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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＨＳ－ＤＰＣＣＨ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ：高速個別物理制御チャンネル）を使用して第１のセル
に関連付けられたＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ：チャ
ンネル品質表示子）情報およびＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅ
ａｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ：ハイブリッド自動再送要求）情報を送信するステップと、
　前記ＨＳ－ＤＰＣＣＨを使用して第２のセルに関連付けられたＣＱＩ情報およびＨＡＲ
Ｑ情報を送信するステップと
　を具備し、
　前記第１のセルに関連付けられた前記ＨＡＲＱ情報が、前記第２のセルに関連付けられ
た前記ＨＡＲＱ情報と連結されており、
　前記第１のセルに関連付けられた前記ＣＱＩ情報が、前記第２のセルに関連付けられた
前記ＣＱＩ情報が同一のサブフレーム内において送信されることを特徴とするＷＴＲＵ（
Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ／Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｕｎｉｔ：無線送受信ユニット
）において実施されるフィードバック信号方式の方法。
【請求項２】
　前記第１のセルに関する前記ＣＱＩ情報を表すための第１のＣＱＩフィールドおよび前
記第２のセルに関する前記ＣＱＩ情報を表すための第２のＣＱＩフィールドを含むように
前記ＨＳ－ＤＰＣＣＨを構成設定するステップをさらに具備することを特徴とする請求項
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１に記載の方法。
【請求項３】
　前記方法は、プライマリ対応セルおよび少なくとも１つのセカンダリ対応セルに関連付
けられたマルチ・セルの動作において動いているＷＴＲＵによって実施され、前記第１の
セルが前記プライマリ対応セルでありそして前記第２のセルがセカンダリ対応セルである
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のセルに関連付けられた前記ＣＱＩ情報およびＨＡＲＱ情報を含む第１のアッ
プリンク・フィードバック信号および前記第２のセルに関連付けられた前記ＣＱＩ情報お
よびＨＡＲＱ情報を含む第２のアップリンク・フィードバック信号が同一周波数上にて送
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５】
　前記第１のアップリング・フィードバック信号および前記第２のアップリング・フィー
ドバック信号はチャンネル化符号およびスクランブル化符号を使用して送信されることを
特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記チャンネル化符号および前記スクランブル化符号が、前記第１および第２のアップ
リング・フィードバック信号に対して同一であることを特徴とする請求項５に記載の方法
。
【請求項７】
　前記第１のアップリンク・フィードバック信号は、前記第１のセルに関連付けられた第
１のチャンネル化符号を使用して送信され、前記第２のアップリンク・フィードバック信
号は、前記第２のセルに関連付けられた第２のチャンネル化符号を使用して送信されるこ
とを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のセルが３ＧＰＰ準拠の電気通信システムのプライマリ対応セルであり、前記
第２のセルが３ＧＰＰ準拠の電気通信システムのセカンダリ対応セルであることを特徴と
する請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　第１のセルに関連付けられたＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａ
ｔｏｒ：チャンネル品質表示子）情報および前記第１のセルに関連付けられたＨＡＲＱ（
Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ：ハイブリッド自動
再送要求）情報を送信し、ならびに第２のセルに関連付けられたＣＱＩ情報および前記第
２のセルに関連付けられたＨＡＲＱ情報を送信するために、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ（Ｈｉｇｈ
　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａｎｎｅ
ｌ：高速個別物理制御チャンネル）を使用するように構成設定された処理装置を具備し、
　前記第１のセルに関連付けられた前記ＨＡＲＱ情報が、前記第２のセルに関連付けられ
た前記ＨＡＲＱ情報と連結されており、
　前記第１のセルに関連付けられた前記ＣＱＩ情報が、前記第２のセルに関連付けられた
前記ＣＱＩ情報が同一のサブフレーム内において送信されることを特徴とするＷＴＲＵ（
Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ／Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｕｎｉｔ：無線送受信ユニット
）。
【請求項１０】
　前記処理装置が、前記第１のセルに関する前記ＣＱＩ情報を表すための第１のＣＱＩフ
ィールドおよび前記第２のセルに関する前記ＣＱＩを表すための第２のＣＱＩフィールド
を含むよう前記ＨＳ－ＤＰＣＣＨを構成するように構成設定されることを特徴とする請求
項９に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１１】
　前記処理装置が、プライマリ対応セルおよび少なくとも１つのセカンダリ対応セルに関
連付けられたマルチ・セルの動作において動いているように構成設定され、前記第１のセ
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ルが前記プライマリ対応セルであり、前記第２のセルがセカンダリ対応セルであることを
特徴とする請求項９に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１２】
　前記処理装置が、前記第１のセルに関連付けられた前記ＣＱＩ情報およびＨＡＲＱ情報
を含む第１のアップリンク・フィードバック信号、および前記第２のセルに関連付けられ
た前記ＣＱＩ情報およびＨＡＲＱ情報を含む第２のアップリンク・フィードバック信号を
同一周波数上にて送信するため送信機を制御するように構成設定されることを特徴とする
請求項９に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１３】
　前記処理装置が、前記第１のアップリンク・フィードバック信号および前記第２のアッ
プリンク・フィードバック信号を送信するためにチャンネル化符号およびスクランブル化
符号を使用するように構成設定されることを特徴とする請求項１２に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１４】
　前記処理装置は、前記第１のアップリンク・フィードバック信号および前記第２のアッ
プリンク・フィードバック信号に対して同一なチャンネル化符号およびスクランブル化符
号を使用するように構成設定されることを特徴とする請求項１３に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１５】
　前記処理装置が、前記第１のアップリンク・フィードバック信号を送信するために前記
第１のセルに関連付けられた第１のチャンネル化符号を使用し、前記第２のアップリンク
・フィードバック信号を送信するために前記第２のセルに関連付けられた第２のチャンネ
ル化符号を使用するように構成設定されることを特徴とする請求項１２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】
　３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
：第三世代パートナーシップ・プロジェクト）仕様のリリース５において、ＵＭＴＳ（Ｕ
ｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ：統合無線通信システム）におけるパケット・データ・ユーザーに対してダウンリンク
において高データ速度を提供するために、ＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎ
ｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ：高速ダウンリンク・パケット・アクセス）が導
入された。これらの高データ速度は、ＡＭＣ（Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ
　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ：適応型変調および符号化）、Ｈ－ＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕ
ｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ：ハイブリッド自動再送要求）などの高
速物理層再送信、および高速ノードＢスケジューリングなどの概念を使用してスペクトル
効率を増大させることによって達成することができる。
【０００３】
　ＨＳＤＰＡシステムにおいてＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ：ユーザー機器）が
１つのセルから別のセルに移行する場合があるであろう。この移行はハンドオーバー（ｈ
ａｎｄｏｖｅｒ）と称される。ハンドオーバーの間は、移動体通信を中断なく維持するこ
とが望ましい。ＨＳＤＰＡシステムにおいてＵＥは、１つのセル、すなわち「対応（ｓｅ
ｒｖｉｎｇ）ＨＳ－ＤＳＣＨセル」中の高速共有チャンネルを監視することができる。ハ
ンドオーバーの間にＵＥは、新しい対応ＨＳ－ＤＳＣＨセル（例えば標的（ｔａｒｇｅｔ
）セル／ノードＢ）へ移行する。この手順は、対応セルＨＳ－ＤＳＣＨセル変更（ｓｅｒ
ｖｉｎｇ　ｃｅｌｌ　ＨＳ－ＤＳＣＨ　ｃｅｌｌ　ｃｈａｎｇｅ）と呼ばれる。しかしな
がら、ＵＥが同時に複数のセルからダウンリンク・データを受信するという、ソフトな、
またはよりソフトなハンドオーバーは、ＨＳＤＰＡでは支援されない。
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【０００４】
　ハンドオーバー過程を支援するためにＵＥは、対応セルおよび隣接するセルの信号強度
を連続的に監視する。隣接するセルの監視された参照チャンネル上で測定された信号強度
が対応セルの信号強度を超えると、ＵＥは、最良セルの変更のイベントが生起したことを
ＲＮＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ：無線ネットワーク制御装
置）に信号送出することができる。測定値およびセルＩＤ（ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏ
ｎ：識別子）を含む、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ：無線リ
ソース管理）ＭＥＡＳＵＲＥＭＥＮＴ　ＲＥＰＯＲＴ（測定レポート）イベント１Ｄを介
してこれを報告することができる。
【０００５】
　ＲＲＣ　ＭＥＡＳＵＲＥＭＥＮＴ　ＲＥＰＯＲＴイベント１Ｄを受信すると、ＳＲＮＣ
（Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＲＮＣ：対応ＲＮＣ）は新しいセルにハンドオーバーを実行するべき
か否かを判定する。ＳＲＮＣは、標的セルの中のＵＥのためにＨＳ－ＤＳＣＨリソース（
例えばＨ－ＲＮＴＩ（ＨＳ－ＤＳＣＨ　Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒ
ｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ：ＨＳ－ＤＳＣＨ無線ネットワーク一時識別子）、ＨＳ－ＳＣ
ＣＨ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ：高速共
有制御チャンネル）符号、ＨＡＲＱリソース、および同様のもの）を割り当てるようＣＲ
ＮＣ（Ｃｏｎｔｒｏｌｌｉｎｇ　ＲＮＣ：制御ＲＮＣ）に要求する。ＲＮＳＡＰ（Ｒａｄ
ｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｓｕｂｓｙｓｔｅｍ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔ：無線
ネットワーク・サブシステム・アプリケーション・パート）またはＮＢＡＰ（Ｎｏｄｅ　
Ｂ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔ：ノードＢアプリケーション・パート）メッセー
ジを介してこれを実行することができる。メッセージが予約されると、ＣＲＮＣは情報を
ＳＲＮＣに供給し、ＳＲＮＣは、ＵＥが標的セルを監視し始めるために必要となる無線ア
クセス・パラメーターを含むＲＲＣハンドオーバー・メッセージをＵＥに送信する。ＲＲ
Ｃハンドオーバー・メッセージはまた、ハンドオーバーが行われる活性化時間（ａｃｔｉ
ｖａｔｉｏｎ　ｔｉｍｅ）を含むことができる。
【０００６】
　ＲＲＣハンドオーバー・メッセージは、高速共有チャンネル上で発信元ノードＢを介し
てＵＥに送られるため、ＨＳ－ＤＳＣＨ対応セル変更手順に関連付けられた遅延が、ＲＲ
Ｃハンドオーバー・メッセージ送信の障害を引き起こす場合がある。その結果、呼の通話
途切れの率が増加する場合がある。この問題に対処するために、ハンドオーバーの状況が
差し迫っている場合には、ＵＥが標的セルのより近くにいる場合があるため、標的セルに
おいてまたは発信元および標的セルの両方においてハンドオーバー・コマンドを送信する
ことが提案されている。しかしながら、現時点では１つより多いセルに対してフィードバ
ック情報を一度に送る能力は無く、このことが、ＲＲＣハンドオーバー・メッセージが１
つより多いセルにおいて送信される場合に、信頼性の欠如および性能不足の問題を引き起
こす場合がある。さらに、フィードバックが１つのセルに限定されており、１つより多い
セルからのデータを一度に受信するように設計されたＵＥは、最適に動作するとはいえな
い場合がある。
【０００７】
　したがって、フィードバック信号方式のための方法および装置を提供することが有益で
ある。
【発明の概要】
【０００８】
　ＨＳ－ＤＰＣＣＨ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ：高速個別物理制御チャンネル）を使用するフィードバ
ック信号方式の方法および装置が開示される。この方法は、第１のセルに対して、その第
１のセルに関連付けられたＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ：チャンネル品質情報）を含む第１のアップリンク・フィードバック信号を送信す
るステップを含む。第２のセルに関連付けられたＣＱＩ情報を含む第２のアップリンク・
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フィードバック信号はその第２のセルに送信される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
　添付図面に関連して例として与えられる以下の説明から、より詳細な理解を得ることが
できる。
【図１】ＷＴＲＵ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ／Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｕｎｉｔ：
無線送受信ユニット）および複数のノードＢ（Ｎｏｄｅ　Ｂ）を含む無線通信システムの
一例を示す図である。
【図２】図１のＷＴＲＵおよびノードＢの機能的ブロック図の一例を示す図である。
【図３】ＵＬ（ＵｐＬｉｎｋ：アップリンク）フィードバックを提供する信号ダイヤグラ
ムの一例を示す図である。
【図４】ＨＳ－ＤＰＣＣＨフレームのフレーム・フォーマットの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　これ以後参照されると、用語「ＷＴＲＵ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ／Ｒｅ
ｃｅｉｖｅ　Ｕｎｉｔ：無線送受信ユニット）」は、限定的ではなく、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　
Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ：ユーザー機器）、移動体端末、固定型または移動体の加入者ユニッ
ト、ページャー、携帯電話、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔ
ａｎｔ：携帯情報端末）、コンピューター、または無線環境において動作する能力のある
他の如何なる種別のユーザー・デバイスをも含む。これ以後参照されると、用語「基地局
（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）」は、限定的ではなく、ノードＢ（Ｎｏｄｅ－Ｂ）、サイ
ト制御装置、ＡＰ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ：アクセス・ポイント）、または無線環境
において動作する能力のある他の如何なる種別のインターフェイス・デバイスをも含む。
【００１１】
　図１は、ＷＴＲＵ１１０および複数のノードＢ１２０（１２０1および１２０2と表され
る）を含む無線通信システムの一例を示す。図１において示されるように、ＷＴＲＵ１１
０は、ノードＢ１２０と通信状態にある。例としての目的のために、ＷＴＲＵ１１０はノ
ードＢ１２０1と共に対応セル中にあるものとすることができ、そしてノードＢ１２０2は
、ノードＢ１２０1が居るセルに隣接する標的セル中にあるものとすることができる。従
ってＷＴＲＵ１１０は、発信元ノードＢ１２０1、およびＢ１２０2とのハンドオーバーへ
の移行の間のハンドオーバー状態にある、または接近しつつあるということができる。そ
の上ノードＢ１２０1は、ハンドオーバー動作の間、発信元セルにおいて動作することが
できる。例えばＷＴＲＵ１１０は、標的セルが発信元セルより高いランキングを有すると
いう表示を発信元セルから受信することができ、これがハンドオーバーを起動させる。
【００１２】
　あるいはまたＷＴＲＵ１１０およびノードＢ１２０が、二元的（ｄｕａｌ）またはマル
チ・セルの動作において動いている場合がある。この場合にはＷＴＲＵ１１０は、ノード
Ｂ１２０の内の何れか１つからの２つまたはそれより多い搬送波周波数上にて同時に受信
できる。それに応じて、二元的またはマルチ・セルの動作の文脈においては、「発信元セ
ル（ｓｏｕｒｃｅ　ｃｅｌｌ）」については以下に言及されるが、二元的またはマルチ・
セルの動作においてアンカー・セル（ａｎｃｈｏｒ　ｃｅｌｌ）と互換的に使用すること
ができ、そして「標的（ｔａｒｇｅｔ）セル」は二元的またはマルチ・セルの動作におい
てセカンダリ・セルと呼ぶことができる。また、ＷＴＲＵ１１０およびノードＢ１２０の
構成の一例が図１に表現されるが、無線通信システム１００においては無線のおよび有線
のデバイスの何れの組み合わせをも含むことができることに注意するべきである。
【００１３】
　図２は、図１の無線通信システム１００のＷＴＲＵ１１０およびノードＢ１２０の機能
的ブロック図の一例２００である。図２に示されるように、ＷＴＲＵ１１０は、ノードＢ
１２０と通信状態にある。
【００１４】
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　典型的なＷＴＲＵにおいて見出すことができる他の構成要素に加えて、ＷＴＲＵ１１０
は処理装置１１５、受信機１１６、送信機１１７、およびアンテナ１１８を含む。受信機
１１６および送信機１１７は、処理装置１１５と通信状態にある。アンテナ１１８は、受
信機１１６および送信機１１７の両方と通信状態にあり、無線データの送信および受信を
容易にする。ＷＴＲＵ１１０の処理装置１１５は、アップリンク・フィードバック信号方
式の方法を実行するように構成設定される。
【００１５】
　典型的なノードＢにおいて見出すことができる他の構成要素に加えて、ノードＢ１２０
は処理装置１２５、受信機１２６、送信機１２７、およびアンテナ１２８を含む。受信機
１２６および送信機１２７は、処理装置１２５と通信状態にある。アンテナ１２８は、受
信機１２６および送信機１２７の両方と通信状態にあり、無線データの送信および受信を
容易にする。ノードＢ１２０の処理装置１２５は、アップリンク・フィードバック信号方
式の方法を実行するように構成設定される。
【００１６】
　図３は、ＵＬ（ＵｐＬｉｎｋ：アップリンク）フィードバックを提供する信号ダイヤグ
ラムの一例３００である。これ以後参照されると、ＨＳ－ＤＳＣＨ対応セル変更メッセー
ジは、限定的ではなく、ＷＴＲＵ１１０をその対応セルを変更するために再構成すること
ができる、ＲＲＣ再構成メッセージまたはＡｃｔｉｖｅ　Ｓｅｔ　Ｕｐｄａｔｅメッセー
ジを含むことができる。また「共通リソース（ｃｏｍｍｏｎ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ）」は、
ＤＬ（ＤｏｗｎＬｉｎｋ：ダウンリンク）メッセージを受信するためにＷＴＲＵ１１０の
内の１つまたはそのグループにより使用される１式のＨＳ－ＤＳＣＨリソースを含むこと
ができる。共通リソースは、ＲＲＣ個別メッセージ方式を介してネットワークによりブロ
ードキャストされまたは供給され、そして構成設定することができる。
【００１７】
　図３で示されたＷＴＲＵ１１０およびノードＢ１２０は、図１の標的ノードＢ１２０2

と通信状態にある図１のＷＴＲＵ１１０であることができる。最初に、ＵＬフィードバッ
クを送るためのトリガー条件が満足されるか否かが判定される（ステップ３１０）。トリ
ガーは以下のイベントの内の何れかまたは以下のイベントの何れかの組み合わせを含むこ
とができる：
　・ＷＴＲＵ１１０が、標的セルにおけるＨＳ－ＳＣＣＨ上にてその個別Ｈ－ＲＮＴＩの
復号化に成功する。
　・ＷＴＲＵ１１０が、標的セルにおけるハンドオーバーの目的のために使用される共通
Ｈ－ＲＮＴＩの復号化に成功する。
　・ＷＴＲＵ１１０が、標的セルにおいてＨＳ－ＳＣＣＨなしでハンドオーバー・メッセ
ージが送られた場合にＷＴＲＵ１１０の個別Ｈ－ＲＮＴＩを使用してＨＳ－ＤＳＣＨトラ
ンスポート・ブロックのＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ：巡
回冗長検査）の復号化に成功する。
　・ＷＴＲＵ１１０が、標的セルにおいてＨＳ－ＳＣＣＨなしでハンドオーバー・メッセ
ージが送られた場合にハンドオーバーの目的のために使用される共通Ｈ－ＲＮＴＩを使用
してＨＳ－ＤＳＣＨトランスポート・ブロックのＣＲＣの復号化に成功する。
　・ＷＴＲＵ１１０が、標的セルにおいて受信されたトランスポート・ブロックのＭＡＣ
（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ：媒体アクセス制御）ヘッダー中に、Ｗ
ＴＲＵに特有なＷＴＲＵ１１０のＵ－ＲＮＴＩ、Ｓ－ＲＮＴＩ、または何れか他の無線ネ
ットワーク一時識別子を見出す。
【００１８】
　ステップ３１０においてトリガーの条件が満足されるなら、ＷＴＲＵ１１０はアップリ
ンク・フィードバック信号を送信する（３２０）。図３に示されるように、ＷＴＲＵ１１
０はＵＬフィードバック信号３２０を、ノードＢ１２０1またはノードＢ１２０2の何れか
などの、ノードＢ１２０に送信することができる。しかしながらＵＬフィードバック信号
をＷＴＲＵ１１０がノードＢ１２０に送信するとして表現されるが、ＵＬフィードバック
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は、ノードＢ１２０に関連付けられたプライマリ／アンカー・セルまたはセカンダリ・セ
ルに送信することができることに注意するべきである。ＵＬフィードバック信号３２０は
、ＡＣＫ（ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ：肯定応答）信号および／またはＮＡＣＫ（
Ｎｅｇａｔｉｖｅ　ＡＣＫ：否定応答）信号の形体である場合がある。
【００１９】
　例えば、ステップ３１０からのトリガー条件の内の１つまたは何れかの組み合わせが生
起し、そして標的セルにおいて受信された関連付けられたＨＳ－ＤＳＣＨトランスポート
・ブロックの復号化にＷＴＲＵ１１０が成功（例えばＣＲＣパス）したなら、ＷＴＲＵ１
１０はＡＣＫ信号を送信することができる。ステップ３１０からのトリガー条件の内の１
つまたは何れかの組み合わせが生起し、そして標的セルにおいて受信された関連付けられ
たＨＳ－ＤＳＣＨトランスポート・ブロックをＷＴＲＵ１１０が復号化に失敗した（すな
わちＣＲＣ障害）なら、ＷＴＲＵ１１０はＮＡＣＫ信号を送信することができる。
【００２０】
　ＵＬフィードバック信号３２０を送信するために、ＷＴＲＵ１１０は多くの異なった技
法を採用することができる。例えばＷＴＲＵ１１０は、ＵＬフィードバック信号３２０を
標的セルに送信するために、現時点ではＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎ
ｄｉｃａｔｏｒ：チャンネル品質表示子）およびＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックを発信
元セルに送っている既存のＨＳ－ＤＰＣＣＨチャンネルを使用することができる。
【００２１】
　新規のＨＳ－ＤＰＣＣＨスロット・フォーマットをもまた、発信元および標的セルの両
方へＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を送るために利用することができる。図４は、この例によるＨ
Ｓ－ＤＰＣＣＨフレームのフレーム・フォーマットの一例４００である。図４に示される
ように無線フレーム４１０は、サブフレーム＃０（４２０0）、サブフレーム＃ｉ（４２
０i）、およびサブフレーム＃４（４２０4）などの、１つまたは複数のサブフレーム４２
０を含む。各サブフレーム４２０（例えばサブフレーム４２０i）内には、多くのタイム
スロット（Ｔslot）が存在することができる。図４において示された例において、サブフ
レーム４２０iは、ＨＡＲＱ－ＡＣＫｌ（４２１）、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ２（４２２）、Ｃ
ＱＩｌ（４２３）、およびＣＱＩ２（４２４）に対するタイムスロットを含む。この例に
おいては、タイムスロット４２１は発信元セル／アンカー・セルに対するＨＡＲＱフィー
ドバックのために利用することができ、タイムスロット４２２は標的セル／セカンダリ対
応セルに対するＨＡＲＱフィードバックのために利用でき、タイムスロット４２３は発信
元セル／プライマリ対応セルまたはアンカー・セルへのＣＱＩフィードバックのために利
用することができ、そしてタイムスロット４２４は、標的セル／セカンダリ対応セルへの
ＣＱＩフィードバックのために利用することができる。また、図４において２つのＣＱＩ
タイムスロットが示されるが、１つのみでも利用することができることにもまた、注意す
るべきである。
【００２２】
　ＵＬフィードバックを提供するための別の例においては、ＷＴＲＵ１１０は、ＵＬフィ
ードバック信号３２０をノードＢ１２０に提供するために定義済みのＵＬ物理制御チャン
ネルを利用することができる。ＷＴＲＵ１１０は、追加的チャンネル化（ｃｈａｎｎｅｌ
ｉｚａｔｉｏｎ）符号または第２のスクランブル化（ｓｃｒａｍｂｌｉｎｇ）符号を使用
してＵＬフィードバック信号３２０を送信する。追加チャンネル化符号またはスクランブ
ル化符号のフォーマットは、ＡＣＫ、ＮＡＣＫ、およびＣＱＩの両方をＷＴＲＵ１１０が
標的ノードＢ１２０2に送ることを可能にするためにＨＳ－ＤＰＣＣＨにより既に定義済
みのものと同様であることができる。あるいはまた、ＷＴＲＵ１１０が標的ノードＢ１２
０2にＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を供給するのみであるように制御チャンネル・フォーマット
を定義することができる。ＷＴＲＵ１１０はまた、既に構成設定されたＨＳ－ＤＰＣＣＨ
制御チャンネル上にて、発信元、または第１の対応セルにＵＬフィードバックを送信し続
けることができる。
【００２３】
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　例えば、ノードＢがＷＴＲＵ１１０のアクティブなセットに付加された場合、またはセ
カンダリ・セルがマルチ・セル動作のために構成設定された場合に、定義済みのＵＬ制御
チャンネルを構成設定することができる。この場合には、制御情報（例えばノードＢ特有
のＨＳ－ＤＰＣＣＨ）の転送のためのＵＬチャンネル化符号またはスクランブル化符号を
ＵＬ制御チャンネルに割り付けることができる。それぞれのノードＢ１２０は、異なった
チャンネル化符号またはスクランブル化符号を監視するように構成設定することができ、
そしてＷＴＲＵ１１０は、何れのノードＢ１２０がハンドオーバー手順の標的であるかに
依存して、異なったチャンネル化符号またはスクランブル化符号を使用することができる
。
【００２４】
　また、一時的なＵＬフィードバック情報を何れの標的ノードＢに送るようにも一つのチ
ャンネル化符号またはスクランブル化符号を構成設定することができるであろう。ＵＬチ
ャンネル化符号またはスクランブル化符号は、予め構成設定され、個別ＲＲＣ信号方式（
例えば、ＡＣＴＩＶＥ　ＳＥＴ　ＵＰＤＡＴＥメッセージの一部）を通して信号送出され
、または標的セルにおけるブロードキャスト情報の一部として信号送出されることができ
る。
【００２５】
　あるいはまたＷＴＲＵ１１０は、ＵＬフィードバック信号３２０を標的セルに送信する
ために標的セルにおける共通Ｅ－ＤＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ＣＨ
ａｎｎｅｌ）を使用することができる。一例においては、標的ノードＢ１２０がＷＴＲＵ
１１０のアクティブなセット中にまだ入っていないところにてこの方法を利用することが
できる。さらに標的セルにおける共通Ｅ－ＤＣＨリソースを、フィードバック情報と共に
データの送信のために使用することができるであろう。
【００２６】
　共通Ｅ－ＤＣＨリソースは、３ＧＰＰ規格によって定義されたＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態
においてＥ－ＤＣＨに対して使用されるものと同じ、もしくは別々の共通リソース、また
はリソースの集合であるかもしれず、ＵＬフィードバックを供給する目的のために定義す
ることができるであろう。ＷＴＲＵ１１０は、電力制御ループの適切な同期を確立するた
めに、電力立ち上げ（ｐｏｗｅｒ　ｒａｍｐ－ｕｐ）手順を実行することができる。この
立ち上げは、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態においてＥ－ＤＣＨに対して定義された立ち上げと
同様であることができる。
【００２７】
　別の代替の例においてはＷＴＲＵ１１０は、標的ノードＢ１２０またはセカンダリ・セ
ルにフィードバック情報を送るために第２のＵＬ周波数チャンネルを使用することができ
る。この例においては、２つのセル（例えば、プライマリ対応セルまたはアンカー・セル
、およびセカンダリ対応セル）がアップリンク方向において異なった周波数チャンネルを
利用する。ＷＴＲＵ１１０が２つの異なった周波数上にて２つの異なったセルにＵＬフィ
ードバック信号３２０を送信しているであろうため、フィードバック情報を両方のセルに
送信するために、ＷＴＲＵ１１０は同じチャンネル化および／またはスクランブル化符号
を使用することができるであろう。周波数チャンネルを使用する制御情報のフォーマット
は、既に定義済みのＨＳ－ＤＰＣＣＨと同様であることができ、ＡＣＫ、ＮＡＣＫ、およ
びＣＱＩの両方をＷＴＲＵ１１０が標的セルに送信することを可能にする。
【００２８】
　例えば、ノードＢがＷＴＲＵ１１０のアクティブなセットに付加されると、定義済みの
ＵＬ制御チャンネルを構成設定することができる。この場合には、周波数チャンネルまた
は周波数チャンネルの組み合わせおよびスクランブル化符号を制御情報（例えばセル特有
のＨＳ－ＤＰＣＣＨ）の転送のためにＵＬ制御チャンネルに割り付けることができる。そ
れぞれのノードＢ１２０は、異なった周波数チャンネルまたは周波数チャンネルの組み合
わせおよびスクランブル化符号を監視するように構成設定することができる。
【００２９】
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　また、単独の周波数チャンネルまたは周波数チャンネルの組み合わせおよびスクランブ
ル化符号は、何れの標的ノードＢへも一時的ＵＬフィードバック情報を送るように構成設
定することができるであろう。周波数チャンネルまたは周波数チャンネルの組み合わせお
よびスクランブル化符号は、予め構成設定し、個別ＲＲＣ信号方式（例えばＡＣＴＩＶＥ
　ＳＥＴ　ＵＰＤＡＴＥメッセージの一部）を通して信号送出し、または標的セルにおけ
るブロードキャスト情報の一部として信号送出されることができる。
【００３０】
　別の例においては、ＵＬフィードバック情報はＥ－ＤＣＨ上でのＵＬ送信に対して使用
されるＭＡＣ（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ：媒体アクセス制御）ヘッ
ダーの一部としてＭＡＣ処理に含むことができる。３ＧＰＰ規格においてＭＡＣ－ｅ／ｅ
ｓまたはＭＡＣ－ｉ／ｉｓに対して定義されたＭＡＣ処理の一部としてＡＣＫ、ＮＡＣＫ
、および／またはＣＱＩ情報を送るように、ＭＡＣ制御ＰＤＵ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ
　Ｕｎｉｔ：パケット・データ・ユニット）を定義することができる。あるいはまた、Ｗ
ＴＲＵ１１０はＵＬ　Ｅ－ＤＣＨトランスポート・ブロックのＭＡＣヘッダー中にＡＣＫ
、ＮＡＣＫ、および／またはＣＱＩ情報を含むことができるであろう。
【００３１】
　ＷＴＲＵ１１０はまた、両方のセルについてのチャンネル品質に依存する一つのＣＱＩ
値、および／または両方のセルから送信されたＰＤＵの受信の状態に依存する一つのＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫ値を送信することができるであろう。セル同士または無線リンク同士は、同
じ無線リンク集合に属し、または同じＴＰＣ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｍ
ｍａｎｄ：トランスポート電力コマンド）の組み合わせインデックスを共有することがで
き、そしてセル同士は同じ周波数チャンネル上にて動作している場合またはしていない場
合がある。
【００３２】
　ＣＱＩが、ＷＴＲＵ１１０が両方のセルから測定する個々のＣＱＩ値の関数である場合
には、一つのＣＱＩ値を報告することができるであろう。例えば、報告されるＣＱＩ値は
、２つのＣＱＩ値の最大または２つのＣＱＩ値の最小であるかもしれない。２つのセルが
言及されているが、何れの数のセルをも測定することができそして何れの数のＣＱＩ値を
も報告される一つのＣＱＩ値に含むことができることに注意するべきである。
【００３３】
　この様にして、ＷＴＲＵ１１０に送信するために一つのＣＱＩ値からネットワークがセ
ルを決定することができる。さらに、両方のセルを同時に使用するため、ＭＣＳ（Ｍｏｄ
ｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ：変調および符号化方式）を選択
するために、ネットワークは一つのＣＱＩ値を利用することができる。ＷＴＲＵ１１０は
また、ＣＱＩ表示にフラグを加えることによって何れのセルが最大のまたは最小のＣＱＩ
を有するものであるかを表すことができるであろうし、または特定のチャンネル化符号ま
たはスクランブル化符号を選択することによって最大または最小のＣＱＩを有するセルを
表すことができるであろう。
【００３４】
　さらに、一つのＡＣＫまたはＮＡＣＫ値が送信される場合に、ＷＴＲＵ１１０は通常は
、１つまたは両方のセルからＰＤＵの受信に成功したならＡＣＫを、そして何れのセルか
らもＰＤＵの受信に成功しなかったならＮＡＣＫを、信号送出する。この場合には、ネッ
トワークは一つのＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信を利用し、同時にまたはほぼ同時に両方のセル
上で同じＰＤＵを送信し、可能性として少なくとも１つのＰＤＵの受信に成功する機会を
増大させることができるであろう。さらにＣＱＩ表示にフラグを加えることにより、また
はチャンネル化またはスクランブル化符号の選択を介してそれを表すことによって、ＷＴ
ＲＵ１１０は、何れのセルからデータの受信に成功したかを表すことができるであろう。
【００３５】
　発信元セルから標的セルへのハンドオーバー動作にかかわる上で説明された何れの場合
においても、発信元ノードＢ１２０は、ハンドオーバー中であるＷＴＲＵ１１０へのさら
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なるダウンリンク・トラフィックを送信することを制限される場合があることに注意する
べきである。この制限は、ＲＮＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ
：無線ネットワーク制御装置）からのＩｕｂメッセージを介してノードＢ１２０に信号送
出することができるであろう。
【００３６】
　特徴および要素が上で特定の組み合わせにて記述されているが、それぞれの特徴または
要素は、他の特徴および要素なしで単独にて、または他の特徴および要素のあるなしに拘
わらず様々な組み合わせにて使用可能である。ここに提供される方法またはフロー図は、
汎用目的のコンピューターまたは処理装置による実行のための、コンピューターにて読み
取り可能な記憶装置媒体に組み込まれたコンピューター・プログラム、ソフトウェア、ま
たはファームウェアにて実施することができる。コンピューターにて読み取り可能な記憶
装置媒体の例としては、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ：リード・オンリー
・メモリ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ：ランダム・アクセス
・メモリ）、レジスター、キャッシュ・メモリ、半導体メモリ・デバイス、内蔵ハード・
ディスクおよび着脱可能ディスクなどの磁気媒体、磁気－光学媒体、ならびにＣＤ－ＲＯ
ＭディスクおよびＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ：デジタル多
用途ディスク）などの光学媒体が含まれる。
【００３７】
　適当な処理装置の例としては、汎用目的処理装置、専用目的処理装置、従来の処理装置
、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ：デジタル信号処理装置
）、複数のマイクロ処理装置、ＤＳＰコアに関連付けられた１つまたは複数のマイクロ処
理装置、制御装置、マイクロ制御装置、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉ
ｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ：特定用途向けＩＣ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉ
ｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）回路、他の何れかの種別の
ＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ：集積回路）、および／または状態マシン
が含まれる。
【００３８】
　ＷＴＲＵ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｕｎｉｔ：無線送
受信ユニット）、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ：ユーザー機器）、端末、基地局
（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）、ＲＮＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
ｌｅｒ：無線ネットワーク制御装置）、または任意のホスト・コンピューターにおいて使
用するための無線周波数送受信機を実施するために、ソフトウェアに関連付けられた処理
装置を使用することができる。ＷＴＲＵは、ハードウェアおよび／またはソフトウェアに
て実施され、カメラ、ビデオ・カメラ・モジュール、テレビ電話、スピーカーフォン、振
動デバイス、スピーカー、マイクロホン、テレビ送受信機、ハンズフリー受話器、キーボ
ード、ブルートゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））モジュール、ＦＭ（Ｆｒｅｑ
ｕｅｎｃｙ　Ｍｏｄｕｌａｔｅｄ：周波数変調された）無線ユニット、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕ
ｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ：液晶表示）表示ユニット、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａ
ｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ－Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ：有機発光ダイオード）表示ユニッ
ト、デジタル音楽プレーヤー、メディア・プレーヤー、テレビゲーム・プレーヤー・モジ
ュール、インターネット・ブラウザー、ならびに／または任意のＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅ
ｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：無線ＬＡＮ）モジュールまたはＵＷ
Ｂ（Ｕｌｔｒａ　Ｗｉｄｅ　Ｂａｎｄ：超広帯域）モジュールなどのモジュールと連動し
て使用することができる。
【００３９】
　実施形態：
　１．
　フィードバック信号方式の方法。
【００４０】
　２．
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　第１のセルに第１のアップリンク・フィードバック信号を送信するステップをさらに具
備する、実施形態１の方法。
【００４１】
　３．
　第２のセルに第２のアップリンク・フィードバック信号を送信するステップをさらに具
備する、前の実施形態の何れかにおける方法。
【００４２】
　４．
　前記第１および第２のアップリンク・フィードバック信号の前記送信するステップが、
ＨＳ－ＤＰＣＣＨ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ：高速個別物理制御チャンネル）を構成設定するステップ
を含む、前の実施形態の何れかにおける方法。
【００４３】
　５．
　第１のセルに対するＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ：
チャンネル品質表示子）を表すために第１のＣＱＩフィールドを含むようにＨＳ－ＤＰＣ
ＣＨ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
　ＣＨａｎｎｅｌ：高速個別物理制御チャンネル）を構成設定するステップをさらに具備
する、前の実施形態の何れかにおける方法。
【００４４】
　６．
　第２のセルに対するＣＱＩを表すために第２のＣＱＩフィールドを含むようにＨＳ－Ｄ
ＰＣＣＨ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ：高速個別物理制御チャンネル）を構成設定するステップをさらに
具備する、前の実施形態の何れかにおける方法。
【００４５】
　７．
　第１のセルがプライマリ対応セルでありそして第２のセルがセカンダリ対応セルである
、前の実施形態の何れかにおける方法。
【００４６】
　８．
　第２のセルへアップリンク・フィードバック信号を前記送信するステップが、第１のセ
ルへアップリンク情報を前記送信するステップと同時である、前の実施形態の何れかにお
ける方法。
【００４７】
　９．
　第１のアップリンク・フィードバック信号が第１のセルのための第１の周波数上にて送
信され、そして第２のアップリンク・フィードバック信号が第２のセルのための第２の周
波数上にて送信される、前の実施形態の何れかにおける方法。
【００４８】
　１０．
　第１の周波数がプライマリ対応セルに関連付けられ、そして第２の周波数がセカンダリ
対応セルに関連付けられる、前の実施形態の何れかにおける方法。
【００４９】
　１１．
　第１および第２の周波数上にてチャンネル化符号およびスクランブル化符号を送信する
ステップをさらに具備する、前の実施形態の何れかにおける方法。
【００５０】
　１２．
　チャンネル化符号およびスクランブル化符号が第１および第２の周波数に対して同一で



(12) JP 5386573 B2 2014.1.15

10

20

30

40

50

ある、前の実施形態の何れかにおける方法。
【００５１】
　１３．
　第１および第２のアップリンク・フィードバック信号が、第１のセルに関連付けられた
第１のチャンネル化符号および第２のセルに関連付けられた第２のチャンネル化符号を含
む、前の実施形態の何れかにおける方法。
【００５２】
　１４．
　第１のセルがプライマリ対応セルでありそして第２のセルがセカンダリ対応セルである
、前の実施形態の何れかにおける方法。
【００５３】
　１５．
　ハンドオーバーのための方法。
【００５４】
　１６．
　発信元セル・ランキングより標的セル・ランキングが大きい前記発信元セルから受信す
るステップをさらに具備する、実施形態１５の方法。
【００５５】
　１７．
　アップリンク・フィードバックを送信するための条件をトリガーするステップをさらに
具備する、実施形態１５～１６の何れかにおける方法。
【００５６】
　１８．
　アップリンク・フィードバック信号を送信するステップをさらに具備する、実施形態１
５～１７の何れかにおける方法。
【００５７】
　１９．
　アップリンク・フィードバックを送るためのトリガー条件が：ＨＳ－ＳＣＣＨ（Ｈｉｇ
ｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ：高速共有制御チャン
ネル）上での個別ＨＳ－ＤＳＣＨ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒ
ｅｄ　ＣＨａｎｎｅｌ：高速ダウンリンク共有チャンネル）のＨ－ＲＮＴＩ（ＨＳ－ＤＳ
ＣＨ　Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ：ＨＳ
－ＤＳＣＨ無線ネットワーク一時識別子）の復号化の成功、ハンドオーバーのための共通
Ｈ－ＲＮＴＩの復号化の成功、個別または共通Ｈ－ＲＮＴＩを使用するＨＳ－ＤＳＣＨト
ランスポート・ブロックのＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ：
巡回冗長検査）の復号化の成功、および／または受信されたトランスポート・ブロックの
ＭＡＣ（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ：媒体アクセス制御）ヘッダーに
おけるＲＮＴＩの判定、のイベントの内の何れか１つを含む、実施形態１５～１８の何れ
かにおける方法。
【００５８】
　２０．
　前の実施形態の何れかにおける方法を実行するように構成設定されたＷＴＲＵ（Ｗｉｒ
ｅｌｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ／Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｕｎｉｔ：無線送受信ユニット）。
【００５９】
　２１．
　受信機をさらに具備する、実施形態２０のＷＴＲＵ。
【００６０】
　２２．
　送信機をさらに具備する、実施形態２０～２１の何れかにおけるＷＴＲＵ。
【００６１】
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　処理装置をさらに具備する、実施形態２０～２２の何れかにおけるＷＴＲＵ。
【００６２】
　２４．
　処理装置が、第１のセルに第１のアップリンク・フィードバック信号を送信し、そして
第２のセルに第２のアップリンク・フィードバック信号を送信するように構成設定された
、実施形態２０～２３の何れかにおけるＷＴＲＵ。
【００６３】
　２５．
　処理装置が、第１のセルに対するＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉ
ｃａｔｏｒ：チャンネル品質表示子）を表すための第１のＣＱＩフィールドおよび第２の
セルに対するＣＱＩを表すための第２のＣＱＩフィールドを含むようＨＳ－ＤＰＣＣＨ（
Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨ
ａｎｎｅｌ：高速個別物理制御チャンネル）を構成するようにさらに構成設定された、実
施形態２０～２４の何れかにおけるＷＴＲＵ。
【００６４】
　２６．
　第１のセルがプライマリ対応セルであり、そして第２のセルがセカンダリ対応セルであ
る、実施形態２０～２５の何れかにおけるＷＴＲＵ。
【００６５】
　２７．
　処理装置が、第２のセルへのアップリンク・フィードバック信号を第１のセルにアップ
リンク情報を送信するステップと同時に送信するようにさらに構成設定された、実施形態
２０～２６の何れかにおけるＷＴＲＵ。
【００６６】
　２８．
　処理装置が、第１のセルのための第１の周波数上にて第１のアップリンク・フィードバ
ック信号を、および第２のセルのための第２の周波数上にて第２のアップリンク・フィー
ドバック信号を送信するようにさらに構成設定された、実施形態２０～２７の何れかにお
けるＷＴＲＵ。
【００６７】
　２９．
　処理装置が、チャンネル化符号およびスクランブル化符号を第１および第２の周波数上
にて送信するようにさらに構成設定された、実施形態２０～２８の何れかにおけるＷＴＲ
Ｕ。
【００６８】
　３０．
　チャンネル化符号およびスクランブル化符号が、第１および第２の周波数に対して同一
である、実施形態２０～２９の何れかにおけるＷＴＲＵ。
【００６９】
　３１．
　第１および第２のアップリンク・フィードバック信号が、第１のセルに関連付けられた
第１のチャンネル化符号および第２のセルに関連付けられた第２のチャンネル化符号を含
む、実施形態２０～３０の何れかにおけるＷＴＲＵ。
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