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(57)【要約】
【課題】無線通信システムにおいてエンハンストアップ
リンク（ＥＵ）動作をサポートするための、無線送受信
装置（ＷＴＲＵ）固有の情報を転送する方法及びシステ
ムを提供する。
【解決手段】本発明に係る無線ネットワーク制御装置（
ＲＮＣ）は、ＷＴＲＵ固有の情報を取得し、そのＷＴＲ
Ｕ固有の情報をＮｏｄｅ－Ｂへ転送する。各Ｎｏｄｅ－
Ｂは、ＷＴＲＵからのアップリンク伝送をスケジュール
するように設定され、ＥＵ伝送の動作においてそのＷＴ
ＲＵ固有の情報を利用する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンハンストアップリンク（ＥＵ）動作の方法であって、
　無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）が、無線送受信装置（ＷＴＲＵ）から、前記ＷＴ
ＲＵのＥＵの能力に関するＷＴＲＵ固有の情報を含む無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセ
ージを受信すること、
　前記ＲＮＣが、前記ＷＴＲＵのＥＵ伝送をスケジューリングするために必要な前記ＷＴ
ＲＵ固有の情報についての要求を、Ｎｏｄｅ－Ｂから受信すること、及び
　前記ＲＮＣが、前記ＷＴＲＵ固有の情報を前記Ｎｏｄｅ－Ｂに送信すること
　を備えたことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ＲＮＣが、前記ＷＴＲＵ固有の情報を、前記ＷＴＲＵのサービスの開始時に、前記
Ｎｏｄｅ－Ｂに送信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ＲＮＣが、更新されたＷＴＲＵ固有の情報を受信すること、及び
　前記ＲＮＣが、前記更新されたＷＴＲＵ固有の情報を前記Ｎｏｄｅ－Ｂに送信すること
　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４】
　前記ＲＲＣメッセージは、データレート及びスループットに影響する情報、物理チャネ
ル及びトランスポートチャネルの特性、及び時分割双方向通信（ＴＤＤ）固有のパラメー
タの少なくとも１つであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　エンハンストアップリンク（ＥＵ）動作のための無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）
であって、
　無線送受信装置（ＷＴＲＵ）から、前記ＷＴＲＵのＥＵの能力に関するＷＴＲＵ固有の
情報を含む無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージを受信し、
　前記ＷＴＲＵのＥＵ伝送をスケジューリングするために必要な前記ＷＴＲＵ固有の情報
についての要求を、Ｎｏｄｅ－Ｂから受信し、及び
　前記ＷＴＲＵ固有の情報を前記Ｎｏｄｅ－Ｂに送信するように構成されたコントローラ
を備えたことを特徴とするＲＮＣ。
【請求項６】
　前記コントローラは、前記ＷＴＲＵ固有の情報を、前記ＷＴＲＵのサービスの開始時に
、前記Ｎｏｄｅ－Ｂに送信するように構成されたことを特徴とする請求項５に記載のＲＮ
Ｃ。
【請求項７】
　前記コントローラは、更新されたＷＴＲＵ固有の情報を受信し、及び前記更新されたＷ
ＴＲＵ固有の情報を前記Ｎｏｄｅ－Ｂに送信するように構成されたことを特徴とする請求
項５に記載のＲＮＣ。
【請求項８】
　前記ＲＲＣメッセージは、データレート及びスループットに影響する情報、物理チャネ
ル及びトランスポートチャネルの特性、及び時分割双方向通信（ＴＤＤ）固有のパラメー
タの少なくとも１つであることを特徴とする請求項５に記載のＲＮＣ。
【請求項９】
　エンハンストアップリンク（ＥＵ）動作の方法であって、
　無線送受信装置（ＷＴＲＵ）が、前記ＷＴＲＵのＥＵの能力に関するＷＴＲＵ固有の情
報を含む無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージを、無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ
）へ送信すること、
　前記ＷＴＲＵが、Ｎｏｄｅ－Ｂから、ＥＵ伝送のスケジューリング情報を受信すること
であって、前記スケジューリング情報は、前記Ｎｏｄｅ－Ｂにより前記ＲＮＣから転送さ
れた前記ＷＴＲＵ固有の情報に基づいて生成されたこと、及び
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　前記ＷＴＲＵが、前記スケジューリング情報に基づいてＥＵ伝送を行うこと
　を備えたことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　前記ＲＲＣメッセージは、データレート及びスループットに影響する情報、物理チャネ
ル及びトランスポートチャネルの特性、及び時分割双方向通信（ＴＤＤ）固有のパラメー
タの少なくとも１つであることを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ＷＴＲＵは、サービスを確立するとき、または前記ＷＴＲＵ固有の情報が変更され
たときに、前記ＷＴＲＵ固有の情報を送信することを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ＷＴＲＵは、前記ＷＴＲＵ固有の情報を定期的に送信することを特徴とする請求項
９に記載の方法。
【請求項１３】
　エンハンストアップリンク（ＥＵ）動作のための無線送受信装置（ＷＴＲＵ）であって
、
　前記ＷＴＲＵのＥＵの能力に関するＷＴＲＵ固有の情報を含む無線リソース制御（ＲＲ
Ｃ）メッセージを、無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）へ送信し、
　Ｎｏｄｅ－Ｂから、ＥＵ伝送のスケジューリング情報を受信することであって、前記ス
ケジューリング情報は、前記Ｎｏｄｅ－Ｂにより前記ＲＮＣから転送された前記ＷＴＲＵ
固有の情報に基づいて生成され、
　前記スケジューリング情報に基づいてＥＵ伝送を行うように構成されたコントローラを
備えたことを特徴とするＷＴＲＵ。
【請求項１４】
　前記ＲＲＣメッセージは、データレート及びスループットに影響する情報、物理チャネ
ル及びトランスポートチャネルの特性、及び時分割双方向通信（ＴＤＤ）固有のパラメー
タの少なくとも１つであることを特徴とする請求項１３に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１５】
　前記コントローラは、サービスを確立するとき、または前記ＷＴＲＵ固有の情報が変更
されたときに、前記ＷＴＲＵ固有の情報を送信するように構成されたことを特徴とする請
求項１３に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１６】
　前記コントローラは、前記ＷＴＲＵ固有の情報を定期的に送信するように構成されたこ
とを特徴とする請求項１３に記載のＷＴＲＵ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に、無線通信システムに関し、より詳細には、無線送受信装置固有の情報
（WTRU-specific information）を転送する方法、及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）標準を実装する無線通信システム
において、無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）は、無線送受信装置（ＷＴＲＵ）への伝
送の全体的な制御を維持し、各無線送受信装置の性能を知っている。しかしながら、現在
の方式では頻繁に、スループット及び伝送レイテンシーの問題が生じる。そこで、現在の
方式を改良するために、無線送受信装置へのアップリンク（ＵＬ）無線リソース（uplink
 radio resource）をスケジュールし、割り当てるために、Ｎｏｄｅ－Ｂが期待されてい
る。ＲＮＣがＮｏｄｅ－Ｂを介して全体的な制御を維持しているとしても、Ｎｏｄｅ－Ｂ
は、短期的にはＲＮＣよりも効果的な決定を行い、ＵＬ無線リソースを管理する。
【０００３】
　Ｎｏｄｅ－Ｂが、エンハンストアップリンク（enhanced uplink：ＥＵ）動作において
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、ＵＬ無線リソースを無線送受信装置へ割り当てるためには、Ｎｏｄｅ－Ｂは、いくつか
の無線送受信装置固有のパラメータを知る必要がある。現在の３ＧＰＰ標準の下では、Ｒ
ＮＣだけしか無線送受信装置固有のパラメータを知らない。ＲＮＣは、無線送受信装置固
有の情報を伝達する無線リソースコントロール（ＲＲＣ）メッセージを介して、この情報
を得る。したがって、ＥＵ伝送における無線リソースの適切なスケジューリングのために
、その情報をＮｏｄｅ－Ｂへ転送することが必要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、このような問題を鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、無
線通信システムにおいてＥＵ操作をサポートするために、Ｎｏｄｅ－Ｂへ無線送受信装置
固有の情報を転送する方法及びシステムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　このような目的を達成するために、ＲＮＣは、無線送受信装置固有の情報を得て、それ
をＮｏｄｅ－Ｂへ転送する。各Ｎｏｄｅ－Ｂは、無線送受信装置からのＵＬ伝送をスケジ
ュールするように設定され、ＥＵ伝送の動作において無線送受信装置固有の情報を利用す
る。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本発明に係る、無線通信システムの構成図である。
【図２】本発明に係る、ネットワークエンティティ間でＷＴＲＵ固有の情報を転送するシ
ステムの構成図である。
【図３】本発明に係る、ＷＴＲＵ固有の情報を転送するプロセスの流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本発明を、図面を参照して説明する。なお、図面を通じて同様の符合は、同様の要素を
表す。
【０００８】
　本明細書において用語「ＷＴＲＵ」は、限定するわけではないが、ユーザ装置、モバイ
ルステーション、固定式または移動式加入者装置（fixed or mobile subscriber unit）
、ページャ（pager）、あるいは無線環境の下で動作することのできるその他の種類の装
置を含む。用語「Ｎｏｄｅ－Ｂ」は、限定するわけではないが、基地局（base station）
、サイトコントローラ（site controller）、アクセスポイント、または無線環境の下で
装置を相互接続するその他の種類の装置を含む。
【０００９】
　図１は、無線通信システム１００の構成図である。ＲＮＣ１０６は複数のＮｏｄｅ－Ｂ
１０４（図１では１つだけ示す）を制御し、各Ｎｏｄｅ－Ｂは、１つまたは複数のセル１
０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃをカバーする。通常は、ＷＴＲＵ１０２のために働く「サー
ビングセル（serving cell）」は１つであるが、ＷＴＲＵ１０２は、一度にいくつかのセ
ルでソフトハンドオーバーする（in soft handover）こともある。例えば、ＥＵ動作にお
いて、「サービングセル」、例えばセル１０８ｃ、を介して、接続を確立しているＷＴＲ
Ｕ１０２へ、Ｎｏｄｅ－ＢによってＵＬ伝送がスケジュールされ、無線リソースが割り当
てられる。ＷＴＲＵ１０２は、ソフトハンドオーバーのサポートの下（in support of so
ft handover）、その他のセルへも接続される。
【００１０】
　図２は、本発明に係る、ＥＵ動作をサポートするためにＷＴＲＵ固有の情報（WTRU-spe
cific information）を転送するシステム２００の構成図である。システム２００は、少
なくとも１つのＷＴＲＵ２０２、少なくとも１つのＮｏｄｅ－Ｂ２０４、少なくとも１つ
のＲＮＣ２０６を含む。通信リンク（communication links）は、ＷＴＲＵ２０２、Ｎｏ



(5) JP 2011-223616 A 2011.11.4

10

20

30

40

50

ｄｅ－Ｂ２０４、及びＲＮＣ２０６の間の通信伝達（signaling）２０８、２１０、２１
２をサポートする。初めに、ＲＮＣ２０６は、初期接続中にＲＲＣメッセージング２０８
を使用して、ＷＴＲＵ２０２からＷＴＲＵ固有の情報を獲得する。Ｎｏｄｅ－Ｂ２０４が
必要とする、ＷＴＲＵ２０２から転送されたその情報は主に、物理的な受発信能力情報で
ある。ＷＴＲＵ固有の情報は、次いで、ＲＮＣ２０６からＮｏｄｅ－Ｂ２０４へ転送され
、ＷＴＲＵ２０２についてのＵＬ伝送のスケジューリングに使用される。
【００１１】
　新しい情報伝達手順を利用して、その情報は、ＲＮＣ２０６からＮｏｄｅ－Ｂ２０４へ
転送される。代替として、従来のメカニズム（例えば、Ｉｕｒ及びＩｕｂインターフェー
スを介する無線リンク設定手順）をＲＮＣ２０６のために修正して、適切なＷＴＲＵ固有
の情報をＮｏｄｅ－Ｂ２０４へ転送することができる。情報を転送するために使用する特
定のプロトコルまたはフォーマットは本発明にとって重要ではないが、本実施例において
は、ＲＮＣ２０６からＮｏｄｅ－Ｂ２０４への情報の転送は、Ｉｕｂインターフェース２
１０及びＩｕｒインターフェースを介する。ＲＮＣ２０６は、（Ｉｕｒインターフェース
を介する）無線ネットワークサブシステムアプリケーションプロトコル（ＲＮＳＡＰ）制
御手順、及び（Ｉｕｒインタースを介する）Ｎｏｄｅ－Ｂアプリケーションパート（ＮＢ
ＡＰ）制御プロトコルを介して、Ｎｏｄｅ－Ｂ２０４へＷＴＲＵ固有の情報を転送する。
この情報は、ＵＴＲＡＮにおける無線リンク設定手順に従って信号伝達される。
【００１２】
　ＷＴＲＵ固有の情報の転送は、ＷＴＲＵ２０２がＲＮＣ２０６によってカバーされるサ
ービスエリア内のサービスに入る、またはサービスを確立する場合、あるいは、ＷＴＲＵ
２０２がそのサービスエリアを去る場合など、個々のイベントに応じて生じる。代替とし
て、ＷＴＲＵ固有の情報の転送は、無線リンクの存続期間に定期的に生じ、そうすること
によって、ＲＮＣ２０６は、ＷＴＲＵ固有の情報を更新する。
【００１３】
　ＷＴＲＵ固有の情報の転送は、ＲＮＣ２０６またはＮｏｄｅ－Ｂ２０４のどちらかによ
って開始することができる。ＲＮＣ２０６によって開始される場合、ＷＴＲＵ固有の情報
は、サービスの開始時、または、ＷＴＲＵ固有の情報の変化の検出時に、ＲＮＣ２０６か
らＮｏｄｅ－Ｂ２０４へ転送される。代替として、Ｎｏｄｅ－Ｂ２０４が、その情報をＲ
ＮＣ２０６からＮｏｄｅ－Ｂ２０４へ転送するよう要求することもでき、ＲＮＣ２０６は
Ｎｏｄｅ－Ｂ２０４からのその要求を受け取ると、その情報を転送する。
【００１４】
　ＷＴＲＵ固有の情報は、限定するわけではないが、ＥＵについてのＷＴＲＵ能力、デー
タレート及びスループットに影響する情報、及び、ＷＴＲＵに割り当てられ、Ｎｏｄｅ－
Ｂにとって適切な物理チャネル及びトランスポートチャネルの特性（physical and trans
port channel characteristics）を含む。
【００１５】
　データレート及びスループットに影響を及ぼす情報は、限定するわけではないが、ＵＬ
物理チャネルをサポートするマルチコードの数、ＵＬ物理チャネルをサポートする変調方
式及びコーディングレート、ＷＴＲＵにおける自動再送要求（ＡＲＱ）バッファまたはメ
モリサイズ、ＷＴＲＵパワークラス、ＷＴＲＵにおいてサポートされるハイブリッドＡＲ
Ｑ（Ｈ－ＡＲＱ）プロセスの数、ＥＵで利用可能なＷＴＲＵメモリの形式（form）、サポ
ートされるビットレート及びレイヤ１（Ｌ１）またはレイヤ２（Ｌ２）レベルにおける送
信時間間隔（ＴＴＩ）当たりの受信可能なビット、及び、ＷＴＲＵによるＥＵ固有のチャ
ネル以外の同時受信能力を含む。
【００１６】
　物理的転送チャネル特性についての情報は、限定するわけでないが、ＵＬまたはＤＬ（
downlink）物理チャネルの最大または最小パワー設定、ＷＴＲＵによって割り当てられた
共有または専用物理チャネル（ＷＴＲＵに共有チャネルの使用を割り当てることができる
場合、拡散（spreading）及びスクランブリング（scrambling）コード、時間間隔の周期
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ＤＰＡ　ＷＴＲＵ能力クラスについての情報を含む。
【００１７】
　本発明は、周波数分割双方向通信（ＦＤＤ）及び時分割双方向通信（ＴＤＤ）モードの
いずれにも適用可能である。ＦＤＤ及びＴＤＤモードについてのより高いレイヤ（ＲＲＣ
またはＩｕｒ／Ｉｕｂを介する）シグナリングの共通性のおかげで、上述したすべての要
素はＴＤＤモードへも適合する。ＴＤＤアプリケーション用に、ＴＤＤのみに使用するい
くつかのパラメータ、例えば、ＷＴＲＵ当たりのＥＵ　ＴＤＤサービスタイムスロットの
数、ＷＴＲＵ当たり及びタイムスロット当たりのＥＵ　ＴＤＤ拡散（spreading）コード
の数、及び、タイムスロット当たり及びＷＴＲＵ当たりのＥＵ　ＴＤＤ　ＷＴＲＵの物理
チャネルの許容可能かつ設定可能なパワー設定なども含まれる。
【００１８】
　ＤＬデータ伝送に関する高速データパケット通信技術（ＨＳＤＰＡ）ＷＴＲＵ能力は、
ＵＬデータ伝送に関するＥＵ　ＷＴＲＵ能力と共通の属性を有する。Ｎｏｄｅ－Ｂは、Ｄ
Ｌ　ＨＳＤＰＡ及びＵＬ　ＥＵサービス両方のスケジューリングを提供するので、Ｎｏｄ
ｅ－Ｂは、ＵＬ及びＤＬサービス間で能力（capabilities）を、潜在的にＴＴＩベースで
、動的に分配することができ、改善されたサービスの質（ＱｏＳ）及びより効果的な無線
リソースの利用のために、ＵＬ及びＤＬ伝送をよりよく決定することができる。
【００１９】
　図３は、本発明に係るＷＴＲＵ固有の情報を転送するプロセス３００の流れ図である。
ＷＴＲＵ２０２は、ＲＮＣ２０６によってカバーされる領域において、Ｎｏｄｅ－Ｂ２０
４への接続２１２を確立する（ステップ３０２）。ＲＮＣ２０６は、ＲＲＣメッセージン
グを使用して、ＷＴＲＵ２０２からＷＴＲＵ固有の情報を取得する（ステップ３０４）。
ＲＮＣ２０６は、ＷＴＲＵ固有の情報をＮｏｄｅ－Ｂ２０４へ転送する（ステップ３０６
）。ＷＴＲＵ固有の情報の転送は、Ｎｏｄｅ－Ｂ２０４によって開始される。Ｎｏｄｅ－
Ｂ２０４は、ＷＴＲＵ２０２からＵＬ伝送をスケジュールするように設定され、ＥＵ伝送
の動作においてＷＴＲＵ固有の情報を利用する。
【００２０】
　本発明の特徴及び要素を、特定の組み合わせの好ましい実施形態において説明したが、
各特徴または要素は、（好ましい実施形態のその他の特徴及び要素を用いないで）単独で
、または、本発明のその他の特徴及び要素の有無に関わらず様々な組み合わせにおいて使
用することができる。
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