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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィードバックを提供する無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）のための方法であって、
　Ｅ－ＤＣＨ（拡張専用チャネル）リソースなしにＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態で動作中にＨ
Ｓ－ＳＣＣＨ（高速共有制御チャネル）命令を受信するステップであって、前記ＨＳ－Ｓ
ＣＣＨ命令を受信することにより、前記ＷＴＲＵをトリガしてランダムアクセス手順を開
始してフィードバックを提供することと、
　前記ランダムアクセス手順を開始して前記Ｅ－ＤＣＨリソースを要求するステップと、
　前記ランダムアクセス手順に基づいた前記Ｅ－ＤＣＨリソースを受信するステップと、
　ＨＳ－ＤＰＣＣＨ（高速専用物理制御チャネル）フィードバックを送信するステップで
あって、前記ＨＳ－ＤＰＣＣＨフィードバックは、Ｅ－ＤＣＨ伝送に関連付けられている
ことと
　を備えたことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ＷＴＲＵは、Ｈ－ＲＮＴＩまたはＥ－ＲＮＴＩの少なくとも１つを有することを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＨＳ－ＤＰＣＣＨの送信電力は、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ電力オフセットおよび測定基準
、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ電力オフセットおよびブロードキャストアップリンク干渉、またはＨ
Ｓ－ＤＰＣＣＨ電力オフセットおよび初期ＲＡＣＨプリアンブル電力の少なくとも１つに
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基づいて決定されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　アップリンクデータを送信するとタイマを開始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５】
　前記タイマが終了するとリソースを解放するステップをさらに備えたことを特徴とする
請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＨＳ－ＤＰＣＣＨフィードバックは、競合解決フェーズを実行することなく送信さ
れることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　ＷＴＲＵ（無線送受信ユニット）であって、
　Ｅ－ＤＣＨ（拡張専用チャネル）リソースなしにＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態で動作中にＨ
Ｓ－ＳＣＣＨ（高速共有制御チャネル）命令を受信することであって、前記ＨＳ－ＳＣＣ
Ｈ命令を受信することにより、前記ＷＴＲＵをトリガしてランダムアクセス手順を開始し
てフィードバックを提供することと、
　前記ランダムアクセス手順を開始して前記Ｅ－ＤＣＨリソースを要求し、
　前記ランダムアクセス手順に基づいた前記Ｅ－ＤＣＨリソースを受信して、
　ＨＳ－ＤＰＣＣＨ（高速専用物理制御チャネル）フィードバックを送信することであっ
て、前記ＨＳ－ＤＰＣＣＨフィードバックは、Ｅ－ＤＣＨ伝送に関連付けられているよう
に構成されたプロセッサを備えたことを特徴とするＷＴＲＵ。
【請求項８】
　前記ＷＴＲＵは、Ｈ－ＲＮＴＩまたはＥ－ＲＮＴＩの少なくとも１つを有することを特
徴とする請求項７に記載のＷＴＲＵ。
【請求項９】
　前記ＨＳ－ＤＰＣＣＨフィードバックは、競合解決フェーズを実行することなく送信さ
れることを特徴とする請求項７に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１０】
　前記ＨＳ－ＤＰＣＣＨの送信電力は、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ電力オフセットおよび測定基準
、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ電力オフセットおよびブロードキャストアップリンク干渉、またはＨ
Ｓ－ＤＰＣＣＨ電力オフセットおよび初期ＲＡＣＨプリアンブル電力の少なくとも１つに
基づいて決定されることを特徴とする請求項７に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１１】
　前記プロセッサは、アップリンクデータを送信するとタイマを開始するようにさらに構
成されたことを特徴とする請求項７に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１２】
　前記プロセッサは、前記タイマが終了するとリソースを解放するようにさらに構成され
たことを特徴とする請求項１１に記載のＷＴＲＵ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、無線通信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　拡張アップリンクは、３ＧＰＰ（ｔｈｉｒｄ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｐａｒｔｎｅｒ
ｓｈｉｐ　ｐｒｏｊｅｃｔ）標準のリリース６の一部として導入された。拡張アップリン
クは、レートの要求および許可に基づいて（on rate request and grant mechanism）動
作する。ＷＴＲＵ（無線送受信ユニット）は、要求する容量を示すレート要求を送信し、
ネットワークは、そのレート要求に対してレート許可で応答する。レート許可は、Ｎｏｄ
ｅＢスケジューラによって生成される。ＷＴＲＵおよびＮｏｄｅＢは、Ｅ－ＤＣＨ（拡張



(3) JP 5608772 B2 2014.10.15

10

20

30

40

50

専用チャネル）を介した送信のためにＨＡＲＱ（ハイブリッド型自動反復要求）機構を使
用する。
【０００３】
　拡張アップリンク送信では、２つのアップリンク物理チャネル（Ｅ－ＤＣＨ専用物理制
御チャネル（Ｅ－ＤＰＣＣＨ）およびＥ－ＤＣＨ専用物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣ
Ｈ））、および３つのダウンリンク物理チャネル（Ｅ－ＤＣＨ絶対的許可チャネル（Ｅ－
ＡＧＣＨ）、Ｅ－ＤＣＨ相対的許可チャネル（Ｅ－ＲＧＣＨ）、およびＥ－ＤＣＨ　ＨＡ
ＲＱインジケータチャネル（Ｅ－ＨＩＣＨ））が導入された。ＮｏｄｅＢは、絶対的許可
および相対的許可の両方を発行することができる。レート許可は、電力比で送られる。各
ＷＴＲＵは、ペイロードサイズに変換することができるサービング許可を維持する。
【０００４】
　Ｅ－ＤＣＨ送信を行うＷＴＲＵは、Ｅ－ＤＣＨアクティブセットを有する。Ｅ－ＤＣＨ
アクティブセットは、ＷＴＲＵが確立されたＥ－ＤＣＨ無線リンクを有する、すべてのセ
ルを含む。Ｅ－ＤＣＨアクティブセットは、ＤＣＨ（専用チャネル）アクティブセットの
サブセットである。ここで、Ｅ－ＤＣＨ　ＲＬＳ（無線リンクセット）の一部である無線
リンクは、それ例外と区別される。前者は、サービングＮｏｄｅＢと同じＮｏｄｅＢを共
有する無線リンクを含む。非サービング無線リンクのセルは、アップリンク干渉を制限ま
たは制御する目的で、相対的許可のみ送信することができる。
【０００５】
　３ＧＰＰリリース８におけるＷＣＤＭＡ（広帯域符号分割多次元接続）標準の現時点の
展開の一部として、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態のＷＴＲＵのＥ－ＤＣＨ概念を組み込むため
に、新たな対応が決められた。リリース７以前において、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態のＷＴ
ＲＵのための唯一のアップリンク機構はＲＡＣＨ（ランダムアクセスチャネル）のみであ
った。ＲＡＣＨは、取得の標示（acquisition indication）によるｓｌｏｔｔｅｄ－Ａｌ
ｏｈａ機構に基づいている。ＲＡＣＨにおけるメッセージの送信前に、ＷＴＲＵは、ラン
ダムに選択されるアクセススロットにおいて、短いプリアンブル（ランダムに選択された
署名シーケンスで構成される）を送信することによって、チャネルを取得するよう試行す
る。次いで、ＷＴＲＵは、ＵＴＲＡＮ（汎用地上無線アクセスネットワーク）からの取得
の標示を受けて、待つ。標示を受信しない場合、ＷＴＲＵは、その電力を立ち上げ、再度
試行する（選択されたアクセススロットでランダムに選択された署名シーケンスを送信す
る）。取得の標示を受信した場合、ＷＴＲＵは、チャネルを事実上取得しており、ＲＡＣ
Ｈメッセージ部分を送信することができる。初期プリアンブル送信電力は、オープンルー
プ電力制御に基づいて確立され、立ち上げ機構を使用して、送信電力がさらに微調整され
る。ＲＡＣＨメッセージは、最後のプリアンブルからの一定の電力オフセットで送信され
、一定サイズのものである。マクロダイバーシティは使用されず、ＷＴＲＵは、ＲＡＣＨ
のアクティブセットの概念を有していない。
【０００６】
　新しい対応として、アップリンクユーザプレーンを増加させて、初期ＷＴＲＵ電力立ち
上がり後、専用Ｅ－ＤＣＨリソースを割り当てることによって、プレーンスループットを
制御しようとの試みが考慮されている（これは、「ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態およびアイド
ルモードでの拡張アップリンク」または「拡張ＲＡＣＨ」と呼ばれる）。図１は、拡張Ｒ
ＡＣＨ動作を示す。ＷＴＲＵは、電力の立ち上がりを提供するチャネルを取得するために
、ＲＡＣＨプリアンブルを送信する。ＲＡＣＨプリアンブルが検出されると、ＮｏｄｅＢ
は、取得の標示（ＡＩ）を送信する。ＡＩを受信した後、ＷＴＲＵは、その後のＥ－ＲＡ
ＣＨメッセージ送信のためのＥ－ＤＣＨリソースが割り当てられる。Ｅ－ＤＣＨリソース
の割り当ては、ＡＩまたはＡＩの拡張セットのいずれかにより行うことができる。次いで
、ＷＴＲＵは、Ｅ－ＲＡＣＨメッセージを送信し、競合解決フェーズ（contention resol
ution phase）に入る。競合解決フェーズにおいて、Ｅ－ＲＡＣＨメッセージの潜在的な
衝突が解決される。すべてのＥ－ＲＡＣＨメッセージの送信、ＵＴＲＡＮからの明示的な
標示、無線リンク障害、検証後障害、またはタイマの終了後、Ｅ－ＤＣＨリソースが解放
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される。
【０００７】
　ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態のＷＴＲＵは、ダウンリンクでＨＳＤＰＡ（高速ダウンリンク
パケットアクセス）を使用することができ、チャネル品質およびＨＡＲＱフィードバック
の双方についてアップリンクフィードバックにより有利となる。初期リソース割り当て中
、ＷＴＲＵは、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ　ＷＴＲＵと同様に、専用アップリンクフィードバック
チャネル（すなわち、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ（高速専用物理制御チャネル））により構成され
ることが推奨されていた。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、これにはいくつかの問題がある。第１に、高速ダウンリンクチャネルにおける
初期送信は、チャネル品質情報に関わっていない可能性がある。３ＧＰＰリリース７にお
いて、これは、「ＲＡＣＨにおける測定結果」の情報要素（ＩＥ）で運ばれるチャネル品
質情報をＮｏｄｅＢに使わせることによって、部分的に対処された。このＩＥは、いくつ
かのレイヤ３無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージに含まれる。さらに、専用制御また
はデータトラフィックを受信するＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態のＷＴＲＵは、高速ダウンリンク
制御トラフィック（すなわち、ＷＴＲＵアドレスを含む高速共有制御チャネル（ＨＳ－Ｓ
ＣＣＨ））を受信すると、トリガされて、レイヤ３測定レポートを介してチャネル品質情
報を送信する。しかし、そのフィードバックは、ＲＲＣシグナリングを介して送信される
ので、初期高速ダウンリンク送信の効率的な変調および符号化制御のためには遅すぎる可
能性がある。
【０００９】
　第２に、３ＧＰＰリリース７の手法は、ＷＴＲＵで開始された制御トラフィック（例え
ば、ＣＥＬＬ　ＵＰＤＡＴＥ）により多く対応している。通常の状況では、ＷＴＲＵはア
ップリンクＲＲＣメッセージにチャネル品質情報を添付することになる。次いでネットワ
ークは、この情報を使用して、許可された変調およびトランスポートブロックサイズを決
定して、選択されたパラメータを使用しＲＲＣネットワーク応答を送信することになる。
しかし、アップリンクトラフィックがユーザプレーンデータトラフィックであり、任意の
チャネル品質情報を運ばない、または「ＲＡＣＨにおける測定結果」のＩＥを含まないＲ
ＲＣメッセージである場合、もしくはユーザプレーンおよび制御プレーンのトラフィック
がネットワークで開始された場合、非効率となる可能性がある。
【００１０】
　いずれの場合でも、ネットワークは、タイムリーにチャネル品質情報を有していないと
きがあり、最後のＩＥ、すなわち「ＲＡＣＨにおける測定結果」で受信された情報に依存
しなければならないことになる。例えば、Ｗｅｂブラウジングなど、非同期タイプのアプ
リケーションを扱うために、ネットワークがより多くのＷＴＲＵをＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状
態にしようと決定する場合があるので、拡張ＲＡＣＨに関してはさらに一般的に非効率と
なる可能性がある。これらのＷＴＲＵはＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態で保持されるが、拡張Ｒ
ＡＣＨリソースは（例えば、ＷＴＲＵがその送信を終了した後）解放される可能性がある
。その結果、その後の任意のネットワークで開始されたダウンリンク送信には、「最新の
」チャネル品質情報がない。これにより、ネットワークがダウンリンク送信レートを最大
にすることができないため、非効率となる可能性がある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨにおいてアップリンクリソースを予め割り当てるための方法および
装置が開示される。ダウンリンク送信が行われるとき、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態またはＣ
ＥＬＬ＿ＰＣＨ状態のＷＴＲＵに、アップリンクリソースを予め割り当てることができる
。次いでＷＴＲＵは、予め割り当てられたアップリンクリソースを、チャネル品質情報ま
たはＨＡＲＱフィードバック、もしくは任意の他の目的に使用することができる。予め割
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り当てられたアップリンクリソースは、Ｅ－ＤＣＨリソースまたはＨＳ－ＤＰＣＣＨリソ
ースとすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】拡張ＲＡＣＨ動作を示す図である。
【図２（Ａ）】ＣＱＩフィールドを含むＭＡＣ－ｅＰＤＵフォーマット例を示す図である
。
【図２（Ｂ）】ＣＱＩフィールドを含むＭＡＣ－ｅＰＤＵフォーマット例を示す図である
。
【図２（Ｃ）】ＣＱＩフィールドを含むＭＡＣ－ｉヘッダー例を示す図である。
【図３】ＣＱＩフィールドを含むＭＡＣ－ｅｓＰＤＵフォーマット例を示す図である。
【図４】ＷＴＲＵ例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　例として示される以下の説明を添付の図面と併せ読めば、より詳しく理解することがで
きよう。
　以下で言及するとき、「ＷＴＲＵ」という用語は、それだけには限定されないが、ユー
ザ機器（ＵＥ）、移動局、固定式または携帯式の加入者ユニット、ページャ、携帯電話、
個人用デジタル補助装置（ＰＤＡ）、コンピュータ、もしくは無線環境で動作することが
できる他の任意のタイプのユーザ装置を含む。以下で言及するとき、「ＮｏｄｅＢ」とい
う用語は、それだけに限定されないが、基地局、サイトコントローラ、アクセスポイント
（ＡＰ）、または無線環境で動作することができる他の任意のタイプのインターフェイス
装置を含む。以下で言及するとき、「拡張ＲＡＣＨ」という用語は、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ
状態およびアイドルモードでの拡張アップリンク（Ｅ－ＤＣＨ）の使用を指す。拡張ＲＡ
ＣＨ送信は、リリース６のＭＡＣ－ｅ／ｅｓエンティティ、または「改良されたレイヤ２
」の特徴の一部としてリリース８で導入されたＭＡＣ－ｉ／ｉｓエンティティを使用する
ことができる。「ＭＡＣ－ｅ／ｅｓＰＤＵ」および「ＭＡＣ－ｉ／ｉｓＰＤＵ」という用
語は、それだけには限定されないが、ＭＡＣ－ｅ／ｅｓエンティティによって生成された
ＰＤＵ、ＭＡＣ－ｉ／ｉｓエンティティによって生成されたＰＤＵ、またはＣＥＬＬ＿Ｆ
ＡＣＨ状態およびアイドルモードでＥ－ＤＣＨ送信を行うために使用されるＭＡＣエンテ
ィティによって生成された任意のＰＤＵを含む。以下で言及するとき、取得の標示の受信
は、取得の標示チャネル（ＡＩＣＨ）における肯定応答（ＡＣＫ）を介した、またはＡＩ
ＣＨにおける否定応答（ＮＡＣＫ）およびそれに続く拡張ＡＩＣＨ（Ｅ－ＡＩＣＨ）上で
のインデックスを介したＥ－ＤＣＨリソースのＷＴＲＵへの割り当てを指す。以下で言及
するとき、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ情報は、例えばデルタＡＣＫ／ＮＡＣＫ、デルタＣＱＩ、Ｃ
ＱＩフィードバックサイクルなど、ＨＳ－ＤＰＣＣＨフィードバックを送信するために、
ＷＴＲＵによって必要とされる情報を指す。以下で言及するとき、「ＨＳ－ＤＰＣＣＨリ
ソース」という用語は、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ送信、アップリンクスクランブリングコード情
報（uplink scrambling code information）、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ情報などのサポートに必
要なアップリンク／ダウンリンクチャネルを指す。
【００１４】
　第１の実施形態によれば、ＷＴＲＵに拡張ＲＡＣＨリソースが割り当てられた後、チャ
ネル品質情報が初期アップリンク送信（例えば、Ｅ－ＤＣＨメッセージ）と共に送信され
る。ランダムアクセスの場合、ＷＴＲＵは、ランダムアクセスプリアンブルを送信する。
プリアンブルを検出した後、ＮｏｄｅＢは、取得の標示を送信し、リソースの共通プール
からＥ－ＤＣＨリソースを選択し、選択されたＥ－ＤＣＨリソースをＷＴＲＵに割り当て
る。次いでＷＴＲＵは、割り当てられたＥ－ＤＣＨリソースを使用して、チャネル品質情
報と共に、Ｅ－ＤＣＨメッセージを送信する。
【００１５】
　チャネル品質情報の送信は、正常なランダムアクセス立ち上げ手順の後、取得の標示を
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受信した場合、または取得の標示を介してリソース割り当てを受信した後、ＷＴＲＵがダ
ウンリンク送信を受信した場合、トリガすることができる。ＷＴＲＵは、ＨＳ－ＳＣＣＨ
送信をそのアドレスと共に受信すると、ダウンリンク送信を検出することができる。さら
に、ＷＴＲＵは、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ、またはＵＲＡ＿ＰＣＨで送信
すべきアップリンクデータを有するとき、チャネル品質情報の送信をトリガすることもで
きる。
【００１６】
　このトリガに応答して、ＷＴＲＵは、チャネル品質情報を準備し、それを初期アップリ
ンク送信と共に送信する。この送信は、拡張ＲＡＣＨメッセージ衝突の検出を補助するた
めのＷＴＲＵ　識別情報（ＩＤ）、および／または割り当てられたＥ－ＤＣＨリソースの
適切なレート許可生成を可能にするための初期スケジューリング情報を含むことができる
。チャネル品質情報は、ＫビットのＣＱＩ（チャネル品質インジケータ）として符号化し
、送信することができる。
【００１７】
　チャネル品質情報は、ＭＡＣ－ｅＰＤＵまたはＭＡＣ－ｉＰＤＵの変更されたヘッダー
またはトレーラを介して送信することができる。図２（Ａ）および図２（Ｂ）は、ＣＱＩ
フィールドを含むＭＡＣ－ｅＰＤＵフォーマットの例を示し、図２（Ｃ）に、ＣＱＩフィ
ールドを含むＭＡＣ－ｉヘッダーの例を示す。ＭＡＣ－ｅＰＤＵは、ヘッダー、１つまた
は複数のＭＡＣ－ｅｓＰＤＵ、およびオプションのトレーラを含む。図２（Ａ）に示すよ
うに、ＣＱＩを、データを運ぶＭＡＣ－ｅＰＤＵのトレーラに含めることができる。図２
（Ｂ）に示すように、ＣＱＩを、もっぱらスケジューリング情報（ＳＩ）と共に送信する
ことができる。
【００１８】
　ＭＡＣ－ｅＰＤＵまたはＭＡＣ－ｉＰＤＵがオプションのＣＱＩフィールドを含むかど
うかをＮｏｄｅＢに伝えるための標示を、ＭＡＣ－ｅＰＤＵまたはＭＡＣ－ｉＰＤＵに含
めることもできる。あるいは、ネットワークがＣＱＩフィールドの存在についての標示を
必要としないように、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨでのアップリンク送信ごとに、ＣＱＩフィール
ドを常にＭＡＣ－ｅＰＤＵまたはＭＡＣ－ｉＰＤＵに付加してもよい。あるいは、衝突解
決フェーズ（collision resolution phase）中に送信されたＭＡＣ－ｅＰＤＵまたはＭＡ
Ｃ－ｉＰＤＵにのみ、ＣＱＩが存在すようにしてもよい。その場合、ネットワークは、受
信されたＭＡＣ－ｅＰＤＵまたはＭＡＣ－ｉＰＤＵが初期送信についてのＣＱＩレポート
を含んでいることを暗黙に認識していることになる。
【００１９】
　図２（Ｃ）におけるＭＡＣ－ｉヘッダーは、ＷＴＲＵ識別情報（例えば、Ｅ－ＲＮＴＩ
）を運び、ＵＴＲＡＮで、特別な確保された論理チャネル識別を介して識別される。ＭＡ
Ｃ－ｉヘッダー０は、Ｅ－ＲＡＣＨ競合解決に使用され、競合解決前に、すべてのＭＡＣ
－ｉＰＤＵに含まれる。ＣＱＩは、オクテット配列を保証するために導入された予備ビッ
トの代わりに送信することができる。確保された論理チャネル識別は、スタンドアロンＣ
ＱＩ（ＷＴＲＵ識別なし）の送信を示すために、競合解決後に使用することができる。あ
るいは、新しい論理チャネルを確保して、スタンドアロンＣＱＩの送信を示すようにする
ことができる。
【００２０】
　あるいは、ＣＱＩは、ＭＡＣ－ｅｓＰＤＵまたはＭＡＣ－ｉｓＰＤＵのヘッダーで運ぶ
ことができる。図３に、ＣＱＩフィールドを含むＭＡＣ－ｅｓＰＤＵフォーマット例を示
す。１つまたは複数のＭＡＣ－ｅｓＳＤＵ（すなわち、ＭＡＣ－ｄＰＤＵ）は、ＭＡＣ－
ｅｓＰＤＵに含まれ、ＭＡＣ－ｅｓＰＤＵは、ＭＡＣ－ｅｓヘッダーとして、ＴＳＮ（送
信シーケンス番号）フィールドを含む。図３に示すように、ＣＱＩフィールドは、ＭＡＣ
－ｅｓヘッダーに含むことができる。
【００２１】
　ＭＡＣ－ｅｓは、ＲＮＣ（無線ネットワークコントローラ）で終了するため、ＣＱＩ情
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報は、Ｉｕｂフレームプロトコルを介してＲＮＣからＮｏｄｅＢに転送されなければなら
ないことになる。
【００２２】
　あるいは、ＣＱＩは、「ＲＡＣＨにおける測定結果」のＩＥを使用した従来の機構に類
似した、ＷＴＲＵからＵＴＲＡＮへのＲＲＣシグナリングを介して提供することができる
。しかし、ＣＱＩを送信することは、共通パイロットチャネル（ＣＰＩＣＨ）受信信号コ
ード電力（ＲＳＣＰ）またはＥｃ／Ｎｏを含むＲＡＣＨにおける測定結果ＩＥを介して従
来の測定レポートより良いチャネル品質の推定を提供する。
【００２３】
　あるいは、ＨＳ－ＤＰＣＣＨを介してＣＱＩを送信するためのトリガとして、アップリ
ンク送信を使用することができる。アップリンク送信では、ＷＴＲＵは、Ｅ－ＤＣＨリソ
ースの要求を行う。使用可能なＥ－ＤＣＨリソースのリストは、システム情報ブロック（
ＳＩＢ）でブロードキャストされ、Ｅ－ＤＣＨリソース割り当てのために、リストのイン
デックスをＷＴＲＵに提供することもでき、割り当てられたＥ－ＤＣＨリソースは、ＷＴ
ＲＵがＨＳ－ＤＰＣＣＨを介してＣＱＩおよび任意選択でＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバッ
クを送信するために必要なＨＳ－ＤＰＣＣＨ情報への１対１のマッピングを有することも
できる。あるいは、ネットワークがＥ－ＤＣＨリソースを含むリストのインデックスを割
り当ててもよく、また、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ情報が情報の一部として列挙されるようにして
もよい。いずれの場合も、ＨＳ－ＤＰＣＣＨを使用して、ＨＳ－ＤＳＣＨ上で受信された
情報についてのＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックを提供することもできる。
【００２４】
　第２の実施形態によれば、ネットワークが、Ｅ－ＤＣＨリソースを有していないＣＥＬ
Ｌ＿ＦＡＣＨのＷＴＲＵへのダウンリンク送信を開始すると、ＷＴＲＵは、このダウンリ
ンク送信を、チャネル品質情報を送信するためのトリガとして使用することができる。例
えば、これは、最初のＲＲＣ接続が確立された後、または何らかの理由でＥ－ＤＣＨリソ
ースが解放された後に起こることがある。ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態のＷＴＲＵは、アップ
リンクアクセスを開始して、ダウンリンク送信のための新たなチャネル品質情報および／
またはＨＡＲＱフィードバックを送信するためのトリガとしてダウンリンク送信を使用す
ることができる。
【００２５】
　フィードバックを提供するために、ＷＴＲＵは、Ｅ－ＤＣＨリソースまたはＨＳ－ＤＰ
ＣＣＨリソースを要求することができる。要求は、拡張アップリンクランダムアクセス手
順によって行うことができ、この場合、ＷＴＲＵは、ＡＩＣＨまたはＥ－ＡＩＣＨがＥ－
ＤＣＨリソースを取得するのを待つ。ＷＴＲＵがＥ－ＤＣＨリソースを要求する場合、Ｗ
ＴＲＵには、Ｅ－ＤＣＨ送信に関連付けられているすべてのチャネル（すなわち、専用物
理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）、フラクショナル専用物理チャネル（fractional dedicat
ed physical channel）（Ｆ－ＤＰＣＨ）、Ｅ－ＡＧＣＨ、Ｅ－ＲＧＣＨ、Ｅ－ＨＩＣＨ
、Ｅ－ＤＰＣＣＨ、および／またはＥ－ＤＰＤＣＨ）についての構成情報が割り当てられ
る。割り当てられたＥ－ＤＣＨリソースにより、ＷＴＲＵは、ＭＡＣ－ｉ／ｉｓヘッダー
またはＭＡＣ－ｅ／ｅｓヘッダーでＣＱＩを送信することができる。あるいは、ＨＳ－Ｄ
ＰＣＣＨ情報は、割り当てられたＥ－ＤＣＨリソースに関連付けることができ、ＷＴＲＵ
は、ＣＱＩおよび任意選択でＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックを、関連付けら
れたＨＳ＿ＤＰＣＣＨを介して送信することができる。
【００２６】
　ＷＴＲＵがＨＳ－ＤＰＣＣＨリソースを要求する場合、ＷＴＲＵは、電力制御のための
アップリンクおよびダウンリンクの制御チャネル（例えば、Ｆ－ＤＰＣＨおよびＤＰＣＣ
Ｈ、ならびに必要なＨＳ－ＤＰＣＣＨ情報など）を含み、しかし他のＥ－ＤＣＨチャネル
のうちの１つまたは複数を除いて、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ送信を可能にするために必要なチャ
ネルを受信する。ＨＳ－ＤＰＣＣＨリソースは、必要に応じてＷＴＲＵに割り当てられる
リソースの個別のプールの一部でとすることができる。例えば、ＷＴＲＵがＨＳ－ＤＰＣ
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ＣＨを介してフィードバックを送信するだけでよく、他のアップリンクトラフィックを有
していない場合、ネットワークがＥ－ＤＣＨリソースを費やし、他のＷＴＲＵをブロック
する必要はない。したがって、ネットワークは、ＷＴＲＵがアップリンクトラフィックを
有していない場合、リソースの個別のプールからＨＳ－ＤＰＣＣＨリソースインデックス
を割り当てる。ＣＱＩおよびＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックは、割り当てら
れたＨＳ－ＤＰＣＣＨを介して送信することができる。
【００２７】
　アップリンクアクセスを開始して、ＣＱＩ情報および／またはＡＣＫ／ＮＡＣＫフィー
ドバックを運ぶようにするためのトリガは、正しく復号されたＨＳ－ＳＣＣＨ（ＷＴＲＵ
のＨＳ－ＤＳＣＨ無線ネットワーク一時識別（Ｈ－ＲＮＴＩ）でマスクされるＨＳ－ＳＣ
ＣＨ送信）の受信および／または関連の高速物理ダウンリンク共有チャネル（ＨＳ－ＰＤ
ＳＣＨ）上でのデータの受信とすることもでき、またはダウンリンクのＦＡＣＨ（順方向
アクセスチャネル）送信を受信したときでもよい。任意選択で、トリガ条件は、専用の無
線ネットワーク一時識別（Ｈ－ＲＮＴＩ）および／またはＥ－ＤＣＨ無線ネットワーク一
時識別（Ｅ－ＲＮＴＩ）がＷＴＲＵに割り当てられているかどうかによっても決メルこと
ができる。ＷＴＲＵは、Ｅ－ＲＮＴＩを有していないときがあり、拡張ＲＡＣＨを使用し
て専用トラフィックチャネル（ＤＴＣＨ）／専用制御チャネル（ＤＣＣＨ）の送信を行う
ことができない場合がある。これらの場合、ＷＴＲＵは、ＣＱＩ送信のためのアップリン
ク送信を開始しないことを決定することができる。ＷＴＲＵは、Ｈ－ＲＮＴＩおよびＥ－
ＲＮＴＩが割り当てられていない場合は、割り当てられたＥ－ＤＣＨリソースおよび要求
された情報を有しているときも、ＨＳ－ＤＰＣＣＨフィードバックを送信しないことがあ
る。
【００２８】
　第３の実施形態によれば、ＷＴＲＵがＥ－ＤＣＨリソースを有してない場合、ＣＥＬＬ
＿ＦＡＣＨ状態のＷＴＲＵは、新たなチャネル品質情報を送信するために、新しいアップ
リンク送信を定期的に開始するように構成することができる。ＷＴＲＵがアップリンクデ
ータを有しておらず、どんなダウンリンク送信も受信しておらず、したがって、第１の実
施形態および第２の実施形態のトリガ条件が満たされていないとき、ＷＴＲＵは、新たな
ＣＱＩを送信するために、アップリンク送信を定期的に開始することができる。ＣＱＩは
、上記で開示された任意の方法を使用して送信することができる。例えば、ＣＱＩは、Ｍ
ＡＣ－ｅ／ｅｓまたはＭＡＣ－ｉ／ｉｓのヘッダー／トレーラ内、Ｅ－ＤＣＨに関連付け
られているＨＳ－ＤＰＣＣＨ上、Ｅ－ＤＣＨ送信なしのＨＳ－ＤＰＣＣＨ上に含むことが
できる。
【００２９】
　ネットワークで開始されたダウンリンク送信およびフィードバックのトリガのために、
ネットワークは、初期ダウンリンク送信と共に、Ｅ－ＤＣＨリソースをＷＴＲＵに予め割
り当てることができる。Ｅ－ＤＣＨリソースが特定のＷＴＲＵに予め割り当てられている
ので、Ｅ－ＤＣＨ送信における衝突の可能性はなく、これにより、ＰＲＡＣＨプリアンブ
ル手続きに関連して必要な衝突検出フェーズをなくすことができる。Ｅ－ＤＣＨリソース
の事前割り当ては、ＤＰＣＣＨ、Ｆ－ＤＰＣＨ、Ｅ－ＡＧＣＨ、Ｅ－ＲＧＣＨ、Ｅ－ＨＩ
ＣＨ、Ｅ－ＤＰＣＣＨ、および／もしくはＥ－ＤＰＤＣＨの構成情報、ならびに／または
ＨＳ－ＰＤＣＣＨ情報を含むことができる。構成情報は、ＦＡＣＨを介して送信されるＲ
ＲＣ信号、ＨＳ－ＤＳＣＨ、または適切なＭＡＣヘッダーで送信されるＬ２信号を介して
送信することができ、例えば、ＬＣＨ－ＩＤの確保された値を使用して、インデックスが
ＭＡＣ　ＰＤＵに付加されたことを示すことができる。あるいは、ＨＳ－ＳＣＣＨを介し
て送信されるＬ１信号（すなわち、任意選択でインデックスを含むＨＳ－ＳＣＣＨ命令）
を使用する、あるいは新しいＬ１信号を使用することができる。Ｌ１信号、ＨＳ－ＳＣＣ
Ｈまたは新しいメッセージを、そのエントリが必要な構成パラメータを指定するＳＩＢを
介してブロードキャストされるＥ－ＤＣＨリソースのリストへのインデックスとすること
ができる。Ｌ１信号は、インデックスを提供することができ、あるいは、単にＤＬフィー
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ドバックが必要である旨の標示を提供することができる。これによって、ＷＴＲＵがトリ
ガされ、Ｅ－ＤＣＨリソースを要求するためのランダムアクセス手順が開始されて、ＨＳ
－ＤＰＣＣＨ送信に必要なパラメータを取得することができる。いったんＥ－ＤＣＨ構成
情報がＷＴＲＵに提供されると、ＷＴＲＵは、初期送信電力を確立し、アップリンク送信
および／またはアップリンクフィードバックを開始することができる。
【００３０】
　あるいは、ネットワークで開始されたダウンリンク送信では、ネットワークは、ＨＳ－
ＤＰＣＣＨリソースを予め割り当てることができ、これは、電力制御のためのアップリン
クおよびダウンリンクの制御チャネル（例えば、Ｆ－ＤＰＣＨおよびＤＰＣＣＨなど）、
ならびに必要なＨＳ－ＤＰＣＣＨ情報を含み、しかし他のＥ－ＤＣＨチャネルのうちの１
つまたは複数を除いて、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ送信を可能にするために必要なチャネルを参照
する。ＨＳ－ＤＰＣＣＨリソースまたは全Ｅ－ＤＣＨリソースを事前に割り当てることに
より、ＷＴＲＵは競合のないアクセスが可能となる。ネットワークは、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ
情報を含んでいるＨＳ－ＤＰＣＣＨリソースのみ、または全Ｅ－ＤＣＨリソースを割り当
てることができる。ＨＳ－ＤＰＣＣＨ、スクランブルコード、および／または他のＥ－Ｄ
ＣＨリソースは、ネットワークによって明示的に示すことができ、またはＳＩＢを介して
ブロードキャストされるリソースのグループのインデックスとして送信することができる
。任意選択で、ＷＴＲＵに提供されるＨＳ－ＤＰＣＣＨリソースは、競合のないアクセス
に使用すべきブロードキャストリソースのプール、またはＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバッ
クおよびＣＱＩフィードバックのみを送信するために必要なＷＴＲＵに使用すべきリソー
スのプールからのものとすることができる。
【００３１】
　あるいは、ネットワークで開始されたダウンリンク送信では、ネットワークは、上述し
た方法のうちの１つを使用して初期ダウンリンク送信において拡張ＲＡＣＨプリアンブル
署名を予め割り当てることができる。プリアンブル署名は、ネットワークの制御下にあり
、事前割り当てのためだけに使用される確保された１組の署名からのものとすることがで
き、あるいは、これらは、Ｅ－ＤＣＨ　ＵＬランダムアクセス手順に使用されるプリアン
ブル署名とすることができる。ＷＴＲＵは、拡張ＲＡＣＨプリアンブル署名を使用して、
拡張ＲＡＣＨプリアンブル電力立ち上げサイクルを開始して、アップリンク送信のための
適切な送信電力を確立することができる。プリアンブル署名は、ＷＴＲＵに予め割り当て
られているため、衝突の可能性はない。ＷＴＲＵは、ＡＩＣＨを介して割り当てられたリ
ソース（ＨＳ－ＤＰＣＣＨ有りまたはなしのＥ－ＤＣＨリソース、もしくはＨＳ－ＤＰＣ
ＣＨリソース）の標示を受信した後、該当する場合、競合解決フェーズを実行する必要な
く、ＨＳ－ＤＰＣＣＨまたは他のアップリンクデータの送信をすぐに開始することができ
る。
【００３２】
　ネットワークは、ＷＴＲＵの状況に基づいて、Ｅ－ＤＣＨリソース、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ
リソース、またはＲＡＣＨ署名シーケンスを予め割り当てるかどうかの決定を行うことが
できる。ＷＴＲＵがすでにＥ－ＤＣＨリソースを有している場合、ネットワークは、任意
の新しいＥ－ＤＣＨリソースを予め割り当てなくてもよい。一方で、ＷＴＲＵが任意のＥ
－ＤＣＨリソースを有していない場合、ネットワークは、最新のチャネル品質情報が必要
であり、そのため、Ｅ－ＤＣＨリソース、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ情報、またはＲＡＣＨ署名シ
ーケンスをＷＴＲＵに予め割り当てることを決定することができる。事前の割り当ての受
信は、ＷＴＲＵがＨＳ－ＤＰＣＣＨを介してフィードバックを送信し始めるトリガとする
ことができる。ＷＴＲＵは、すでにアクティブなＥ－ＤＣＨリソースを有しておらず、ダ
ウンリンクトラフィックを受信した場合、上述したように明示的なシグナリングを介して
、または上述したように予め割り当てられたインデックスの受信を介して、ネットワーク
によって特に示されない限り、ＨＳ－ＤＰＣＣＨフィードバックを送信しなくてもよい。
ダウンリンク送信が完了し、ネットワークがこれ以上ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックま
たはＣＱＩフィードバックを予想しなくなるまで、もしくはタイマが終了になるまで、ネ
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ットワークは、同じ組のＥ－ＤＣＨリソースを任意の他のＷＴＲＵに割り当てることがで
きないようにするのが好ましい。
【００３３】
　予め割り当てられたリソースが未使用になる可能性に対処するため、ネットワークは、
これらのリソースが割り当てられると、タイマを開始することができる。タイマが終了に
なるまで、予め割り当てられたリソースにおけるＷＴＲＵが動作しない場合、Ｅ－ＡＧＣ
Ｈを介した明示的なシグナリングを介して、またはＷＴＲＵにおいてもアクティブである
タイマを介して、リソースを解放することができる。リソースが解放された後、必要な場
合、ＷＴＲＵは、プリアンブル立ち上げ手順を行い、その後Ｅ－ＤＣＨリソースを取得す
ることができる。
【００３４】
　あるいは、ダウンリンク送信上で運ばれるトラフィックが応答（例えば、ＲＲＣまたは
ＲＬＣ肯定応答）を必要とする場合、ネットワークは、Ｅ－ＤＣＨリソースを予め割り当
てるだけでよい。ＷＴＲＵが（例えば、ＲＬＣ　ＡＣＫまたはＲＲＣメッセージで）ダウ
ンリンク送信に応答しなければならないことをネットワークが認識している場合、ＷＴＲ
Ｕはいずれにしてもアップリンクリソースについての要求を行わなければならないため、
ネットワークは、Ｅ－ＤＣＨリソースをＷＴＲＵに予め割り当てることができる。ＷＴＲ
Ｕは、予め割り当てられたリソースをいったん取得すると、そのリソースをＣＱＩおよび
／またはＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックに使用することができる。拡張ＣＥ
ＬＬ＿ＦＡＣＨのＥ－ＤＣＨリソースがＮｏｄｅＢによって制御される場合、ＲＮＣは、
Ｉｕｂフレームプロトコルを介して標示を送信して、ダウンリンク上で送信されているト
ラフィックのタイプについてＮｏｄｅＢに通知することができる。
【００３５】
　ネットワークがリソースを予め割り当てるときは、ＷＴＲＵは、初期ＷＴＲＵアップリ
ンクＤＰＣＣＨ（専用物理制御チャネル）送信電力を確立または決定する必要がある。Ｗ
ＴＲＵは、アップリンクの拡張ＲＡＣＨ電力立ち上げ手順を使用して、初期電力を決定す
ることができる。より詳細には、リソースが予め割り当てられた後、ＷＴＲＵは、受信さ
れたＥ－ＤＣＨインデックスに対応するプリアンブル署名を使用して、第１のプリアンブ
ルの送信を開始する。ＷＴＲＵは、ＡＩＣＨで回答を受信するまで、プリアンブルフェー
ズを維持する。次いで、ＷＴＲＵは、最後のプリアンブル電力からの電力オフセットを使
用して、ＤＰＣＣＨ送信をすぐに開始する。あるいは、ＷＴＲＵは、立ち上げ手順を行わ
ず、ＤＰＣＣＨ送信、および次いでＥ－ＤＣＨ送信をすぐに開始する。ネットワークは、
ＤＰＣＣＨ電力オフセットを信号で送ることができ、ＷＴＲＵは、このオフセットおよび
測定された基準（例えば、ＣＰＩＣＨ　ＲＳＣＰ）に基づいて、初期電力を決定すること
ができる。あるいは、ネットワークは、一定の／絶対的なＷＴＲＵ送信電力を信号で送る
ことができる。あるいは、ネットワークは、ＳＩＢ７でブロードキャストされたアップリ
ンク干渉値に関して、またはＷＴＲＵがアップリンク拡張ランダムアクセス手順を開始す
ることになっていた場合に使用することになる初期プリアンブル電力に関して、使用する
ＤＰＣＣＨ電力オフセットを信号で送ることができる。初期送信電力のための情報は、シ
ステム情報の一部としてブロードキャストし、またはＥ－ＤＣＨリソースの事前割り当て
メッセージにおいて信号で送ることができる。ＷＴＲＵは、同期手順を実行して、電力制
御ループが同期できるようにすることができる。あるいは、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態のＷ
ＴＲＵは、この電力制御確立専用の確保された１組の署名、および／またはアクセススロ
ットを有することができ、一意の組合せを、Ｅ－ＤＣＨリソースの事前割り当てメッセー
ジの一部として含めることができる。これにより、複数のＷＴＲＵが同じ署名および／ま
たはアクセススロットを選択する可能性がなくなる。全Ｅ－ＤＣＨリソースがＷＴＲＵに
割り当てられた場合、ＷＴＲＵは、送信電力を確立することができ、ＡＩＣＨがメッセー
ジの送信を開始するのを待つのでなく、むしろ正しい電力レベルが確立されるとすぐに、
予め割り当てられたリソースにおいて開始することができる。以上のようにして、正しい
電力レベルは確立される。ＷＴＲＵは、オフセットのうちの１つ、または絶対的な電力に
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基づいてＤＰＣＣＨ送信を開始し、次いで、Ｅ－ＤＣＨ送信および／またはＨＳ－ＤＰＣ
ＣＨフィードバックを開始する。リソースが予め割り当てられている場合、ＷＴＲＵは衝
突解決フェーズを実行する必要がないことを理解されたい。
【００３６】
　従来、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態のＷＴＲＵが送信すべきアップリンクデータを有するとき
、またはＨＳ－ＳＣＣＨにおけるそのアドレス（専用Ｈ－ＲＮＴＩ）を検出すると、ＷＴ
ＲＵは、Ｅｃ／ＮｏまたはＲＳＣＰ（受信信号コード電力）値のいずれかと共にレイヤ３
測定レポートを送信して、チャネル品質情報に応じてネットワークを更新する。第４の実
施形態によれば、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨおよびＣＥＬＬ＿ＰＣＨのＥ－ＤＣＨをサポートす
るセル内のＷＴＲＵは、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨのＷＴＲＵがＨＳ－ＳＣＣＨにおいて専用Ｈ－
ＲＮＴＩを復号するとき、またはＷＴＲＵがＣＥＬＬ＿ＰＣＨで送信すべきアップリンク
データを有するとき、レイヤ３測定レポートを送信するのではなく、上述した技術のうち
の任意のものを使用して、ＣＱＩを送信することができる。例えば、ネットワークは、上
記の方法のうちの１つを使用して、リソース（Ｅ－ＤＣＨリソース、ＨＳ－ＤＰＣＣＨリ
ソース、ＲＡＣＨプリアンブル署名）を予め割り当て、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨへの状態遷移
をトリガすることができる。ＷＴＲＵは、予め割り当てられたリソースを使用して、ＣＱ
Ｉ情報を送信することができる。さらに、予め割り当てられたリソースがＨＳ－ＤＰＣＣ
Ｈを含む場合、ＷＴＲＵは、ダウンリンク送信のためのＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィ
ードバックを送信することもできる。あるいは、ＷＴＲＵは、送信すべきアップリンクデ
ータを有する場合、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨに直接遷移し、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨアクセスで拡
張アップリンクを開始することができる。ＣＱＩは、割り当てられたリソースで送信する
ことができる。リソースは、（例えば、測定レポート、スケジューリング情報、アップリ
ンクユーザプレーンデータなど）任意の必要な送信に使用することができる。いずれの場
合も、ＷＴＲＵは、「ＲＡＣＨにおける測定結果」を含む測定レポートを送信する必要は
なく、代わりに、上述した機構のうちの１つを介してより良いチャネル品質情報を送信す
る必要がある。
【００３７】
　あるいは、ＷＴＲＵは、通常のＲＡＣＨアクセス手順を実行して、フィードバック情報
を送信するためのＥ－ＤＣＨリソースを要求するだけでよい。
【００３８】
　上述したすべての実施形態について、ＷＴＲＵは、初期フェーズのために、より頻繁に
チャネル品質情報を送信することができる。例えば、ＷＴＲＵは、アップリンク送信を有
している場合、またはＨＳ－ＳＣＣＨにおいてＨ－ＲＮＴＩを復号する場合、より高い頻
度（すなわち、連続的なＴＴＩ（送信時間間隔）、またはＨＳ－ＤＰＣＣＨを介する通常
のＣＱＩ報告のために構成された速度のＮ倍速く）でチャネル品質情報を送信することが
できる。これによって、ネットワークは、その後のダウンリンク送信に使用される変調お
よび符号化を任意選択で調整することができる。あるいは、ＣＱＩは、競合解決フェーズ
中（ＣＱＩレポートの頻度を、そのフェーズ中にＷＴＲＵが十分なＣＱＩレポートを送信
できるように構成することができる）定期的に、ＲＡＣＨアクセスの継続期間の間定期的
に、ＷＴＲＵのＲＡＣＨアクセス期間中にダウンリンクトラフィックが送信されている場
合のみ、または上記の組合せで送信することができる。
【００３９】
　図４は、ＷＴＲＵ４００の例のブロック図である。ＷＴＲＵ４００は、送受信機４０２
、測定ユニット４０４（オプション）、および制御ユニット４０６を含む。送受信機は、
ＲＡＣＨプリアンブルを送信し、ＲＡＣＨプリアンブルに応答してＡＩを受信するなど、
メッセージを送受信するように構成される。測定ユニット４０４は、チャネル品質を測定
し、チャネル品質情報を生成するように構成される。制御ユニット４０６は、ＣＥＬＬ＿
ＦＡＣＨ状態、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態、またはＵＲＡ＿ＰＣＨ状態で、Ｅ－ＤＣＨ、ＨＳ
－ＤＰＣＣＨなどを介して、上記に開示の実施形態のうちの任意の１つに従ってチャネル
品質情報を提供するように構成される。
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【００４０】
　実施形態
　１．アップリンク送信のためのリソースを予め割り当てるための方法。
【００４１】
　２．ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態およびＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態のうちの一方の間に、ＷＴＲ
ＵがＨＳ－ＤＳＣＨ送信を受信するステップを含む実施形態１に記載の方法。
【００４２】
　３．ＷＴＲＵが、アップリンクリソースを指す予め割り当てられたインデックスを含む
ダウンリンクメッセージを受信するステップを含む実施形態２に記載の方法。
【００４３】
　４．ＷＴＲＵが、予め割り当てられたアップリンクリソースを使用して、アップリンク
送信およびアップリンクフィードバック情報を送信するステップを含む実施形態３に記載
の方法。
【００４４】
　５．アップリンクリソースは、Ｅ－ＤＣＨリソース、ＨＳ－ＤＰＣＣＨリソース、およ
び確保されたＲＡＣＨプリアンブル署名のうちの１つである実施形態３～４のうちのいず
れか一項に記載の方法。
【００４５】
　６．Ｅ－ＤＣＨリソースは、ＨＳ－ＤＰＣＣＨリソース情報を含む実施形態５に記載の
方法。
【００４６】
　７．アップリンク送信およびアップリンクフィードバック情報は、衝突解決フェーズを
実行することなく送信される実施形態４～６のうちのいずれか一項に記載の方法。
【００４７】
　８．予め割り当てられたインデックスを含むダウンリンクメッセージは、ＨＳ－ＳＣＣ
Ｈ命令を使用して送信される実施形態３～７のうちのいずれか一項に記載の方法。
【００４８】
　９．Ｅ－ＤＣＨリソースは、ＷＴＲＵが送信すべきアップリンクデータを有する場合の
み割り当てられる実施形態５～８のうちのいずれか一項に記載の方法。
【００４９】
　１０．ＨＳ－ＤＰＣＣＨリソースは、Ｅ－ＤＣＨリソースプールとは別のリソースプー
ルの一部である実施形態５～９のうちのいずれか一項に記載の方法。
【００５０】
　１１．ＷＴＲＵは、アップリンクフィードバック情報に関するＣＱＩおよびＨＡＲＱフ
ィードバックのうちの少なくとも一方を送信する実施形態４～１０のうちのいずれか一項
に記載の方法。
【００５１】
　１２．ＣＱＩは、ＭＡＣ－ｅヘッダー、ＭＡＣ－ｅｓヘッダー、ＭＡＣ－ｉヘッダー、
およびＭＡＣ－ｉｓヘッダーのうちの１つに含まれる実施形態１１に記載の方法。
【００５２】
　１３．ＣＱＩは、競合解決のために送信されるＭＡＣ－ｉヘッダー０に含まれる実施形
態１１に記載の方法。
【００５３】
　１４．アップリンクリソースは、ＳＩＢを介してブロードキャストされるリソースのグ
ループのインデックスを送信することによって割り当てられる実施形態３～１３のうちの
いずれか一項に記載の方法。
【００５４】
　１５．アップリンクリソースは、ダウンリンク送信がＷＴＲＵ応答を必要とする場合、
割り当てられる実施形態３～１４のうちのいずれか一項に記載の方法。
【００５５】
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　１６．アップリンクリソースは、ダウンリンク送信が最新のチャネル品質情報を必要と
する場合、割り当てられる実施形態３～１５のうちのいずれか一項に記載の方法。
【００５６】
　１７．アップリンクリソースは、タイマの終了まで未使用の場合、解放され、リソース
の共通プールに戻される実施形態３～１６のうちのいずれか一項に記載の方法。
【００５７】
　１８．ＷＴＲＵは、ＲＡＣＨ電力立ち上げ手順を実行して、アップリンク送信の適切な
アップリンク送信電力レベルを設定する実施形態４～１７のうちのいずれか一項に記載の
方法。
【００５８】
　１９．ＷＴＲＵは、電力制御確立のために確保されたＲＡＣＨプリアンブル署名および
／またはアクセススロットを受信し、この確保されたＲＡＣＨプリアンブルおよび／また
はアクセススロットをＲＡＣＨ電力立ち上げ手順に使用する実施形態１８に記載の方法。
【００５９】
　２０．ＷＴＲＵは、ＤＰＣＣＨ送信を開始し、ＲＡＣＨ電力立ち上げ手順を実行するこ
となくアップリンク送信を行う実施形態４～１７のうちのいずれか一項に記載の方法。
【００６０】
　２１．ＤＰＣＣＨの送信電力は、ＤＰＣＣＨ電力オフセットおよび測定された基準、Ｄ
ＰＣＣＨ電力オフセットおよびブロードキャストアップリンク干渉、ＤＰＣＣＨ電力オフ
セットおよび初期ＲＡＣＨプリアンブル電力のうちの１つに基づいて決定される実施形態
２０に記載の方法。
【００６１】
　２２．ＤＰＣＣＨの送信電力は、ネットワークによって決定され、ブロードキャストさ
れた一定の送信電力に設定される実施形態２０に記載の方法。
【００６２】
　２３．ＷＴＲＵは、同期手順を実行して、アップリンク送信のために電力制御ループが
同期できるようにする実施形態４～２２のうちのいずれか一項に記載の方法。
【００６３】
　２４．チャネル品質情報を提供するための方法。
【００６４】
　２５．ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態のＷＴＲＵがダウンリンク送信を受信するステップを含む
実施形態２４に記載の方法。
【００６５】
　２６．ＷＴＲＵがダウンリンク送信に応答してＣＱＩを送信するステップを含む実施形
態２５に記載の方法。
【００６６】
　２７．ダウンリンク送信は、予め割り当てられたアップリンクリソースを含む実施形態
２４～２５のうちのいずれか一項に記載の方法。
【００６７】
　２８．ＷＴＲＵがダウンリンク送信に応答してＨＡＲＱフィードバックを送信するステ
ップをさらに含む実施形態２５～２７のうちのいずれか一項に記載の方法。
【００６８】
　２９．アップリンク送信のためのリソースを予め割り当てるためのＷＴＲＵ。
【００６９】
　３０．ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態およびＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態のうちの一方の間に、ダウ
ンリンク送信を受信し、アップリンク送信およびアップリンクフィードバック情報を送信
するように構成された送受信機であって、ダウンリンク送信は、アップリンクリソースを
指す予め割り当てられたインデックスを含む、送受信機を含む実施形態２９に記載のＷＴ
ＲＵ。
【００７０】
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　３１．予め割り当てられたアップリンクリソースを使用して、アップリンク送信および
アップリンクフィードバック情報送信を制御するように構成された制御ユニットを含む実
施形態３０に記載のＷＴＲＵ。
【００７１】
　３２．アップリンクリソースは、Ｅ－ＤＣＨリソース、ＨＳ－ＤＰＣＣＨリソース、お
よび確保されたＲＡＣＨプリアンブル署名のうちの少なくとも１つである実施形態３０～
３１のうちのいずれか一項に記載のＷＴＲＵ。
【００７２】
　３３．Ｅ－ＤＣＨリソースは、ＨＳ－ＤＰＣＣＨリソース情報を含む実施形態３２に記
載のＷＴＲＵ。
【００７３】
　３４．アップリンク送信およびアップリンクフィードバック情報は、衝突解決フェーズ
を実行することなく送信される実施形態３０～３３のうちのいずれか一項に記載のＷＴＲ
Ｕ。
【００７４】
　３５．予め割り当てられたインデックスを含むダウンリンク送信は、ＨＳ－ＳＣＣＨ（
高速共有制御チャネル）命令を使用して送信される実施形態３０～３４のうちのいずれか
一項に記載のＷＴＲＵ。
【００７５】
　３６．Ｅ－ＤＣＨリソースは、ＷＴＲＵが送信すべきアップリンクデータを有する場合
のみ割り当てられるＷＴＲＵ送信３２～３５。
【００７６】
　３７．ＨＳ－ＤＰＣＣＨリソースは、Ｅ－ＤＣＨリソースプールとは別のリソースプー
ルの一部であるＷＴＲＵ送信３２～３６。
【００７７】
　３８．ＷＴＲＵは、アップリンクフィードバック情報に関するＣＱＩおよびＨＡＲＱフ
ィードバックのうちの少なくとも１つを送信するＷＴＲＵ送信３１～３７。
【００７８】
　３９．ＣＱＩは、ＭＡＣ－ｅヘッダー、ＭＡＣ－ｅｓヘッダー、ＭＡＣ－ｉヘッダー、
およびＭＡＣ－ｉｓヘッダーのうちの１つに含まれる実施形態３８に記載のＷＴＲＵ。
【００７９】
　４０．ＣＱＩは、競合解決のために送信されるＭＡＣ－ｉヘッダー０に含まれる実施形
態３８に記載のＷＴＲＵ。
【００８０】
　４１．アップリンクリソースは、ＳＩＢを介してブロードキャストされるリソースのグ
ループのインデックスを送信することによって割り当てられるＷＴＲＵ送信３０～４０。
【００８１】
　４２．アップリンクリソースは、ダウンリンク送信がＷＴＲＵ応答を必要とする場合、
割り当てられるＷＴＲＵ送信３０～４１。
【００８２】
　４３．アップリンクリソースは、ダウンリンク送信が最新のチャネル品質情報を必要と
する場合、割り当てられるＷＴＲＵ送信３０～４２。
【００８３】
　４４．アップリンクリソースは、タイマの終了まで未使用の場合、解放され、リソース
の共通プールに戻されるＷＴＲＵ送信３０～４３。
【００８４】
　４５．制御ユニットは、ＲＡＣＨ（ランダムアクセスチャネル）電力立ち上げ手順を実
行して、アップリンク送信の適切なアップリンク送信電力レベルを設定するＷＴＲＵ送信
３１～４４。
【００８５】
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　４６．制御ユニットは、電力制御確立のために確保されたＲＡＣＨプリアンブル署名お
よび／またはアクセススロットを受信し、この確保されたＲＡＣＨプリアンブルおよび／
またはアクセススロットをＲＡＣＨ電力立ち上げ手順に使用する実施形態４５に記載のＷ
ＴＲＵ。
【００８６】
　４７．制御ユニットは、ＤＰＣＣＨ送信を開始し、ＲＡＣＨ電力立ち上げ手順を実行す
ることなくアップリンク送信を行うＷＴＲＵ送信３１～４４。
【００８７】
　４８．ＤＰＣＣＨの送信電力は、ＤＰＣＣＨ電力オフセットおよび測定された基準、Ｄ
ＰＣＣＨ電力オフセットおよびブロードキャストアップリンク干渉、ＤＰＣＣＨ電力オフ
セットおよび初期ＲＡＣＨプリアンブル電力のうちの１つに基づいて決定される実施形態
４７に記載のＷＴＲＵ。
【００８８】
　４９．ＤＰＣＣＨの送信電力は、ネットワークによって決定され、ブロードキャストさ
れた一定の送信電力に設定される実施形態４７に記載のＷＴＲＵ。
【００８９】
　５０．ＷＴＲＵは、同期手順を実行して、アップリンク送信のために電力制御ループが
同期できるようにする実施形態３１～４４に記載のＷＴＲＵ。
【００９０】
　５１．チャネル品質情報を提供するように構成されたＷＴＲＵ。
【００９１】
　５２．ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態の間に、ダウンリンク送信を受信するように構成された送
受信機を含む実施形態５１に記載のＷＴＲＵ。
【００９２】
　５３．ダウンリンク送信に応答してＣＱＩを送信するように構成された制御ユニットを
含む実施形態５２に記載のＷＴＲＵ。
【００９３】
　５４．ダウンリンク送信は、予め割り当てられたアップリンクリソースを含むＷＴＲＵ
送信５２～５３。
【００９４】
　５５．制御ユニットは、ダウンリンク送信に応答してＨＡＲＱフィードバックを送信す
るように構成されたＷＴＲＵ送信５３～５４。
【００９５】
　上記では特徴および要素が特定の組合せで記載されているが、各特徴または要素は、他
の特徴および要素なしに単独で、または他の特徴および要素の有無にかかわらず様々な組
合せで使用することができる。本明細書に提供された方法またはフロー図は、汎用コンピ
ュータまたはプロセッサによって実行するために、コンピュータ可読記憶媒体に組み込ま
れるコンピュータプログラム、ソフトウェア、またはファームウェアにおいて実施するこ
とができる。コンピュータ可読記憶媒体の例には、ＲＯＭ（読み取り専用メモリ）、ＲＡ
Ｍ（ランダムアクセスメモリ）、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリ装置、内蔵
ハードディスクおよび取外式ディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、ならびにＣＤ－ＲＯ
ＭディスクやＤＶＤ（デジタル多目的ディスク）などの光媒体などがある。
【００９６】
　適したプロセッサには、一例として、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来のプロセ
ッサ、ＤＳＰ（デジタル信号プロセッサ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと関
連する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、Ａ
ＳＩＣ（特定用途向け集積回路）、ＦＰＧＡ（フィールドプログラマブルゲートアレイ）
回路、他の任意のタイプのＩＣ（集積回路）および／または状態機械などがある。
【００９７】
　ソフトウェアと関連するプロセッサは、ＷＴＲＵ（無線送受信ユニット）、ＵＥ（ユー
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ザ機器）、端末、基地局、ＲＮＣ（無線ネットワークコントローラ）、または任意のホス
トコンピュータで使用するための無線周波数送受信機を実施するために使用することがで
きる。ＷＴＲＵは、カメラ、ビデオカメラモジュール、テレビ電話、スピーカフォン、振
動装置、スピーカ、マイクロフォン、テレビ送受信機、ハンズフリーヘッドセット、キー
ボード、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、ＦＭ（周波数変調）無線ユニット
、ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）表示装置、ＯＬＥＤ（有機発光ダイオード）表示装置、デ
ジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュール、インターネ
ットブラウザ、および／または任意のＷＬＡＮ（無線ローカルエリアネットワーク）やＵ
ＷＢ（超広帯域）モジュールなど、ハードウェアおよび／またはソフトウェアに実装され
るモジュールと共に使用することができる。

【図１】 【図２（Ａ）】
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【図３】

【図４】



(18) JP 5608772 B2 2014.10.15

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  クリストファー　アール．ケイブ
            カナダ　エイチ３イー　１ゼット４　ケベック　イル－デ－スール（ベルダン）　シュマン　ドゥ
            　ゴルフ　２０１　アパートメント　３０４
(72)発明者  ダイアナ　パニ
            カナダ　エイチ３エイチ　２エヌ８　ケベック　モントリオール　リンカーン　アベニュー　１９
            ５０　アパートメント　ナンバー１８１２
(72)発明者  ポール　マリニエール
            カナダ　ジェイ４エックス　２ジェイ７　ケベック　ブロサール　ストラビンスキ　１８０５

    審査官  田畑　利幸

(56)参考文献  特表２０１１－５０１６２１（ＪＰ，Ａ）　　　
              LG Electronics，Discussion on RACH enhancements，3GPP TSG-RAN WG2 #59bis R2-074165，２
              ００７年１０月１２日
              Qualcomm Europe，L1/2 aspects for enhanced UL for CELL_FACH，3GPP TSG-RAN WG1#50b R1-0
              74126，２００７年１０月１２日
              NSN, Nokia，Further discussion on enhanced CELL_FACH in REL8，3GPP TSG-RAN WG2 Meeting
               #59 R2-073254，２００７年　８月２４日，p1-p3，ＵＲＬ，http://www.3gpp.org/ftp/TSG_RAN
              /WG2_RL2/TSGR2_59/Docs/R2-073254.zip
              Ericsson，Enhanced CELL_FACH，3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #56 R2-063209，２００６年１１月
              １０日，p1-p4，ＵＲＬ，http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_56/Documents/R2-0
              63209.zip

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｗ　　２４／１０　　　　
              Ｈ０４Ｗ　　２８／０６　　　　
              Ｈ０４Ｗ　　７２／０４　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

