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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主ノードＢとして動作するノードＢに実装される、ソフトハンドオーバ中の拡張アップ
リンク通信方法であって、
　無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）から品質情報を受信するステップと、
　前記品質情報を使用して、ワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）の送信電力の制限を
含む指定されたスケジューリング情報を判定するステップと、
　いずれの非主ノードＢによっても前記ＷＴＲＵに送信されていない、前記指定されたス
ケジューリング情報を前記ＷＴＲＵに送信するステップと、
　前記指定されたスケジューリング情報の送信に応答して、前記ＷＴＲＵから拡張アップ
リンクパケットを受信するステップと、
　前記受信した拡張アップリンクパケットについて、巡回冗長検査（ＣＲＣ）を実行する
ステップと、
　前記受信した拡張アップリンクパケットに応答して、前記ＣＲＣの結果に基づき、肯定
応答（ＡＣＫ）または否定応答（ＮＡＣＫ）を前記ＷＴＲＵに送信するステップであって
、ＮＡＣＫは前記主ノードＢによってのみ送信され、いずれの非主ノードＢによっても送
信されない送信するステップと、
　正常に受信した拡張アップリンクパケットを前記ＲＮＣにさらに送信するステップと
　を備えたことを特徴とする方法。
【請求項２】
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　正常に受信されなかった拡張アップリンクパケットをバッファに格納するステップをさ
らに備えたことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＲＮＣに送信するため、前記バッファに格納された正常に受信されなかった拡張ア
ップリンクパケットを、前記拡張アップリンクパケットの再送にソフト結合するステップ
をさらに備えたことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ワイヤレス通信システムに関する。さらに詳しくは、本発明は、ハンドオー
バ中にノードＢを調整しかつ拡張アップリンク（ＥＵ）送信をサポートするための方法お
よび装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　第三世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）において、ＥＵ送信のカバレージ
、スループット、および送信待ち時間（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｌａｔｅｎｃｙ）を
改善するために、多くのスキームが提案されてきた。発展形態の１つは、アップリンク（
ＵＬ）物理チャネル資源のスケジューリングおよび割当ての機能を、無線ネットワークコ
ントローラ（ＲＮＣ）からノードＢへ移すというものである。ノードＢはより効率的な決
定を行い、たとえＲＮＣがノードＢに対する全体的な制御を保持していても、ＲＮＣより
よくＵＬ無線資源を短期的に管理することができる。同様の手法はすでに、ユニバーサル
移動体通信システム（ＵＭＴＳ）の周波数分割二重（ＦＤＤ）および時分割二重（ＴＤＤ
）モードの両方で、高速データパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）のためにダウンリンクで
採用されている。
【０００３】
　媒体アクセス制御（ＭＡＣ）レベルの自動再送要求（ＡＲＱ）およびハイブリッドＡＲ
Ｑ（Ｈ－ＡＲＱ）の使用により、性能が大幅に向上することも認識されている。ソフトハ
ンドオーバ中のこれらの技法の適用は、追加の著しい利点を提供する。
【０００４】
　図１は、ワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）１０５、ノードＢ１１０、ＲＮＣ１１
５、および少なくとも２つのセル１２０Ａ、１２０Ｂを含む、従来のワイヤレスマルチセ
ル通信システム１００を示す。セル１２０Ａ、１２０Ｂの各々は、ノードＢ１１０によっ
てサービスを提供される。ノードＢ１１０はＲＮＣ１１５によって制御される。最良の無
線状態を提供するセルの切替えがセル１２０Ａと１２０Ｂとの間で決定されると、ハンド
オーバプロセスが始動される。
【０００５】
　「ノードＢ内ハンドオーバ」は、図１に示すように、ＷＴＲＵが同一ノードＢによって
制御される１つのセルから別のセルに切り替わるときに、発生する。「ノードＢ間ハンド
オーバ」は、ＷＴＲＵが異なるノードＢによって制御される１つのセルから別のセルに切
り替わるときに、発生する。後者の場合、ハンドオーバ前にセルを制御するノードＢはソ
ースノードＢと呼ばれ、ハンドオーバ後にセルを制御するノードＢはターゲットノードＢ
と呼ばれる。
【０００６】
　ソフトハンドオーバ中に、ＷＴＲＵは、アクティブセット内の複数のノードＢとの複数
の接続を確立する。この状況で、スケジューリングおよびＨ－ＡＲＱ動作に問題が発生す
ることがある。ＷＴＲＵは、２つ以上のノードＢから競合するＥＵ送信スケジューリング
を受け取ることがある。また、ＷＴＲＵが複数のノードＢによって生成されるＨ－ＡＲＱ
肯定および否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を受け取り、復号し、かつ処理することも困難
である。ノードＢにおけるＨ－ＡＲＱプロセスのソフトバッファは、ソフトハンドオーバ
中に破壊することがある。
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【０００７】
　ＷＴＲＵがソフトハンドオーバ中であるときに、多数のノードＢの間のＨ－ＡＲＱをサ
ポートする１つの方法は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ生成機能をＲＮＣに配置し、ＲＮＣが多数の
ノードＢからの結果に基づいて単一のＡＣＫ／ＮＡＣＫを導出するというものである。し
かし、この手法はＡＣＫ／ＮＡＣＫプロセスにかなりの遅延をもたらし、それは性能上の
理由から非常に望ましくない。
【０００８】
　ＷＴＲＵがノードＢ間ハードハンドオーバを受けるときに、ハードハンドオーバが終了
する前のノードＢであるソースノードＢは、ハードハンドオーバ起動時間の前にＮＡＣＫ
された（ＮＡＣＫｅｄ）データパケットのＥＵ送信を正常に受信することができない可能
性がある。ＵＬ資源に対して競合する他のＷＴＲＵは、ソースセル内で充分な物理資源を
提供されないことがある。ハンドオーバ前にＮＡＣＫされたデータブロックが、ハンドオ
ーバ起動タイマがタイムアウトする前にソースノードＢに再送された場合、これらのデー
タブロックは、Ｈ－ＡＲＱ復号のために先行するデータブロックと結合することができる
。この方法により、復号は、ソースセルにおけるこれらのデータブロックの、以前の失敗
した送信を利用する。ハンドオーバ前にＮＡＣＫされたデータブロックが、ハンドオーバ
起動タイマがタイムアウトする前にソースノードＢに再送されなかった場合、それらは新
しいデータブロックとしてターゲットセルに再び送信しなければならない。この場合、ソ
ースセルにおけるこれらのデータブロックの以前の送信は利用されない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、拡張アップリンク送信のハンドオーバ中にノードＢを調整するためのワイヤ
レス通信方法および装置に関する。該装置は、ワイヤレス通信システム、ＲＮＣ、ノード
Ｂ、および／または集積回路（ＩＣ）とすることができる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　一実施形態では、ワイヤレスマルチセル通信システムは、ＲＮＣ、複数のノードＢ、お
よび複数のＷＴＲＵを含む。各ノードＢは少なくとも１つのセルにサービスを提供し、Ｗ
ＴＲＵからのＥＵ送信をスケジューリングする。ひとたびＲＮＣがソフトハンドオーバの
必要性を認識すると、ＷＴＲＵはアクティブセット内のノードＢへの接続を確立する。ア
クティブセット内のノードＢの１つは主ノードＢと指定され、他の全てのノードＢは非主
ノードＢと指定される。ＲＮＣまたはＷＴＲＵは、主ノードＢを選択し、主ノードＢにつ
いて他のノードＢに知らせる。ソフトハンドオーバ中に、主ノードＢはＥＵ送信をスケジ
ューリングし、ＡＣＫ／ＮＡＣＫを実行する。
【００１１】
　別の実施形態では、ＲＮＣは、ソースノードＢに接続されたＷＴＲＵのハードハンドオ
ーバを始動する。ＲＮＣは、ＷＴＲＵがソースノードＢに接続されている間にいつ送受信
を停止するかをソースノードＢに知らせる。ＲＮＣは、ハンドオーバの時間を設定するた
めにソースノードＢに起動タイマを送信する。ハンドオーバは起動タイマがタイムアウト
したときに終了する。
【００１２】
　ソースノードＢは、以前に送信されてソースノードＢによって否定応答された（ＮＡＣ
Ｋされた）データパケットがあるかどうかを決定することができる。起動タイマがタイム
アウトする前に、できるだけ多数の以前にＮＡＣＫされたデータパケットを受信するため
に、ソースノードＢは優先順位を調整し、かつ／またはＷＴＲＵによって送信されたデー
タパケット再送に使用される変調および符号化スキーム（ＭＣＳ）を調整することができ
る。
【００１３】
　本発明のより詳細な理解は、例として提示し添付の図面に関連して理解される、以下の
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説明から得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明を図面の図を参照しながら説明する。図中、同様の参照番号は全体を通して同様
の要素を表わす。
【００１５】
　以下で、用語「ＷＴＲＵ」は、ユーザ装置（ＵＥ）、移動局、固定もしくは移動加入者
ユニット、ページャ、またはワイヤレス環境で動作することのできる任意の他の型の装置
を含むが、それらに限らない。
【００１６】
　以下で言及する場合、用語「ノードＢ」は、基地局、サイトコントローラ、アクセスポ
イント、またはワイヤレス環境における任意の他の型のインタフェース装置を含むが、そ
れらに限らない。
【００１７】
　本発明は、ＵＭＴＳ－ＦＤＤ、ＴＤＤ、時分割同期符号分割多元接続（ＴＤＳＣＤＭＡ
）、符号分割多元接続２０００（ＣＤＭＡ２０００）（ＥＶ－ＤＯおよびＥＶ－ＤＶ）、
または任意の他の型のワイヤレス通信システムのような、任意の型のワイヤレス通信シス
テムで実施することができる。
【００１８】
　本発明の特徴はＩＣ内に組み込むことができ、あるいは多数の相互接続コンポーネント
を含む回路に構成することができる。
【００１９】
　図２は、本発明に従って主ノードＢに配置されたＵＬスケジューラを使用するワイヤレ
スマルチセル通信システム２００を示す。ワイヤレスマルチセル通信システム２００はＷ
ＴＲＵ２０５、複数のノードＢ２１０（つまり２１０Ａ、２１０Ｂ）、ＲＮＣ２１５、お
よび複数のセル２６０（つまり２６０Ａ、２６０Ｂ、２６０Ｃ）を含む。セル２６０Ａお
よび２６０ＣはノードＢ２１０Ａによってサービスを提供される。セル２６０Ｂはノード
Ｂ２１０Ｂによってサービスを提供される。全てのノードＢ２１０はＲＮＣ２１５によっ
て制御される。
【００２０】
　ソフトハンドオーバ中に、ＷＴＲＵ２０５は、アクティブセットに含まれるノードＢ２
１０との多数の接続を確立する。ＷＴＲＵ２０５からの各送信は、各々のノードＢ２１０
で独立して処理される。アクティブセット内のノードＢ２１０の１つは主ノードＢ２１０
Ａと指定され、他のノードＢは非主ノードＢ２１０Ｂと指定される。
【００２１】
　図２に示すように、主ノードＢ２１０Ａは、ＵＬスケジューラ２５５を含むＭＡＣエン
ティティ２５０Ａを含む。非主ノードＢ２１０Ｂの各々も、ＭＡＣエンティティ２５０Ｂ
をも含む。ＭＡＣエンティティ２５０Ａ、２５０Ｂの各々は、ＥＵ送信を処理する。ＭＡ
Ｃエンティティ２５０Ａ内のＵＬスケジューラ２５５は、ＥＵ送信のスケジューリングを
担当する。
【００２２】
　本発明の一実施形態に従って、ＵＬスケジューラ２５５は、ソフトハンドオーバ中に主
ノードＢ２１０Ａでだけ実施される。ＷＴＲＵ２０５は、主セル２６０Ａ内の主ノードＢ
２１０ＡからだけＵＬ送信スケジュールを受信する。しかし、主ノードＢ２１０Ａは、各
送信時間間隔（ＴＴＩ）にスケジューリング情報を非主ノードＢ２１０Ｂに送信すること
はできない。非主ノードＢ２１０Ｂによって制御されるセル内でＷＴＲＵ２０５が送信を
行うための資源を主ノードＢ２１０Ａが割り当てることを可能にするために、非主ノード
Ｂ２１０Ｂによって制御される複数のセル２６０Ｂ内で主ノードＢ２５０Ａによってスケ
ジューリングされるこれらの資源は、非主ノードＢ２１０Ｂによって割り当てることがで
きない。したがって、アクティブなＥＵサブセット内の全てのセルで共用される一部の物
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理資源は、これらの資源が主ノードＢ２１０Ａのみによって使用することができるように
、ソフトハンドオーバ中に特定のノードＢによってＷＴＲＵ２０５のために割り当てられ
予約されなければならない。
【００２３】
　主ノードＢ２１０Ａに配置されるＵＬスケジューラ２５５は、ＥＵアクティブサブセッ
ト内のいずれかのセル２６０Ａ、２６０Ｂ、２６０ＣでＥＵ送信によって引き起こされる
干渉レベルが予め定められた最大許容干渉レベルより低くなるように考慮する。したがっ
て、主ノードＢ２５０Ａは、干渉レベルが他のセル２６０Ｂ、２６０Ｃでも最大許容干渉
レベル内となるように、ＷＴＲＵ２０５の送信電力レベルを制限する。これを達成するた
めに、ＲＮＣ２１５は、非主ノードＢ２１０Ｂによって制御されるセル２６０Ｂの送信電
力レベルおよび干渉レベルのような必要な情報を主ノードＢ２１０Ａに中継する必要があ
り、次いで主ノード２１０Ａは該情報をＵＬ送信のスケジューリングに使用する。
【００２４】
　ＥＵスケジューリング情報は、主ノードＢ２１０Ａのみによって主セル２６０Ａを介し
てＷＴＲＵ２０５に送信される。ソフトハンドオーバ中に、ＷＴＲＵ２０５は主セル２６
０ＡのみでＥＵスケジューリング情報を受信するが、ＥＵスケジューリング情報は他の全
てのセル２６０Ｂ、２６０Ｃで有効である。
【００２５】
　一実施形態では、主ノードＢ２５０ＡはＲＮＣ２１５またはＷＴＲＵ２０５のいずれか
によって選択される。ＲＮＣ２１５は、予め定められた時間窓中に正確に受信されたデー
タブロックの最高百分率を持つノードＢを主ノードＢとして選択することができる。
【００２６】
　別の実施形態では、ＲＮＣ２１５は、予め定められた期間にわたってビット誤り率（Ｂ
ＥＲ）またはフレーム誤り率（ＦＥＲ）または類似物のような統計を各ノードＢに対して
生成する。次いで、ＲＮＣ２１５は最良の性能を有するノードＢを主ノードＢ２１０Ａに
選択する。ＲＮＣ２１５は次いで、それぞれ無線資源コントロール（ＲＲＣ）およびＩｕ
ｂシグナリングを介してＷＴＲＵ２０５および他の全てのノードＢに、主ノードＢ２１０
Ａについて通知する。
【００２７】
　別の実施形態では、ＷＴＲＵ１０２は、最良のダウンリンクパイロット電力（つまり最
良のダウンリンク経路損失または最高符号電力）を有するノードＢ２１０を、主ノードＢ
２１０Ａとして選択することができる。ＷＴＲＵ２０５は、全てのノードＢ２１０から受
信するパイロット信号の電力を測定し、最高パイロット電力を有するノードＢ２１０を主
ノードＢ２１０Ａに選択する。ＷＴＲＵ２０５は次いで、高速物理層シグナリングを介し
て他の全てのノードＢに主ノードＢ２１０Ａについて通知する。
【００２８】
　ＷＴＲＵ２０５は、全てのセル２６０のダウンリンクパイロット電力をＲＮＣ２１５に
報告することができる。ＲＮＣ２１５は次いで、アプリンクおよびダウンリンク複合品質
に基づいて、１つのノードＢ２１０を主ノードＢ２１０ａに選択する。セル２６０のアッ
プリンク品質は予め定義された時間窓中に正確に受信されたデータブロックの百分率（ま
たはＢＥＲ、ＦＥＲ、もしくは類似物）に基づき、セル２６０のダウンリンク品質はＷＴ
ＲＵが受信するダウンリンクパイロット電力に基づく。次いでＲＮＣ２１５は、それぞれ
ＲＲＣおよびＩｕｂシグナリングを介してＷＴＲＵ２０５および全てのノードＢ２１０に
、主ノードＢ２１０Ａについて通知する。
【００２９】
　本発明は先行技術のシステムより有利である。本発明を使用して、ＷＴＲＵはソフトハ
ンドオーバ中にノードＢからＥＵ送信の競合するスケジューリングを受信しない。加えて
、ＥＵ送信は、非主ノードＢによって制御されるセルの干渉レベルおよび無線資源を考慮
してスケジューリングされる。主ノードＢ２１０ＡからＷＴＲＵ２０５へのシグナリング
遅延は、ＲＮＣ２１５からＷＴＲＵ２０５へのシグナリング遅延に比較してずっと低い。
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【００３０】
　別の実施形態では、図３は、図２に示したシステム２００と同様のワイヤレスマルチセ
ル通信システム３００を示す。図３に示すように、主ノードＢ２１０Ａは、ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ発生器３０５を含むＭＡＣエンティティ２５０Ａを含む。主ノードＢ２１０Ａだけが
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ発生器３０５を有する。主ノードＢ２１０Ａは増分冗長性を備えたＨ－
ＡＲＱを実行するか、あるいは増分冗長性を実現することなくＡＲＱだけを実行すること
ができる。
【００３１】
　依然として図３を参照して、主ノードＢ２１０Ａは、主セル２６０Ａを介してＷＴＲＵ
２０５から少なくとも１つのデータパケットを受信し、データパケットに誤り検査を実行
する。巡回冗長検査（ＣＲＣ）のような任意の誤り検査方法を利用することができる。主
ノードＢ２１０ＡがＣＲＣに合格するなど、正確にデータパケットを復号すると、主ノー
ドＢ２１０ＡはＡＣＫをＷＴＲＵ２０５に送信し、正確に複合されたデータパケットをＲ
ＮＣ２１５にも送信する。主ノードＢ２１０Ａがデータパケットを正確に復号することに
失敗すると、主ノードＢ２１０ＡはＮＡＣＫをＷＴＲＵ２０５に送信する。
【００３２】
　非主ノードＢ２１０Ｂもまたデータパケットに誤り検査を実行する。しかし、非主ノー
ドＢ２１０ＢはＡＣＫまたはＮＡＣＫをＷＴＲＵ２０５に送信しない。代わりに、非主ノ
ードＢは正常に復号されたデータパケットをＲＮＣ２１５に送信する。ソフトハンドオー
バ中は、主ノードＢ２１０ＡだけがＨ－ＡＲＱ（またはＡＲＱ）、ＡＣＫ、およびＮＡＣ
Ｋを生成し、再送を制御する。
【００３３】
　非主ノードＢ２１０Ｂによって受信されたＭＡＣ層ＷＴＲＵアイデンティティは、ユニ
バーサル地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）で正常に受信された送信を経路指
定するために使用することができる。非主ノードＢ２１０Ｂには、どのＷＴＲＵがＥＵ送
信のために主ノードＢ２１０Ａによってスケジューリングされたか分からないので、非主
ノードＢ２１０Ｂは、ＷＴＲＵ　ＩＤの帯域内ＭＡＣ層シグナリングに頼って、正確に受
信された送信を正確なＲＮＣ無線リンクに経路指定する。たとえ主ノードＢ２１０Ａには
どのＷＴＲＵがスケジューリングされているか分からなくても、同じ方法は主ノードＢ２
１０Ａによっても実施することができる。
【００３４】
　好ましくは、主ノードＢ２１０Ａはソフト結合を使用して送信を処理することができる
一方、非主ノードＢ２１０Ｂはソフト結合無しに各送信を処理することができる。主ノー
ドＢがＮＡＣＫをＷＴＲＵ２０５に送信すると、ＮＡＣＫされたデータパケットは主ノー
ドＢ２１０Ａのバッファに格納され、ＮＡＣＫされたデータパケットは再送されたデータ
パケットと結合される。対照的に、非主ノードＢ２１０ＢはＮＡＣＫされたデータパケッ
トを格納しない。これはノードＢ２１０間のソフトバッファの破損の問題、および多数の
独立したＡＣＫおよび／またはＮＡＣＫの複雑さを解消する。
【００３５】
　増分結合プロセスが実施されるときに、ソフトバッファ破損を防止する措置を講じる必
要がある。ＷＴＲＵ２０５がもはや特定のＷＴＲＵのＨ－ＡＲＱプロセスのためのデータ
を再送しておらず、代わりに新しいデータを送信していることを、ノードＢ２１０が検知
することを可能にするために、シーケンス情報または新データ標識が必要である。ノード
Ｂ２１０は新しい送信が開始されたことを知る他の方法を持たないので、これは特に必要
である。代替的に、非主ノードＢ２１０Ｂは、増分結合プロセスを使用することなく、Ａ
ＲＱを単純に実行することができる。これはソフトバッファ破損の問題を解消する。
【００３６】
　非主ノードＢ２１０Ｂが増分結合無しに単純ＡＲＱを実行する場合、ＷＴＲＵ２０５は
、以前の送信の結果に関係なく全てのノードＢ２１０が送信を復号できることを確実にす
るために、自己復号可能なデータパケットを送信しなければならない。Ｈ－ＡＲＱ機能性
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はノードＢ２１０で終了することが好ましい。各々のノードＢ２１０は、正常に復号され
たデータパケットを送信シーケンス番号（ＴＳＮ）のような明示的な送信の識別付きで、
ＲＮＣ２１５に送信する。ＲＮＣ２１５は、非主ノードＢ２１０Ｂから送達されたデータ
パケットを任意選択的に使用することができる。ＲＮＣ２１５に配置されたＭＡＣエンテ
ィティ３１０は、インシーケンス送達（ｉｎ－ｓｅｑｕｅｎｃｅ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ）プ
ロセスを実施して、ノードＢ２１０から受信した全てのパケットより高い層にデータを送
達するために使用される。ＲＮＣのＭＡＣエンティティ３１０がその再順序付けプロセス
を終了した後、それはデータを無線リンクコントロール（ＲＬＣ）（図示せず）に送信す
る。失われたパケットはＲＮＣ２１５で識別され、ＲＬＣメッセージングを介してＷＴＲ
Ｕ２０５に知らされる。
【００３７】
　代替的に、ＥＵ送信は、非主ノードＢ２１０Ｂにおけるソフト結合が可能になるように
、ＷＴＲＵのＩＤ、Ｈ－ＡＲＱプロセス、送信シーケンス、および／または新データ標識
（ＮＤＩ）を識別することができる。この方法を使用して非主ノードＢ２１０Ｂにおける
ソフト結合を可能にした場合、主ノードＢ２１０Ａは、結合をいつ実行すべきかを決定す
るのに、スケジューリングおよびＨ－ＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫの決定に頼る必要がなく
なる。
【００３８】
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセージの送信には２つの選択肢がある。第一の選択肢は同期送信
である。ＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセージは、対応するアップリンク送信またはＥＵチャネル
割当てメッセージに関連する独自の時間遅延後に送信される。第二の選択肢は非同期送信
である。ＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセージの送信と対応するアップリンク送信またはＥＵチャ
ネル割当てメッセージ間に独自の遅延はない。ＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセージ内の明示的情
報は対応するアップリンク送信を識別して、ＷＴＲＵ２０５がＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセー
ジと送信との間の正しい関連付けができるようにする。この関連付けは、ＷＴＲＵ２０５
への各ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックメッセージで、Ｈ－ＡＲＱプロセス番号および／
または一意のシーケンス番号、例えばＴＳＮの両方またはどちらかを識別することによっ
て行われる。
【００３９】
　非同期ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックの場合に実施することが好ましい別の実施形態
では、主ノードＢ２１０Ａによって正確に受信されなかった送信ではなく、非主ノードＢ
２１０Ｂによって正確に受信された送信の不必要な再送を回避するために、非主ノードＢ
２１０ＢがＨ－ＡＲＱのＡＣＫ／ＮＡＣＫ結果を主ノードＢ２１０Ａに提供することがで
きる。非主ノードＢ２１０ＢはＡＣＫまたはＮＡＣＫメッセージをＷＴＲＵ２０５に直接
は送信しない。非主ノードＢ２１０ＢはＡＣＫ／ＮＡＣＫまたはＣＲＣ結果をＲＮＣ２１
５に送信する。次いでＲＮＣ２１５はＡＣＫまたはＣＲＣ結果を主ノードＢ２１０Ａに送
信する。
【００４０】
　Ｈ－ＡＲＱ処理を高速化するために、ＲＮＣによって受信されたいずれかの非主ノード
Ｂ２１０Ｂからの最初のＡＣＫメッセージは、即座に主ノードＢ２１０Ａに転送されるこ
とが好ましい。主ノードＢ２１０Ａはまた、送信が主ノードＢ２１０Ａで正確に受信され
た場合、非主ノードＢ２１０Ｂからのフィードバックを待つことなく、即座にＡＣＫメッ
セージを生成する。主ノードＢ２１０Ａはまた、たとえ他のＡＣＫメッセージが転送され
ることがある場合でも、ＲＮＣからの転送ＡＣＫメッセージを受信次第、即座にＡＣＫメ
ッセージを生成する。いずれかの経路が正常であれば、ＡＣＫは生成されるので、ＡＣＫ
は最初の正常な送信が見つかるやいなや、すぐに生成することができる。
【００４１】
　代替的に、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ発生器２０５の設計を簡素化するために、生成ノードのサ
ブセットのみを使用することができる。例えば、ＡＣＫはＲＮＣのみで、あるいはＲＮＣ
および主ノードＢ２１０Ａで生成することができる。
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【００４２】
　ＷＴＲＵ２０５が各Ｈ－ＡＲＱプロセスにアップリンク送信を送出するときに、ＷＴＲ
Ｕ２０５は、少なくとも主ノードＢ２１０ＡがＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックを送出す
るのに必要な時間だけ待つ。各Ｈ－ＡＲＱプロセスに対し、ＡＣＫがＷＴＲＵ２０５によ
って受信されると、ＷＴＲＵ２０５は次に利用可能または割り当てられた機会に新しいデ
ータを送信することができる。
【００４３】
　ＲＮＣ２１５は、ソフトハンドオーバ中にいずれかのノードＢ２１０に正常な受信がな
かったことを決定するために必要な全ての情報を持つ唯一のノードであるので、ＮＡＣＫ
メッセージはＲＮＣ２１５からしか発信することができない。ＲＮＣ２１５が予め定めら
れた時間間隔内にノードＢ２１０からＡＣＫを受信しなければ、ＲＮＣ２１５はＮＡＣＫ
コマンドを生成する。ＲＮＣ２１５は、主ノードＢ２１０Ａを介して、ＮＡＣＫメッセー
ジをＷＴＲＵ２０５に転送する。
【００４４】
　この手順を明示的なＮＡＣＫコマンド無しに実施できるようにすることも可能である。
この場合、特定の時間内にＡＣＫを受信しないことは、主ノードＢ２１０Ａおよび／また
はＷＴＲＵ２０５のいずれかにおける明示的なＮＡＣＫコマンドと同じとみなされる。
【００４５】
　図４は、本発明の一実施形態に従ってソフトハンドオーバ中にノードＢを調整するため
の方法ステップを含むプロセス４００のフローチャートである。ステップ４０５で、ＲＮ
Ｃ２１５はノードＢ間ソフトハンドオーバを始動する決定を行う。ステップ４１０で、Ｗ
ＴＲＵ２０５はアクティブセット内の少なくとも２つのノードＢ２１０との接続を確立す
る。ステップ４１５で、アクティブセット内のノードＢ２１０の１つが主ノードＢ２１０
Ａと指定され、アクティブセット内の残りの１つまたは複数のノードＢ２１０は非主ノー
ドＢ２１０Ｂと指定される。ステップ４２０で、主ノードＢ２１０Ａは、ＥＵスケジュー
リングおよびＨ－ＡＲＱ動作を実行することにより、ソフトハンドオーバ中にＵＬ送信を
制御する。
【００４６】
　図５は、本発明の別の実施形態に従って、ハードハンドオーバが終了する前にソースノ
ードＢでＮＡＣＫされたデータの送信の優先順位を決定するための方法ステップを含むプ
ロセス５００のフローチャートである。ステップ５０５で、ＲＮＣ２１５は、ソースノー
ドＢ２１０に接続されたＷＴＲＵ２０５のハードハンドオーバを始動することを決定する
。ステップ５１０で、ＲＮＣ２１５は、ＷＴＲＵ２０５がソースセル２６０の送受信をい
つ停止するかをソースノードＢ２１０に知らせる。ステップ５１５で、ＲＮＣ２１５は、
ハンドオーバの時間を設定するために、起動タイマをソースノードＢ２１０に送信する。
【００４７】
　依然として図５を参照して、以前にＮＡＣＫされたデータパケットがあるとソースノー
ドＢ２１０が決定した場合、できるだけ多数の以前にＮＡＣＫされたデータパケットを、
ハンドオーバ起動タイマがタイムアウトする前に再送しなければならない。さもなければ
、システムは、以前の送信を再送と増分的に結合する利点を失うことがある。したがって
、ソースノードＢスケジューラ２５５は、ＮＡＣＫされたデータパケットをスケジューリ
ングするときに、ハンドオーバ起動時間を考慮に入れる。ソースノードＢ２１０がＮＡＣ
Ｋされた全てのデータパケットの送信を時間内にスケジュールするための充分な無線資源
がない場合、ソースノードＢ２１０は何とかして、できるだけ多数のＮＡＣＫされたデー
タパケットの送信をスケジューリングしなければならない。
【００４８】
　依然として図５を参照して、起動タイマがタイムアウトする前に、できるだけ多数のＮ
ＡＣＫされたデータパケットを送信するために、ソースノードＢ２１０は送信の優先順位
を調整し（ステップ５２５）、かつステップ５３０で、ソースノードＢ２１０は送信のＭ
ＣＳを調整する（ステップ５３０）。ＮＡＣＫされたデータパケットに、スケジューリン
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用して、ＷＴＲＵ２０５からソースノードＢ２１０への正常な送信の確立を高めることが
できる。ステップ５３５で、起動タイマのタイムアウトでハンドオーバは終了する。
【００４９】
　スケジューリングされたアップリンク送信が、以前に送信を失敗したデータブロック用
に意図されていることを、ＷＴＲＵ２０５が理解するために、ソースノードＢ２１０アッ
プリンクスケジューラ２５５は、スケジューリングされたＵＬ送信が、以前にＮＡＣＫさ
れたデータブロック用に意図されていることを指摘することができる。これは、ソースノ
ードＢ２１０からＷＴＲＵ２０５へ送信されるＵＬスケジューリング情報にＨ－ＡＲＱプ
ロセス識別を含めることによって、実施することができる。ソースノードＢ２１０からス
ケジューリング情報を受信することにより、ＷＴＲＵ２０５は、スケジューリングされた
送信が、スケジューリング情報と共に送信されるＨＡＲＱプロセス識別に関連付けられる
特定のデータ用であることを知る。
【００５０】
　本発明を特に好適な実施形態に関連して図示しかつ説明したが、上述した本発明の範囲
から逸脱することなく、それらに形態および詳細の様々な変化を施すことができることを
、当業者は理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】従来のワイヤレス通信システムを示す図である。
【図２】本発明に従ってＥＵのソフトハンドオーバ中に主ノードＢに配置されたＵＬスケ
ジューラを使用するシステムを示す図である。
【図３】本発明に従ってＥＵのソフトハンドオーバ中に主ノードＢに配置されたＡＣＫ／
ＮＡＣＫ生成機能を使用するシステムを示す図である。
【図４】本発明の一実施形態に従ってソフトハンドオーバ中にノードＢを調整するための
方法のステップを含むプロセスのフローチャートである。
【図５】本発明の別の実施形態に従って、ハードハンドオーバが終了する前に、ソースノ
ードＢでＮＡＣＫされたデータの送信の優先順位を決定するための方法ステップを含むプ
ロセスのフローチャートである。
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