）ＤＬにおいて多数のユーザに効率的にサービス提供するためのファ
ットパイプ（fat-pipe）スケジューリング、である。この機能、すなわち、高速ダイナミ
ックＨＳＤＰＡパケットスケジューラは基地局（すなわちノードＢ）に配置され、無線ネ
ットワークコントローラ（ＲＮＣ；無線ネットワーク制御装置、無線制御局）からはかな
り自律的に動作する。
【０００３】
　ＵＭＴＳネットワーク内のＲＮＣは、ネットワーク制御および無線リソース管理（ＲＲ
Ｍ）を担当する。ＲＮＣは、例えば、動的チャネル割当て（ＤＣＡ）アルゴリズムを用い
たユーザ受付（user admission）制御および干渉管理のようなタスクを実行するので、信
頼性の高いシステム動作を確実にし、システム効率を最大化するために重要である。効率
の高さの１つの尺度は、いつユーザがサービスされるか、あるいはいつ全体的スループッ
トが達成されるかである。
【０００４】
　ＦＤＤシステムでは、ＲＮＣは、ＨＳＤＰＡデータチャネル（ＨＳ－ＤＳＣＨ）の使用
のために、ある特定の個数の拡散符号を各セルに割り当てる。また、ＦＤＤシステムでは
、ＨＳ－ＤＳＣＨは、連続する３個のタイムスロット（時間割）のＨＳ送信時間間隔（Ｔ
ＴＩ）の長さ（３＊０．６６ｍｓ＝２ｍｓ）にわたって送信される。ＲＮＣは基地局と通
信し、ＨＳＤＰＡのために拡散符号が使用可能であることをＩｕｂ／Ｉｕｒシグナリング
（信号伝達）によって通知した後、これらのコードでＤＬパケットをいつ送信すべきかの
制御を基地局に渡す。また、ＲＮＣは、ＨＳＤＰＡ制御チャネル（すなわち高速共有制御
チャネル（ＨＳ－ＳＣＣＨ））のためにどの物理チャネルをリスン（聞く）すべきかにつ
いて、ＲＲＣシグナリングを用いてＷＴＲＵに通知する。この物理チャネルは、基地局が
、そのＨＳ－ＤＳＣＨ上で、スケジューリングされたＤＬパケットの到着をＷＴＲＵに動
的に通知するために使用する。また、同じ情報がＲＮＣから基地局にも送信されることで
、基地局は、ＨＳＤＰＡデータがＷＴＲＵへ送信されるべき時に、ＷＴＲＵがどのＨＳ－
ＳＣＣＨチャネルでそれを知らされるかについて通知される。さらに、基地局は、独立に
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動作して、自己のＨＳＤＰＡスケジューラに基づいて、ＨＳＤＰＡデータを特定のＷＴＲ
Ｕへいつ送信すべきかを決定する。
【０００５】
　ＴＤＤシステムでは、ＲＮＣは、ＨＳＤＰＡデータチャネル（ＨＳ－ＤＳＣＨ）の使用
のために、ある特定の個数のタイムスロット（ＴＳ）を各セルに割り当てる。ＲＮＣは基
地局と通信し、ＨＳＤＰＡのためにＴＳおよび拡散符号が使用可能であることをＩｕｂ／
Ｉｕｒシグナリングによって通知した後、これらのＴＳおよびコードでＤＬパケットをい
つ送信すべきかの制御を基地局に渡す。また、ＲＮＣは、ＨＳＤＰＡ制御チャネル（すな
わち高速共有制御チャネル（ＨＳ－ＳＣＣＨ））のためにどの物理チャネルをリスンすべ
きかについて、ＲＲＣシグナリングを用いてＷＴＲＵに通知する。この物理チャネルは、
基地局が、そのＨＳ－ＤＳＣＨ上で、スケジューリングされたＤＬパケットの到着をＷＴ
ＲＵに動的に通知するために使用する。また、同じ情報がＲＮＣから基地局にも送信され
ることで、基地局は、ＨＳＤＰＡデータがＷＴＲＵへ送信されるべき時にＷＴＲＵがどの
ＨＳ－ＳＣＣＨチャネルでそれを知らされるかについて通知される。さらに、基地局は、
独立に動作して、自己のＨＳＤＰＡスケジューラに基づいて、ＨＳＤＰＡデータを特定の
ＷＴＲＵへいつ送信すべきかを決定する。
【０００６】
　どのＣＤＭＡシステムでも、リソース「パワー」（資源「電力」）の効率的な管理は、
干渉を低く保持し、システム容量（すなわち、エリア内のすべてのセルに対して同時にサ
ポートされるユーザ数および全体的データスループット）を最大化するために重要である
。
【０００７】
　干渉管理については、ＦＤＤおよびＴＤＤはいずれも、専用チャネルのためにＤＬにお
いて高速閉ループ（ＣＬ）パワー制御（ＰＣ）を使用する。また、ＦＤＤおよびＴＤＤの
従来のリリース９９、４および５（Ｒ９９、Ｒ４およびＲ５）の専用チャネル（ＤＣＨ）
の最も一般的な場合、ＣＬ　ＰＣは、ＲＮＣにより制御されるパワー限界内で動作する。
したがって、ダイナミックレンジはＤＣＨセットアップ時にあらかじめ設定され、最終的
にはＤＣＨの存続期間中に、ＲＮＣによって調整される。ＲＮＣはシステムパフォーマン
スを向上させるために、複雑な決定をしなければならないので、ＰＣダイナミックレンジ
がＲＮＣによって、超過してはならない最大Ｔｘパワーおよび維持すべき最小Ｔｘパワー
の形でノードＢに通知される。例えば、あるＷＴＲＵが、要求するパワーが高すぎるため
に許容ダイナミックレンジの上限に頻繁に到達する場合には、システム内の他のユーザに
対して過度の干渉レベル（度合い）を引き起こす。ＲＮＣは、このＷＴＲＵのコネクショ
ン（接続）を破棄またはハンドオーバ（基地局切替）したい場合がある。したがって、設
定されたパワー限界内で自律的な基地局動作を許容しつつ、ＲＮＣがパワー限界を厳格に
制御することは、パワー制御付きで動作するＣＤＭＡシステムにおける重要な機能である
。
【０００８】
　ＴＤＤおよびＦＤＤの両システムの一般的なチャネルの場合、可能なパワー設定に対す
る厳格な制御は、十分なカバレッジ（受信可能範囲サービスエリア）およびサービスの利
用可能性を保証するために本質的なものである。
【０００９】
　Ｒ５では、Ｒ９９およびＲ４に比べてはるかに高い自律性（autonomy）が基地局に与え
られる。具体的には、ＨＳ－ＤＳＣＨは、ノードＢだけの責任でスケジューリングされ送
信される。ＲＮＣは、ＷＴＲＵおよび基地局の両方に拡散符号およびＴＳ（これらはＨＳ
ＤＰＡサービスで用いられることになる）を通知し、制御チャネル（ＨＳ－ＳＣＣＨ）お
よび高速共有情報チャネル（ＨＳ－ＳＩＣＨ）の使用を保証することで、依然として準ス
タティック制御を保持する。いったんこのフレームワーク（体制）が決まると、制御は完
全に基地局に渡され、基地局が自分でＤＬパケット送信をスケジューリングする。
【００１０】
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　ＦＤＤアプリケーションでは、ＲＮＣは、ＨＳＤＰＡチャネルにより生じる比較的高レ
ベルの干渉を適正な限界内に維持するために、ＨＳＤＰＡサービスに対して超えてはなら
ない利用可能な全基地局Ｔｘ　ＤＬパワーに応じて、ＤＬパワーの最大値を準静的に割り
当てる。これは、基地局においてＤＬチャネルを設定する時にＲＮＣ／基地局間インタフ
ェース（Ｉｕｂ）を通じてのシグナリングにより実施される。さもなければ、セル境界に
おけるＨＳＤＰＡ　ＷＴＲＵは、最終的に高いＨＳＤＰＡデータレートでノードＢによっ
てサービスされて高レベルの干渉を生じるので、隣接セルにおけるサービスが多大な悪影
響を受け、非ＨＳＤＰＡ（Ｒ９９およびＲ４）のＷＴＲＵに対する全体的システム容量や
サービスが許容できないほど劣化する可能性がある。ＲＮＣによって設定されるセル当た
りの最大ＨＳＤＰＡパワー率もまた、所与のＷＴＲＵがサービスされ得る最大データレー
トを間接的に決定する。このような制御メカニズムが存在するもう１つの理由として、あ
る一定量のノードＢ　ＤＬ　Ｔｘパワーを、パイロットチャネル（監視通信路）、共通制
御チャネルあるいは非ＨＳＤＰＡ　ＤＣＨのような非ＨＳＤＰＡチャネルのために用意し
ておかなければならないことがある。
【００１１】
　ＲＮＣ制御メカニズムを用いて各セルごとに最大ＨＳＤＰＡパワーレベルを設定するこ
とにより、ＨＳＤＰＡサービスを提供する方法およびシステムは、ＴＤＤには存在しない
。この問題をともかく軽減する唯一の方法は、ある特定のタイムスロットをＨＳ－ＤＳＣ
Ｈのために確保し、他のタイムスロットを他の既存のサービス（専用、共有等）のために
確保することである。しかしこの場合、システムは、サポートするチャネル（ＨＳ－ＳＣ
ＣＨあるいは関連する専用チャネル）とともに、ＨＳ－ＤＳＣＨチャネルを扱うために、
ＷＴＲＵが必要とするタイムスロットを最小限にすることによって、ＷＴＲＵのリソース
／パワー使用を最適化することはできない。というのは、これらのチャネルは共通のタイ
ムスロットには存在し得ないからである。このようなＲＮＣによる制御の欠如は、Ｒ５　
ＴＤＤシステムの確実な動作にとって明らかな欠点となり、また、ＨＳＤＰＡ対応ＴＤＤ
システムを、Ｒ９９／Ｒ４の非ＨＳＤＰＡ　ＷＴＲＵと共存して、さらには専用チャネル
およびその他の制御チャネルとともにＨＳ－ＤＳＣＨを効率的に使用しなければならない
場合には、ＨＳＤＰＡ　ＷＴＲＵ自体の内部において、マルチセル配備する際にも明らか
な欠点となる。
【００１２】
　最大許容ノードＢ　Ｔｘパワーはセルセットアップ（セル設定）時にＲＮＣによって設
定可能であるが、１つの基地局のタイムスロットどうしを区別せず、それらすべてに適用
される。また、非ＨＳＤＰＡチャネルとＨＳＤＰＡチャネルを区別しない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　かかる既知の構成の欠点を被ることなくＨＳＤＰＡサービスを提供する、ＲＮＣと複数
の基地局との間のシグナリングメカニズムがあれば望ましい。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　高速ダウンリンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）サービスを提供するための方法およ
び無線マルチセル通信システムに関する。本システムは、複数の基地局と通信する無線ネ
ットワークコントローラ（ＲＮＣ）を含む。ＲＮＣは、少なくとも１つの基地局へ制御信
号を送信する。基地局には、ＨＳＤＰＡチャネルの確立のために複数のタイムスロット（
例えば時分割二重（ＴＤＤ）システムの場合）が割り当てられ、および／または送信時間
間隔（ＴＴＩ）を含むフレーム（例えば周波数分割二重（ＦＤＤ）システムの場合）が割
り当てられる。制御信号は、それぞれのタイムスロットおよび／またはＴＴＩに対する最
大許容ＨＳＤＰＡ送信パワーを示す。基地局は、所定期間中の送信ＨＳＤＰＡタイムスロ
ットおよび／またはＴＴＩのパワーの測定結果を示すフィードバック信号をＲＮＣへ送信
する。
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【００１５】
　本発明のより詳細な理解は、添付図面を参照しつつ、以下で例示として与えられている
好ましい実施形態の説明から得られるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して本発明を説明する。図中、同一番号は同一要素を表す。
【００１７】
　ＴＤＤ型およびＦＤＤ型の無線通信システムに関して本発明を説明しているが、本発明
は、ＴＤ－ＳＣＤＭＡおよびＣＤＭＡ２０００等いかなる型の無線通信システムにおいて
も実施可能なことに注意することが重要である。
【００１８】
　通信リンクは一般に、無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）を用いて確立される。ＷＴＲＵ
としては、ユーザ機器、移動局、固定または移動加入者ユニット、ページャ（ポケットベ
ル）、あるいは無線環境で動作可能なその他の種類のデバイスがあるが、これらには限定
されない。このような例示的タイプの無線環境としては、無線ローカルエリアネットワー
クおよび公衆地上モバイルネットワークがあるが、これらには限定されない。本明細書に
記載されるＷＴＲＵは、タイムスロットモードまたは周波数分割モード（例えばそれぞれ
ＴＤＤおよびＦＤＤ）で動作可能である。「基地局」としては、ノードＢ、サイトコント
ローラ、アクセスポイント、あるいは無線環境におけるその他のインタフェースデバイス
があるが、これらには限定されない。
【００１９】
　図１は、本発明によるＨＳＤＰＡサービスを提供する無線マルチセル通信システム１０
０を示している。システム１００は、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）１０５、
ならびにそれぞれのセル１２５、１３０および１３５で動作する複数の基地局１１０、１
１５、１２０を含む。ＲＮＣ１０５は、基地局１１０、１１５、１２０の少なくとも１つ
へ制御信号１４０Ａ、１４０Ｂ、１４０Ｃを送信する。上記少なくとも１つの基地局には
、ＨＳＤＰＡチャネルの確立のために複数のタイムスロットが割り当てられ、制御信号１
４０Ａ、１４０Ｂ、１４０Ｃは、それぞれのタイムスロットに対する最大許容ＨＳＤＰＡ
送信パワーを示す。上記少なくとも１つの基地局１１０、１１５、１２０は、ＲＮＣ１０
５へフィードバック信号１４５Ａ、１４５Ｂ、１４５Ｃを送信する。フィードバック信号
１４５Ａ、１４５Ｂ、１４５Ｃは、所定期間中の送信ＨＳＤＰＡタイムスロットのパワー
の測定結果を示す。システム１００は、既存のＩｕｂ（対基地局）インタフェースを使用
するＴＤＤシステムであってもよい。その場合、Ｉｕｂインタフェースにより、システム
１００の配備エリア内のセル／セクタの一部または全部がＨＳＤＰＡサービスの可能性を
提供する。
【００２０】
　システム１００において、ＲＮＣ１０５は、個々の基地局１１０、１１５、１２０に対
して、タイムスロットごとに、基地局１１０、１１５、１２０の個々のＨＳ－ＤＳＣＨタ
イムスロットについて超えてはならない最大許容ＨＳＤＰＡ　ＴＳ送信（Ｔｘ）パワーに
関する制御情報を送信する。最大許容ＨＳＤＰＡ　ＴＳ　Ｔｘパワーは、特定のセルの相
異なるＨＳＤＰＡ　ＴＳに対して異なる値に設定してもよい。また、同一ＴＳが、異なる
セルでＨＳＤＰＡサービスを有効にされる場合、それぞれのセルについて相異なる最大許
容ＨＳＤＰＡ　ＴＳ　Ｔｘパワーレベルが設定可能である。例えば、セル１２５は、その
ＨＳＤＰＡサービスについてＴＳｍで５ｄＢｍを超えることが許容されない一方、セル１
３０は、この同じＴＳｍでそのＨＳＤＰＡサービスについて２５ｄＢｍを超えなければよ
い。
【００２１】
　図２Ａは、複数のタイムスロット２０５（タイムスロットＴＳｍ、ＴＳｍ＋１、ＴＳｍ

＋２、ＴＳｍ＋３、ＴＳｍ＋４、ＴＳｍ＋５からなる）のそれぞれについて、複数のセル
１２５、１３０、１３５のそれぞれに対して、ＲＮＣ１０５によって使用される種々のＨ
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ＳＤＰＡパワー設定の例示的なＨＳＤＰＡ　ＴＳ構成２００を示している。各セルおよび
各タイムスロットに対する最大可能無線周波数（ＲＦ）基地局パワーレベルはそれぞれ破
線２１０Ａ、２１０Ｂおよび２１０Ｃで示されている。
【００２２】
　図２Ａは、ＴＤＤタイムスロットについて起こり得る３種類の割当てシナリオ２２０、
２３０、２４０を例示している。ＴＤＤにおいてＨＳＤＰＡサービスに割り当てられるフ
レーム当たりのタイムスロットのセットは、セルごとに異なる可能性がある。
【００２３】
　シナリオ２２０の場合、複数のセルが同一ＴＳにおいてＨＳＤＰＡサービスを提供する
。これにより、各ＴＳについて十分なカバレジを保証するように最大パワー設定が定めら
れる。シナリオ２２０は、システム全体でのＨＳＤＰＡスループットを最大化する。
【００２４】
　シナリオ２３０の場合、例えば共通チャネルについて十分なカバレジを保証するように
、非ＨＳチャネルについてＴＳが複数のセルによって使用される。シナリオ２３０は、同
一ＴＳにおける非ＨＳＤＰＡチャネルの同時サポートを保証する。
【００２５】
　シナリオ２４０の場合、セル１はＨＳＤＰＡサービスを提供するためのセルであり、セ
ル２は同一ＴＳにおいてＲ９９チャネルを使用する。Ｒ９９チャネルを保護するとともに
セル１においてそのＴＳについて十分なカバレジを保証するように、最大パワー設定が定
められる。シナリオ２４０は、隣接セルにおいて同一ＴＳで非ＨＳＤＰＡチャネルの同時
サポートを保証する。
【００２６】
　これらの最大許容ＨＳＤＰＡ　ＴＳ　Ｔｘパワー設定を含むＲＮＣ１０５からセル１２
５、１３０、１３５への制御情報は、特定の基地局１１０、１１５、１２０においてＨＳ
ＤＰＡリソースプールのセットアップ時に送信することができる。その時、ＨＳＤＰＡリ
ソースプールセットアップで使用するためにどのＴＳおよび拡散符号が基地局にとって利
用可能であるかの情報もＲＮＣ１０５から基地局へ送信される。また、所与の基地局のＨ
ＳＤＰＡリソースプールの存続期間中に最大許容ＨＳＤＰＡ　ＴＳ　Ｔｘパワー設定の値
を調整することも可能とされるものとする。　
【００２７】
　個々の基地局１１０、１１５、１２０は、フィードバック情報１４５Ａ、１４５Ｂ、１
４５ＣをＲＮＣ１０５へ送信することができる。フィードバック情報は、所与の期間（例
えば１００ｍｓ以上）の間に観測される有効送信ＨＳＤＰＡ　ＴＳ　Ｔｘパワーのような
測定値の形で実現されると有利であるが、これのみに限定されない。これは、このような
ＨＳＤＰＡパワー割当ての効率に関する、ＲＮＣ１０５に存在する無線リソース管理（Ｒ
ＲＭ）アルゴリズムへのフィードバックを提供し、意思決定プロセスを支援する。
【００２８】
　ＲＮＣ１０５に存在する低速／高速ＤＣＡ、輻輳（congestion）／リンク制御等のよう
な１つまたは複数のＲＲＭアルゴリズムが、システム１００内のＷＴＲＵ（図示せず）お
よび基地局１１０、１１５、１２０によって観測される（ＨＳＤＰＡおよび非ＨＳＤＰＡ
チャネルに由来する）使用Ｔｘパワー／干渉レベルの知識を活用することにより、１つま
たは複数のセル１２５、１３０、１３５におけるＨＳＤＰＡの存在下でのＨＳＤＰＡサー
ビスあるいは非ＨＳＤＰＡサービスのシステムスループットあるいはユーザ容量を最大化
する。
【００２９】
　最大許容ＨＳＤＰＡ　ＴＳ　Ｔｘパワーは、理想的には、セルＨＳ－ＤＳＣＨ上で使用
が許容される同一ＴＳにおけるすべての拡散符号の個々のコードパワーの総和の最大許容
値に対応していなければならない。これをシグナリング（信号伝達、信号発信）するため
のいくつかの等価な形態が存在し得るが、それでも原則として機能的には同一となる。
【００３０】
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　基地局１１０、１１５、１２０からＲＮＣ１０５へ送信されるフィードバック情報１４
５Ａ、１４５Ｂ、１４５Ｃは、理想的には、同一ＴＳにおけるすべての拡散符号の個々の
コードパワーの総和を、ある特定の報告期間にわたって平均化した、有効送信パワーに関
する測定値に対応していなければならない。他の機能的に等価な測定値あるいはフィード
バックも存在し得る。
【００３１】
　ＦＤＤシステムでは、ＤＬにおけるＨＳＤＰＡサービスに対する許容パワーは、セル単
位でのみＲＮＣによって設定可能である。「時間領域」における差異はない。したがって
、所与のＦＤＤセルに対して、その同一のパワー設定が、ＨＳＤＰＡサービスを実行する
ために用いられるすべてのＴＴＩに対して適用される。
【００３２】
　図２Ｂは、例示的なＦＤＤ　ＨＳＤＰＡシステム構成２７０を示している。これにより
、複数のフレームのそれぞれについて（例えばそれぞれ長さ１０ｍｓ）ＲＮＣ１０５によ
って使用される種々のＨＳＤＰＡパワー設定は、複数のセル１２５、１３０、１３５のそ
れぞれに対して５個のＴＴＩ（ＴＴＩ１～ＴＴＩ５）を含み、各ＴＴＩは長さ２ｍｓとな
る。各セルおよび各ＴＴＩに対する最大可能無線周波数（ＲＦ）基地局パワーレベルはそ
れぞれ破線２８０Ａ、２８０Ｂおよび２８０Ｃで示されている。
【００３３】
　一実施形態によれば、１つのセル内の相異なるＦＤＤ　ＴＴＩに、相異なる最大Ｔｘパ
ワー設定が割り当てられる。さらに、１つのセル内のＦＤＤ　ＨＳ－ＴＴＩの相異なるセ
ットに、相異なる最大Ｔｘパワー設定が割り当てられる。例えば、フレームｎ内の５個の
ＨＳ　ＴＴＩはすべて共通の最大パワー設定を共有するが、次に続くフレームｎ＋１内の
５個のＨＳ－ＴＴＩには異なる最大パワー設定が割り当てられる。
【００３４】
　ＲＮＣは、１つのセル内で１つまたは複数のＨＳ－ＴＴＩを完全にシャットオフ（遮断
）することができる。例えば、あるセルは、フレームｎ、フレームｎ＋４、フレームｎ＋
８等でＨＳＤＰＡを送信しないように設定され得るが、他のフレームでは送信が許容され
ることで、干渉管理およびカバレジ（受信可能範囲サービスエリア）拡張を維持すること
が可能である。
【００３５】
　図３は、ＨＳＤＰＡサービスを提供するためにシステム１００によって使用されるメソ
ッド・ステップを含むプロセス３００のフローチャートである。ステップ３０５で、ＲＮ
Ｃ１０５が、基地局１１０、１１５、１２０の少なくとも１つへ制御信号１４０Ａ、１４
０Ｂ、１４０Ｃを送信する。上記少なくとも１つの基地局には複数のタイムスロットが割
り当てられ、制御信号１４０Ａ、１４０Ｂ、１４０Ｃはそれぞれのタイムスロットに対す
る最大許容ＨＳＤＰＡ送信パワーを示す。ステップ３１０で、上記少なくとも１つの基地
局１１０、１１５、１２０が、ＲＮＣ１０５へフィードバック信号１４５Ａ、１４５Ｂ、
１４５Ｃを送信する。フィードバック信号は、所定期間中の送信ＨＳＤＰＡタイムスロッ
トのパワーの測定結果を示す。
【００３６】
　以上は、本発明の原理を用いた、ＲＮＣ１０５と基地局１１０、１１５、１２０の間の
シグナリングシステムの例示的実施形態の説明である。本発明は、好ましい実施形態に関
して具体的に図示され、説明されているが、当業者には理解されるように、本発明におい
ては、上記の本発明の範囲から逸脱することなく形態および細部に関して種々の変更を行
うことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明によるＨＳＤＰＡサービスを提供する無線マルチセル通信システムを示す
図である。
【図２Ａ】本発明の一実施形態による、ＴＤＤシステムによって送信されるタイムスロッ
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トに基づくセル内のダウンリンク送信パワー割当てを例示する図である。
【図２Ｂ】本発明の一実施形態による、ＦＤＤシステムによって送信されるＨＳ送信時間
間隔に基づくセル内のダウンリンク送信パワー割当てを例示する図である。
【図３】ＨＳＤＰＡサービスを提供するために図１のシステムによって使用されるメソッ
ド・ステップを含むフローチャートである。

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】

【図３】
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