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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局に対して高速アップリンクパケットアクセスを行うユーザ機器であって、
　基地局にデータパケットを送信する送信機と、
　同基地局に送信されたデータパケットに対応する制御情報を前記基地局から受信する受
信機であって、同制御情報は、ユーザ機器が以降の送信に使用できる絶対付与チャネルの
標識を含む、受信機と、
　前記送信機および受信機に結合され、前記絶対付与チャネルの標識によって、前記ユー
ザ機器によって監視すべきスケジューリングアクティブセットセル当たりのチャネル化コ
ード数を最小限に抑えるように構成されたコントローラと、
　を備えるユーザ機器。
【請求項２】
　前記制御情報は、絶対付与チャネルにおける未処理のパケットフィールドの数を含み、
　前記コントローラは更に、前記未処理のパケットフィールドの数に基づいて、「時間お
よびレート」スケジューリングモードまたは「レート制御」スケジューリングモードのど
ちらで動作すべきか判定するように構成されている請求項１記載のユーザ機器。
【請求項３】
　前記制御情報はビジービットを含み、
　前記コントローラは更に、前記送信機のアップリンク送信を不能にするように構成され
る請求項１記載のユーザ機器。
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【請求項４】
　前記制御情報は、絶対付与チャネル内に制御チャネル肯定応答フィールドを含み、
　前記コントローラは更に、前記制御チャネル肯定応答フィールドに基づいて、ソフト結
合が早期終了されるように構成される請求項１記載のユーザ機器。
【請求項５】
　ユーザ機器から高速アップリンクパケットアクセスを受信する基地局であって、
　前記ユーザ機器からのデータパケットを受信する受信機と、
　前記ユーザ機器から受信したデータパケットに対応する制御情報を、前記ユーザ機器に
送信する送信機であって、前記制御情報は、ユーザ機器が以降の送信に使用できる絶対付
与チャネルの標識を含む、送信機と、
　前記受信機および送信機に結合され、前記ユーザ機器が監視すべきスケジューリングア
クティブセットセル当たりのチャネル化コードの数を最小限に抑えるべく、前記絶対付与
チャネルの標識を決定するように構成されたコントローラと、
　を備える基地局。
【請求項６】
　前記制御情報は、絶対付与チャネルにおける未処理パケットフィールドの数を含む請求
項５記載の基地局。
【請求項７】
　前記制御情報は、前記ユーザ機器の送信機のアップリンク送信を不能にするビジービッ
トを含むことを特徴とする請求項５記載の基地局。
【請求項８】
　前記制御情報は、絶対付与チャネル内に制御チャネル肯定応答フィールドを含むことを
特徴とする請求項５記載の基地局。
【請求項９】
　ユーザ機器が基地局に対して高速アップリンクパケットアクセスを行うための方法であ
って、
　前記基地局から、繰り返し生じる一連の停止／待機間隔の内、第１の停止／待機間隔に
、ユーザ機器が以降の送信に使用できる絶対付与チャネルの標識を受信するステップと、
　前記絶対付与チャネルの標識の受信に応答して、前記第１の停止／待機間隔に対応する
送信時間間隔中に、前記基地局に第１チャネル上でパケットを送信するステップと、
　前記絶対付与チャネルの標識の受信に応答して、第２チャネル上で、前記パケットに関
連する制御情報を前記基地局に送信するステップとからなる方法。
【請求項１０】
　第２チャネル上で前記パケットに関連する制御情報を送信するステップは、前記第１の
停止／待機間隔に対応する送信時間間隔中に第１チャネル上でパケットを送信するステッ
プと同時に行われることを特徴とする請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　前記基地局が前記パケットのデコードが成功したかを判定するステップを更に含むこと
を特徴とする請求項９記載の方法。
【請求項１２】
　前記基地局による前記パケットのデコードが成功したかを判定するステップは、前記パ
ケットのデコードに成功した場合には、前記ユーザ機器に割り当てられている第３チャネ
ル上で肯定応答を送信するステップを含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記基地局による前記パケットのデコードが成功したかを判定するステップは、前記ユ
ーザ機器が少なくとも１つの他のセルとソフトハンドオフの最中である場合には、肯定応
答を送信するステップを含む請求項１１記載の方法。
【請求項１４】
　ユーザ機器が基地局に対して高速アップリンクパケットアクセスを行うための方法であ
って、
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　前記基地局から相対付与情報を受信するステップと、
　前記相対付与情報に基づいてパケットを前記基地局に送るときに用いるレートレベルお
よび電力レベルの少なくとも一方を決定するステップと、
　前記基地局から、繰り返し生じる一連の停止／待機間隔の内、第１の停止／待機間隔に
、ユーザ機器が以降の送信に使用できる絶対付与チャネルの標識を受信するステップと、
　前記絶対付与チャネルの標識の受信に応答して、前記第１の停止／待機間隔に対応する
送信時間間隔中に、前記基地局に第１チャネル上でパケットを送信するステップと、
　前記絶対付与チャネルの標識の受信に応答して、第２チャネル上で、前記パケットに関
連する制御情報を前記基地局に送信するステップとから成ることを特徴とする方法。
【請求項１５】
　第２チャネル上で前記パケットに関連する制御情報を送信するステップは、前記第１の
停止／待機間隔に対応する送信時間間隔中に第１チャネル上でパケットを送信するステッ
プと同時に行われることを特徴とする請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　前記基地局による前記パケットのデコードが成功したかを判定するステップを更に含む
請求項１４記載の方法。
【請求項１７】
　前記基地局による前記パケットのデコードが成功したかを判定するステップは、前記パ
ケットのデコードに成功した場合には、前記ユーザ機器に割り当てられている第３チャネ
ル上で肯定応答を送信するステップを含む請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
　前記基地局による前記パケットのデコードが成功したかを判定するステップは、前記ユ
ーザ機器が少なくとも１つの他のセルとソフトハンドオフの最中である場合には、肯定応
答を送信するステップを含むことを特徴とする請求項１６記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的には、ワイヤレス通信装置間で高速通信を行うワイヤレス通信システ
ムおよびその方法の分野に関する。特に、本発明は、基地局と携帯電話機との間で高速ア
ップリンクパケットアクセスを提供するワイヤレス通信システムおよびその方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　多くのワイヤレス通信システムが、通信基盤施設とユーザ機器との間で、標準的なワイ
ヤレス通信プロトコルを用いて音声およびデータ情報を通信している。データ情報は、ネ
ットワークの閲覧、メッセージ伝達、およびマルチメディア用途に必要な情報を含む。既
存のシステムよりも高い通信速度を有する、改良型ワイヤレス通信システムを開発するた
めには、これらの改良型システムを管理し処理する新たな規格が望まれる。
【０００３】
　高速通信を処理する方法には、高速ダウンリンクパケットアクセス（High Speed Downl
ink Packet Access:ＨＳＤＰＡ）サービス、および高速アップリンクパケットアクセスサ
ービス（High Speed Uplink Packet Access:ＨＳＵＰＡ）が含まれる。ＨＳＤＰＡは、一
般的に定義されたダウンリンクパケットデータに対応する方法である。現在、標準化の成
果としては、アップリンク方向におけるパケットデータ通信に効率的に対応するＨＳＵＰ
Ａの定義がある。ＨＳＤＰＡおよびＨＳＵＰＡは、漸増冗長性および適応型送信フォーマ
ット適合化を含む、多数の類似した技術を用いる。特に、ＨＳＤＰＡおよびＨＳＵＰＡは
、ワイヤレス環境における動的変動に応じて、変調フォーマットおよびコードレートを変
更することができる。更に、ＨＳＤＰＡおよびＨＳＵＰＡは、ハイブリッド自動反復要求
（Ｈ－ＡＲＱ：Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　ｒｅＱｕｅｓｔ）と
して知られている再送信方式を用いる。Ｈ－ＡＲＱ方式では、漸増冗長性は、元の送信か
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らのデータおよびデータパケットのあらゆる再送信からのデータのソフト結合の使用によ
って得られる。つまり、受信機が再送信を受信すると、受信した情報を、あらゆる先行の
データパケットの送信からの情報と組み合わせる。再送信は、同じチャネルデータの再送
信を含んでもよく、あるいは異なるチャネルデータを送信してもよい。例えば、再送信は
、前進誤り訂正（ＦＥＣ）方式の追加冗長データを含んでもよい。付加的なエンコードデ
ータは、先行の送信のエンコードデータと組み合わせることができ、組み合わせたデータ
にデコード動作を適用することができる。したがって、再送信は、事実上、同じ情報デー
タのエンコードレートを低下させる（冗長性を高める）結果となる場合もある。
【０００４】
　ＨＳＤＰＡおよびＨＳＵＰＡは多くの同様の技法を用いるが、ＨＳＵＰＡでは、ＨＳＤ
ＰＡに関して多数の複雑性が付加されるものの、ダウンリンク送信に用いられる全ての技
法が直接アップリンク状況に適応可能という訳ではない。特に、ＵＭＴＳでは、エアイン
ターフェースを通じた通信用データのスケジューリングは、移動体装置においてではなく
、ネットワークによって行われる。特に、ＨＳＤＰＡおよびＨＳＵＰＡでは、スケジュー
リング遅延を極力減らすために、スケジューリングに関連する処理は、ユーザをスケジュ
ーリングする個々の基地局において行われる。これによって、エアインターフェース通信
を、ワイヤレス環境における動的なばらつきに適応させることができ、リンクの適合化が
容易となる。
【０００５】
　ＨＳＤＰＡでは、送信されるべきデータは基地局で得られ、詳細には、基地局はダウン
リンク送信データバッファを備える。更に、ＨＳＤＰＡは、１カ所の基地局のみからの送
信しか行うことができず、同じデータを複数の基地局から同一の移動体装置に同時に送信
するソフトハンドオーバには対応していない。したがって、基地局によるスケジューリン
グは、比較的単純である。これは、必要な情報は基地局において得られ、１つの基地局に
よるスケジューリングは、他の基地局とは独立して行うことができるためである。
【０００６】
　しかしながら、ＨＳＵＰＡでは、スケジューリングされるべきデータは、移動局から送
信されるデータである。したがって、基地局が移動体装置からのデータをスケジューリン
グできるようにし、更に移動体装置がこのスケジューリングに応じて動作できるようにす
るためには、移動体装置と基地局との間に効率的なシグナリング方式を有することが重要
である。
【０００７】
　更に、ＨＳＵＰＡは、移動体装置からの送信を、複数の基地局によって同時に受信する
ことができ、受信された信号はネットワークにおいて結合されるソフトハンドオーバを用
いている。しかしながら、スケジューリングがＨＳＵＰＡにおける１カ所の基地局によっ
て行われるので、他の基地局は、いつ移動体装置が送信するかについての情報を全く有し
ていない。このため、ソフトハンドオーバに関与する可能性がある全ての基地局は、連続
的に移動体装置からのデータ送信を受信しようとする。このため、基地局は、連続的に、
受信信号を、潜在的に動作中であり得る移動体装置の全ての拡散コードを用いて逆拡散し
なければならない。しかしながら、移動体装置が送信するのはわずかな時間だけであるの
が通例であるので、リソースの使用度が非常に高くなり、特に受信機の計算リソースの大
部分が、移動体装置からの潜在的な送信を監視するために用いられる。同様に、移動体装
置も、ソフトハンドオーバに関与する各基地局からのダウンリンクシグナリングを監視し
なければならない。その場合、各基地局は、多数のチャネル化コード(channelization co
de) を用いて、必要なシグナリングを移動局に送ることがあり、したがって移動局は、多
数のチャネル化コードをデコードして、何時それがシグナリングされるのか、またそれが
シグナリングされるのか否かを判断しなければならない。移動局の複雑性は、セル当たり
多数のチャネル化コードをデコードしなければならない場合に増加し、多数のセルからの
チャネル化コード、したがって、移動局がデコードしなければならないチャネル化コード
の数を最少に抑えなければならない。また、用途の種類によっては、ある形態のスケジュ
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ーリングの方が他のものよりも最適な場合がある。例えば、サービス品質（ＱｏＳ）に厳
しい制御が必要な場合、またはシグナリングからのオーバーヘッドが大きくなっても許さ
れる場合には、「時間およびレート」スケジューリングがより優れている。例えば、この
ような場合が生じ得るのは、「ホットスポット」カバレッジエリアであり、移動局が基地
局に極めて近接しており、直線的に見通せること(line of site)さえあり得るときである
。マクロセルトポロジにおける多重カバレッジ領域におけるように、低いシグナリングオ
ーバーヘッドしか許容できない場合、または電子メールのアップロードや低データレート
ストリーミングのように、ベストエフォートになりがちな用途の場合には、「レート制御
」スケジューリングのような、他の種類のスケジューリングの方が優れている。低レイテ
ンシの要求がある用途では、フレームサイズも重要となる。これは、フレームサイズがユ
ーザ（移動局）が遭遇するエンド・ツー・エンド遅延の物理的遅延構成要素の多くの決定
要因となり得るためである。フレームサイズを大きくすることは、セルまたはネットワー
クの縁端において通例発生するカバレッジの問題に有効である。したがって、高速アップ
リンクパケットアクセスネットワークおよび移動局が対応するとき、小さなフレームサイ
ズおよび大きなフレームサイズ（即ち、短い送信時間間隔および長い送信時間間隔(trans
mission time interval:ＴＴＩ）が有用である。
【非特許文献１】“3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Gr
oup Radio Access Network; Physical channels and mapping of transport channels on
to physical channels (FDD) (Release5)”, 3GPP TS 25.211 V5.3.0 (2002-12) Technic
al Specification
【非特許文献２】“3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Gr
oup Radio Access Network; DRAFT Multiplexing and channel coding (FDD) (Release 5
)”, 3GPP TS 25.212 V5.2 DRAFT (2002-09) Technical Specification
【非特許文献３】“3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Gr
oup Radio Access Network; Physical layer Procedures (FDD) (Release 5)”, 3GPP TS
 25.214 V5.4.0 (2003-03) Technical Specification
【非特許文献４】“3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Gr
oup Radio Access Network; Spreading and modulation (FDD) (Release 5)” 3GPP TS 2
5.213 V5.5.0 (2003-12) Technical Specification
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ユーザ機器がアクティブセットにおけるセル毎に監視しなければならないチャネル化コ
ードの数を最少に抑えるシステムおよび方法が求められている。更に、「レート制御」な
らびに「時間およびレート」スケジューリング、さらには大小のフレームサイズに対応す
るダウンリンクシグナリング構造も求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の１つの態様は、基地局に高速アップリンクパケットアクセスを行うユーザ機器
であり、送信機と、受信機と、送信機および受信機に結合されているコントローラとを備
えている。送信機は、データパケットを基地局に送信するように構成されている。受信機
は、基地局に送信したデータパケットに対応する制御情報を、基地局から受信するように
構成されている。制御情報は、絶対付与チャネル標識を含む。コントローラは、絶対付与
チャネル標識に基づいて、ユーザ機器によって監視すべき、スケジューリングアクティブ
セットセル当たりのチャネル化コードの数を最小限に抑えるように構成されている。
【００１０】
　本発明の別の態様は、ユーザ機器からの高速アップリンクパケットアクセスを受信する
基地局であり、送信機と、受信機と、送信機および受信機に結合されているコントローラ
とを備えている。受信機は、ユーザ機器からデータパケットを受信するように構成されて
いる。送信機は、ユーザ機器から受信したデータパケットに対応する制御情報を、ユーザ
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機器に送信するように構成されている。制御情報は、絶対付与チャネル標識を含む。コン
トローラは、ユーザ機器によって監視すべきスケジューリングアクティブセットセル当た
りのチャネル化コードの数を最小限に抑えるように、絶対付与チャネル標識を決定するよ
うに構成されている。
【００１１】
　本発明の更に別の態様は、ユーザ機器が基地局に対して高速アップリンクパケットアク
セスを行うための方法である。基地局から、繰り返し生じる一連の停止／待機間隔の内の
第１の停止／待機間隔に関連する絶対付与インディケータを受信する。次いで、絶対付与
インディケータの受信に応答して、第１の停止／待機間隔に対応する送信時間間隔中に、
基地局に第１チャネル上でパケットを送信する。その後、絶対付与インディケータの受信
に応答して、第２チャネル上で、パケットに関連する制御情報を基地局に送信する。
【００１２】
　本発明の更に別の態様は、ユーザ機器が基地局に対して高速アップリンクパケットアク
セスを行うための別の方法である。基地局から相対付与情報を受信する。次に、相対付与
情報に基づいてパケットを基地局に送るときに用いるレートレベルおよび／または電力レ
ベルを決定する。繰り返し生じる一連の停止／待機間隔の内の第１の停止／待機間隔に伴
う絶対付与インディケータを、基地局から受信する。その後、絶対付与インディケータの
受信に応答して、第１の停止／待機間隔に対応する送信時間間隔中に、基地局に第１チャ
ネル上でパケットを送信し、絶対付与インディケータの受信に応答して、第２チャネル上
で、パケットに関連する制御情報を基地局に送信する。
【００１３】
　スケジューリングセルとは、移動体装置、即ち、ユーザ機器が付与またはその他のスケ
ジューリングの信号(scheduling signaling)を受信する、アクティブセットセルである。
アクティブセットセルとは、移動体装置と通信中のセルである。移動体装置が多重カバレ
ッジ領域内にあるときには、多数のセルがアクティブセットの中にある可能性が高い。こ
のような多重カバレッジ領域は、通例ソフトハンドオフ領域と呼ばれており、移動体装置
は、セルがアクティブセットに含まれた後にその領域にカバレッジを有するセル群と同時
に通信することができる。１つ以上の他のセルに加えて、新たなセルが移動体装置のアク
ティブセットに含まれた場合、移動体装置は、新たなセルとソフトハンドオフ（新たに加
入したセルが異なるセルサイトのものである場合）またはソフターハンドオフ(softer ha
ndoff)（新たに加入したセルが同じセルサイトのものである場合）を行う。アクティブセ
ットへのセルの加入およびアクティブセットからのセルの削除（即ち、ソフトまたはソフ
ターハンドオフセルを加入または欠落させる）だけでなく、アクティブセットにおける最
良のセルが、付与のスケジューリングによって、および／または移動体装置の最大許容デ
ータレート、電力レベル、または電力比を制御するアップ／ダウンコマンドによって、移
動体装置を制御するように、複数のアクティブセットセルのハンドオフがあってもよい。
【００１４】
　「時間およびレート」スケジューリングは、アクティブセットの基地局がスケジューリ
ング付与を用いて、移動体装置のレートまたは電力レベルおよびスケジューリング間隔を
制御する場合のことを指す。スケジューリング間隔とは、移動体装置が送信することを許
容される時間間隔であるか、またはある期間にわたって許される未処理パケットの数に関
連する。
【００１５】
　「レート制御」スケジューリングとは、アクティブセットの基地局がシグナリングを用
いてある移動体装置の属性を制御する場合を言い、移動体装置はこの移動体装置属性を用
いてそれらの送信レートまたは電力レベルを決定するが、移動体装置送信開始時間や送信
期間を直接決定することはない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　図１を参照すると、多数のセルサイト１０２、１０４を備えているワイヤレス無線アク



(7) JP 4304178 B2 2009.7.29

10

20

30

40

50

セスネットワーク（radio access network: ＲＡＮ）のような、ワイヤレス通信システム
１００の一例が示されており、各セルサイトは、多数のセル１０６、１０８、１１０、１
１２を含む。各セル１０６、１０８、１１０、１１２は、基地局、別名、ノードＢ、１１
４，１１６，１１８，１２０を含み、これらは基地局コントローラまたは無線ネットワー
クコントローラ（ＲＮＣ）１２２、１２４によって制御することができる。基地局コント
ローラ１２２、１２５は、通信ネットワーク１２６を通じて、他の陸線用構成機器または
ワイヤレス構成機器と通信することができる。移動局、即ち移動体装置１２８，１３０は
、ワイヤレスフェーディングマルチパスチャネル上で１カ所以上の基地局１１４，１１６
，１１８，１２０と通信する。シグナリングおよび制御情報も、ワイヤレスチャネル上に
てサポートされ得る。移動体装置即ちユーザ機器１２８，１３０は、当該移動体装置が多
数のセルを関与させるソフトハンドオフ状態またはソフターハンドオフ状態(softer hand
off state)にあり、そのセルは、ハンドオフプロセスの一部として、移動体装置のアクテ
ィブセット内に置かれているようなときに、１つ以上のセル、即ち、基地局１１４，１１
６，１１８，１２０と同時通信チャネルを有することができる。
【００１７】
　ワイヤレス通信システム１００が利用するワイヤレス通信リンクまたは接続は、アナロ
グ通信のようなセルラ系通信（ＡＭＰＳを用いる）、ディジタル通信（ＣＤＭＡ、ＴＤＭ
Ａ、ＧＳＭ、ｉＤＥＮ、ＧＰＲＳ、またはＥＤＧＥを用いる）、ならびに次世代通信（Ｕ
ＭＴＳまたはＷＣＤＭＡを用いる）およびそれらの変形例、ＨｏｍｅＲＦ、Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ、ＩＥＥＥ８０２．１１（ａ、ｂまたはｇ）およびＩＥＥＥ８０２．１６（ａ、ｄ
、またはｅ）のようなピアツーピアまたはアドホック通信、ならびに赤外線技術のような
その他の形態のワイヤレス通信を含むが、これらに限定されるものではない。
【００１８】
　図２Ａを参照すると、多数の移動体装置を担当するセルのタイミングの一例２００が示
されている。セルは、アップリンク（ＵＬ　ＤＰＣＨ）２０４およびダウンリンク（ＤＬ
　ＤＰＣＨ）２０２の専用物理チャネルに対応する。これらのチャネルは、主要共通制御
物理チャネル（Ｐ－ＣＣＰＣＨ）２０６の開始時点から、ネットワークによって決定され
、発呼またはハンドオーバ時に各移動体装置に信号で送られるフレームおよびチップオフ
セットだけ時間がずれている。高速ダウンリンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）２１２
に対応するダウンリンク（ＨＳ－ＳＣＣＨ）２０８およびアップリンク（ＨＳ－ＤＰＣＣ
Ｈ）２１０物理チャネルに対するタイミングは、Ｎ＝６の場合のように、Ｎ個のチャネル
の各々に割り当てられる付番（例えば、図２Ａに示す実施形態では１から６まで）によっ
て、Ｎチャネル停止／待機ハイブリッドＡＲＱのサポートを強調して示されている。また
、提案したダウンリンクチャネル２１４, ２１６およびアップリンク専用物理データ（Ｅ
－ＤＰＤＣＨ）２１８、ならびに「時間およびレート」スケジューリングのために高速ア
ップリンクパケットアクセス（ＨＳＵＰＡ）に対応する制御（Ｅ－ＤＰＣＣＨ）２２０チ
ャネルも含まれている。この場合も、Ｎ個のチャネルの各々に割り当てられる付番（例え
ば、１から５まで）によって、Ｎチャネル停止／待機ハイブリッドＡＲＱプロトコルのサ
ポートを強調して示されている。例えば、図２Ｂに示す実施形態では、Ｎ＝５であり、Ｔ
ＴＩサイズは２ｍｓである。提案したダウンリンクチャネルは、ＡＣＫチャネル２１４、
および絶対付与チャネル(Absolute Grant channel)２１６を含む。尚、Ｅ－ＤＰＤＣＨ２
１８およびＥ－ＤＰＣＣＨ２２０は、ＵＬ　ＤＰＣＨ２０２と時間整合されていることに
留意すべきである。ダウンリンクＨＳＵＰＡチャネル開始時点は、Ｐ－ＣＣＰＣＨ２０６
と時間整合されている。
【００１９】
　図２Ａに示すように、ユーザ機器即ち移動体装置（ＵＥＩ）２２２は、停止／待機チャ
ネル１に対応するＴＴＩの間、Ｅ－ＤＰＤＣＨ２１８上でパケットを送信することができ
、更に、停止／待機チャネル１に対応する絶対付与（図示せず）の受信に応答して、関連
制御情報をＥ－ＤＰＣＣＨ２２０上で送信することができる。スケジューリングセル（例
えば、スケジューリング基地局）は、Ｅ－ＤＰＣＣＨ２２０上で送られた制御情報を用い
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ることによってＥ－ＤＰＤＣＨ２１８上で送られたパケット送信の受信およびデコード時
に、パケットのデコードに成功した場合には、当該移動体装置に割り当てられたＡＣＫチ
ャネル２１４上でＡＣＫを送信し、それ以外の場合ＮＡＣＫを送信する。別の実施形態で
は、暗示的なＮＡＣＫを用いることもでき、その場合、パケットのデコードが失敗した場
合、何も送信しない（即ち、送信の切断（ＤＴＸ））。また、移動体装置が他のセルとの
ソフトハンドオフを行っている場合、これらも移動体装置に対してＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報
をＡＣＫチャネル上で送り、ネットワークによるパケットのデコードが成功したか否かを
判断することができる。同一または同様の時点で、停止／待機チャネル１上で受信したパ
ケットに応答して、ＡＣＫまたはＮＡＣＫをＡＣＫチャネル２１４上で送ることができる
。スケジューリングセルは、停止／待機チャネル１に対応するＴＴＩ上の絶対付与チャネ
ル上で絶対付与を送ることによって、停止／待機チャネル１に対する次の送信をスケジュ
ールすることができる。絶対付与チャネルを受信すると、移動体装置は次いで停止／待機
チャネル１の次の発生に対応するＴＴＩ上でパケットを送信することができる。尚、用い
られるＮ個の停止／待機チャネルの各々に対してこの手順が続いて行われることに留意さ
れたい。また、同一のＴＴＩに対して送信するようにスケジューリングする移動体装置が
１台よりも多い場合もあるので、多数のＡＧチャネルがあってもよい。一実施形態では、
移動体装置は、多数のチャネルを監視し、何らかの一意の識別子に基づいて、どのチャネ
ルがそれに割り当てられているのかを判定する必要がある場合もあり得る。あるいは、絶
対付与チャネルを各ユーザに割り当てることもできるが（例えば、ハンドオーバ時、また
は移動体装置がそのセルにおいてアクティブチャネル状態に入るとき）、１つのセルによ
って多数の移動体装置に対応しなければならない場合、これでは非効率的となる場合もあ
る。最後に、絶対付与標識フィールドを、絶対付与チャネル自体に含ませることにより、
移動体装置が次の送信または以降の送信において用いるべき絶対付与チャネルがどれであ
るかを識別することができる。最初に、ハンドオーバ時またはあるセルにおいてアクティ
ブチャネル状態に入るときに、監視すべき特定の絶対付与チャネルを移動体装置に割り当
てることもできる。次に、監視する絶対付与チャネルは、ＡＧＩフィールドの使用によっ
て変更され得る。エラー状態の場合、移動体装置およびスケジューリングセルは、最後に
正しい送信を受信したＡＧチャネルに戻るか、あるいは（一層単純に）ハンドオーバ時に
割り当てられたＡＧチャネル、またはアクティブチャネル状態の開始時に割り当てられた
ＡＧチャネルに移ることができる。移動体装置が考慮しなければならない可能性のあるＡ
Ｇチャネルを減らすために、全ＡＧチャネルを複数の集合に分割し、１台の移動体装置に
は４つの可能なＡＧチャネルのみを有する１つの集合を割り当てるようにし、よってＡＧ
インディケータは、各々４つのＡＧチャネルの１つに対応する４つの可能な値のみを有す
るようにすることができる。また、集合を用いることは、ＡＧチャネル上で送られるＡＧ
標識フィールドに必要なビット数を削減するのにも役立つ。
【００２０】
　図２Ｂを参照すると、多数の移動体装置を担当するセルのタイミングの別の例２５０が
示されている。このセルは、アップリンク（ＵＬ　ＤＰＣＨ）２５２およびダウンリンク
（ＤＬ　ＤＰＣＨ）２５４の専用物理チャネルに対応する。これらのチャネルは、主要共
通制御物理チャネル（Ｐ－ＣＣＰＣＨ）２５６の開始時点から、ネットワークによって決
定され、発呼またはハンドオーバ時に各移動体装置に信号で送られるフレームおよびチッ
プオフセットだけ時間がずれている。高速ダウンリンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）
２６２に対応するダウンリンク（ＨＳ－ＳＣＣＨ）２５８およびアップリンク（ＨＳ－Ｄ
ＰＣＣＨ）２６０物理チャネルに対するタイミングは、Ｎ個のチャネル（例えば、この場
合Ｎ＝６）の各々に割り当てられる異なる付番によって、Ｎチャネル停止／待機ハイブリ
ッドＡＲＱのサポートを強調して示されている。また、提案したダウンリンク２６４，２
６６，２６８チャネルおよびアップリンク専用物理データ（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）２７０、な
らびに「時間およびレート」スケジューリングのために高速アップリンクパケットアクセ
ス（ＨＳＵＰＡ）に対応する制御（Ｅ－ＤＰＣＣＨ）２７２チャネルも含まれている。こ
の場合も、Ｎ個のチャネルの各々に割り当てられる異なる付番によるＮチャネル停止／待
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機ハイブリッドＡＲＱプロトコルのサポートが強調されており、例えば、この場合、Ｎ＝
５であり、ＴＴＩサイズは２ｍｓである。提案したダウンリンクチャネルは、ＡＣＫチャ
ネル２６４、広域相対付与チャネル２６６、広域ビジービット２６８、そして任意に移動
体装置毎ビジービット（図示せず）を含む。尚、Ｅ－ＤＰＤＣＨ２７０およびＥ－ＤＰＣ
ＣＨ２７２は、ＵＬ　ＤＰＣＨ２５２と時間整合されていることに留意されたい。ダウン
リンクＨＳＵＰＡチャネルの開始時点は、Ｐ－ＣＣＰＣＨ２５６と時間整合されている。
別の実施形態では、Ｅ－ＤＰＤＣＨ２７０およびＥ－ＤＰＣＣＨ２７２は、ＨＳ－ＤＰＣ
ＣＨ２６０と時間整合されている。
【００２１】
　図２Ｂに示すように、ユーザ機器即ち移動体装置（ＵＥ１）は、停止／待機チャネル１
に対応するＴＴＩの間、Ｅ－ＤＰＤＣＨ２７０上でパケットを送信し、更に、関連制御情
報をＥ－ＤＰＣＣＨ２７２上で送信することができる。Ｅ－ＤＰＤＣＨ２７０上における
パケット送信に先だって、移動体装置は、スケジューリングセルにおける全体の干渉が目
標レベルに制御されるように、スケジューリングセルによって広域相対付与チャネル２６
６上で送られた相対付与情報を用いて、パケットを送るときに用いるべきレートおよび電
力レベルを決定するのを援助することができる。スケジューリングセルは、Ｅ－ＤＰＣＣ
Ｈ２２０上で送られた制御情報を用いることによってＥ－ＤＰＤＣＨ２１８上で送られた
パケット送信の受信およびデコード時に、パケットのデコードに成功した場合には、当該
移動体装置に割り当てられたＡＣＫチャネル２１４上でＡＣＫを送信し、それ以外の場合
ＮＡＣＫを送信する。別の実施形態では、暗示的なＮＡＣＫを用いることもでき、その場
合、パケットのデコードが失敗した場合、何も送信しない（即ち、送信の切断（ＤＴＸ）
）。また、移動体装置が他のセルとのソフトハンドオフを行っている場合、それらの他の
セルも移動体装置に対してＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報をＡＣＫチャネル上で送り、それにより
移動体装置はネットワークによるパケットのデコードが成功したか否か判断することがで
きる。ビジービットが広域ビジービットチャネル２６８または移動体装置毎ビジービット
チャネル上で送信される場合、移動体装置は、ビジービットの送信が途切れるまで、後続
のＴＴＩ上での送信を開始しない。尚、用いられるＮ個の停止／待機チャネルの各々に対
してこの手順が続いて行われることに留意されたい。
【００２２】
　図３Ａを参照すると、「レート制御」スケジューリングを用いた高速パケットアクセス
ネットワークにおいてアップリンクデータ通信に対応するためのダウンリンク制御チャネ
ル３００が具体化して示されている。「レート制御」スケジューリング用ダウンリンク制
御チャネル３００は、１つ以上のスケジューリングセル構造３０２、および１つ以上の非
スケジューリングセル構造３０４を備えている。スケジューリングセル構造３０２は、ス
ケジューリングセルシグナリング構造３０６を含み、１つ以上の付加的なスケジューリン
グセルシグナリング構造３０８を含むこともできる。同様に、非スケジューリングセル構
造３０４も、非スケジューリングセルシグナリング構造３１０を含み、１つ以上の付加的
な非スケジューリングセルシグナリング構造３１２を含むこともできる。
【００２３】
　図３Ｂを参照すると、「時間およびレート」スケジューリングを用いた高速パケットア
クセスネットワークにおいてアップリンクデータ通信に対応するためのダウンリンク制御
チャネル３２０が具体化して示されている。「時間およびレート」スケジューリング用ダ
ウンリンク制御チャネル３２０は、１つ以上のスケジューリングセル構造３２２、１つ以
上の非スケジューリングセル構造３２４、および１つ以上の絶対付与（ＡＧ）チャネル集
合３２６、３２８を備えている。スケジューリングセル構造３２２は、スケジューリング
セルシグナリング構造３３０を含み、１つ以上の付加的なスケジューリングセルシグナリ
ング構造３３２も含むことができる。同様に、非スケジューリングセル構造３２４も、非
スケジューリングセルシグナリング構造３３４を含み、１つ以上の付加的な非スケジュー
リングセルシグナリング構造３３６を含むことができる。ＡＧチャネル３２６, ３２８の
各集合は、複数のＡＧチャネルを含むことができる。
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【００２４】
　図３Ｃを参照すると、「レート制御」ならびに「時間およびレート」スケジューリング
双方を用いた高速パケットアクセスネットワークにおいてアップリンクデータ通信に対応
するためのダウンリンク制御チャネル３４０が具体化して示されている。移動体装置には
、アクティブセットへのハンドオフ時またはアクティブ状態に入るときに、「レート制御
」シグナリング構造チャネル化コードまたは「時間およびレート」シグナリング構造チャ
ネル化コードのいずれかが割り当てられる。「レート制御」ならびに「時間およびレート
」スケジューリングのためのダウンリンク制御チャネル３４０は、「レート制御」スケジ
ューリング用スケジューリングセル構造３４２、「時間およびレート」スケジューリング
用スケジューリングセル構造３４４、非スケジューリングセル構造３４６、ならびに１つ
以上の絶対付与（ＡＧ）チャネル集合３４８，３５０を備えている。「レート制御」スケ
ジューリング用スケジューリングセル構造３４２は、「レート制御」スケジューリング用
スケジューリングセルシグナリング構造３５２を含み、１つ以上の付加的な「レート制御
」スケジューリング用スケジューリングセルシグナリング構造３５４を含むこともできる
。「時間およびレート」スケジューリング用スケジューリングセル構造３４４は、「時間
およびレート」スケジューリング用スケジューリングセルシグナリング構造３５６を含み
、１つ以上の付加的な「時間およびレート」スケジューリング用スケジューリングセルシ
グナリング構造３５８を含むこともできる。非スケジューリングセル構造３４６は、非ス
ケジューリングセルシグナリング構造３６０を含み、１つ以上の付加的な非スケジューリ
ングセルシグナリング構造３６２を含むこともできる。ＡＧチャネルの各集合３４８、３
５０は、複数のＡＧチャネルを含むことができる。
【００２５】
　図３Ｄを参照すると、「レート制御」ならびに「時間およびレート」スケジューリング
の双方を用いるが、複合ダウンリンクシグナリングスケジューリングセル構造を用いる高
速パケットアクセスネットワークにおいてアップリンクデータ通信に対応するダウンリン
ク制御チャネル３７０が具体化して示されている。「ハイブリッド」スケジューリング用
ダウンリンク制御チャネル３７０は、１つ以上の「ハイブリッド」スケジューリング用ス
ケジューリングセル構造３７２、１つ以上の「ハイブリッド」スケジューリング用非スケ
ジューリングセル構造３７４、および１つ以上の絶対付与（ＡＧ）チャネル集合３７６，
７８を備えている。「ハイブリッド」スケジューリング用スケジューリングセル構造３７
２は、「ハイブリッド」スケジューリング用スケジューリングセルシグナリング構造３８
０を含み、１つ以上の付加的な「ハイブリッド」スケジューリング用スケジューリングセ
ルシグナリング構造３８２も含むことができる。「ハイブリッド」スケジューリング用非
スケジューリングセル構造３７４は、「ハイブリッド」スケジューリング用非スケジュー
リングセルシグナリング構造３８４を含み、１つ以上の付加的な「ハイブリッド」スケジ
ューリング用非スケジューリングセルシグナリング構造３８６も含むことができる。ＡＧ
チャネルの各集合３７６，３７８は、複数のＡＧチャネルを含むことができる。
【００２６】
　図４を参照すると、高速パケットアクセスネットワークにおいてアップリンクデータ通
信を制御するためのスケジューリングセルのダウンリンクコード化構造４００の一例が示
されている。提案するダウンリンクコード化構造４００は、移動体装置当たりのＡＣＫビ
ットチャネル４０６，４０８、広域（即ち、全ての移動体装置の）相対付与ダウンリンク
チャネル４１４、および広域ビジービットチャネル４１６をサポートする。任意に、コー
ド化構造４００は、移動体装置当たりのビジービットチャネル４１０，４１２をサポート
することもできる。一例として示すように、提案するダウンリンクコード化構造４００は
、移動体装置ＵＥ１４０２からＵＥＫ４０４をサポートすることができる。更に、この構
造は、各移動体装置に対して、ＡＣＫ／ＮＡＫビットチャネル４０６，０８およびビジー
ビットチャネル４１０，４１２をサポートすることができる。また、この例では、提案す
るダウンリンクコード化構造４００は、広域１ビット相対付与ビット４１４、および広域
１ビットビジービット４１６をサポートすることもできる。
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【００２７】
　この構造は、所与のセルによってスケジューリングされる移動体装置のためのものであ
る。そのセルがある移動体装置に対するスケジューリングセルである場合、移動体装置は
、アップリンク通信に対応するために必要なダウンリンク情報にアクセスするために、こ
の構造を用いるように指定される。ビジービットチャネル４１０，４１２，４１６は、「
時間およびレート」スケジューリングネットワークには不要であるが、送信時間間隔（Ｔ
ＴＩ）毎に送信可能な移動体装置の最大数を制御するため、および／または必要とされる
基地局のチャネルリソースの最大量を抑制するために、「レート」制御スケジューリング
ネットワークには有用である。所与の移動体装置に対してＴＴＩ毎にスケジューリングセ
ルが１つだけであると想定し、アクティブセットへのハンドオフを用いて、「スケジュー
リングセル」のステータスを、アクティブセットにおける別のセルに転送することができ
る。
【００２８】
　例えば、図４に示す実施形態では、１２８ＯＶＳＦ(orthogonal variable spreading f
actor)チャネル化コード４１８は、１９台までの移動体装置に対応するか、あるいは移動
体装置当たりのビジービット４１０，４１２が割り当てられていない場合には３８台まで
の移動体装置に対応する構造と関連付けられている。セル毎にこの構造の多数のインスタ
ンスがある場合もあるが、セルによってスケジューリングされる移動体装置には、アクテ
ィブセルのハンドオフ時、または同時アクティブセルおよびソフト／ソフターハンドオフ
時、あるいはセルに対する移動体装置の発呼／呼設定時に監視すべき、対応する１つのＯ
ＶＳＦコード４１８が割り当てられる。
【００２９】
　更に、図４に示す実施形態例では、発呼または呼設定時、ソフトまたはソフターハンド
オフ時、あるいはスケジューリングセルへのアクティブセルのハンドオフ時に、各移動体
装置には、それに対応するＡＣＫおよびビジービットチャネル４０６，４０８，４１０，
４１２に対する一意の直交シーケンス４２０，４２２，４２４，４２６、相対付与（アッ
プ／ダウンビット）チャネルに対して全ての移動体装置が知っている一意の共通直交シー
ケンス４２８、および広域ビジービットチャネルに対する一意の共通直交シーケンス４３
０も割り当てることができる。例えば、前述の処置に応答して、各移動体装置に、ＡＣＫ
およびビジービットチャネルに対する４０ビットアダマール直交シーケンス４２０，４２
２，４２４，４２６、相対付与チャネルに対する４０ビットアダマール直交シーケンス４
２８、ならびに広域ビジービットチャネルに対する４０ビットアダマール直交シーケンス
４３０を割り当てることができる。送信する各シーケンスは、２ｍｓＴＴＩのスロット３
つというように、所定のＴＴＩの所定数のスロットにわたって繰り返えされ、他のシーケ
ンスと合計（４３２）してもよい。次いで、この和を、サイズ１２８のコードのような、
ＯＶＳＦチャネル化コード４１８で拡散し（４３４）、続いてＱＰＳＫ変調およびスクラ
ンブリングを行う。一実施形態では、維持するチャネル化コードを少なくできるように、
図４に示すように、４０ビットシーケンスのような、より大きいシーケンスが、２０ビッ
トシーケンスのようなより小さいシーケンスよりも好ましい。
【００３０】
　図５を参照すると、多数の移動体装置毎ＡＣＫチャネル５０２，５０４をサポートする
、非スケジューリングセルダウンリンクコード化構造５００の一例が示されている。この
コード化構造５００は、アクティブセットにおける所与のセルによってスケジューリング
されていない移動体装置によって用いられ得る。したがって、移動体装置は、アクティブ
セットのそれらの非スケジューリングセルの各々におけるこの構造のインスタンスに対応
する単一の（サイズ２５６）ＯＶＳＦチャネル化コード５０６を監視する。例えば、図５
に示す実施形態では、この構造の各インスタンスは、２０台の移動体装置に対応すること
ができ、ソフト／ソフターハンドオフ時、発呼／呼設定時、またはアクティブセルへのハ
ンドオーバ時に、１つの対応するチャネル化コードを割り当てることができる。２０ビッ
トアダマール直交コードのような単一ＡＣＫチャネルに対応する直交コードも、アクティ
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ブセットへのハンドオフ時、またはソフト／ソフターハンドオフ時に、移動体装置のアク
ティブセットにセルを追加する際に、非スケジューリングセルによって各移動体装置に割
り当てることもできる。一実施形態では、移動体装置に割り当てられるシーケンスは、Ａ
ＣＫに対して送信され、ＮＡＣＫに対しては送信されなくてもよい。尚、より良好なＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫカバレッジが得られるので、（２０ビットのような）より短いシーケンスが
、（４０ビットのような）より長いシーケンスよりも好ましいことに留意されたい。また
、セルがサポートするスケジューリングされていないユーザの数を最少にして、非スケジ
ューリングセルダウンリンクコード化構造において必要なＡＣＫチャネルの数を削減する
ことができる。
【００３１】
　図６を参照すると、基地局が移動体装置のアップリンク送信をスケジューリングする際
に用いることができ、「時間およびレート」スケジューリングネットワークにおいて対応
することができる絶対付与（ＡＧ）チャネルのコード化構造の一例が示されている。ＡＧ
チャネルを用いて、移動体装置のレートまたは電力限度情報、および移動体装置が送信し
得る禁止スケジューリング時間間隔(proscribed scheduling time interval) を信号で送
ることができる。ＡＧ情報（例えば、ＤＰＲ、ＣＡＣＫ、ＮＯＰ、ＡＧＩ）は、特定の移
動体装置に向けてＡＧチャネル上で送ることができる。ＡＧ情報は、Ｋ＝９テールバイテ
ィング畳み込みコード(tail biting convolution code)のような、畳み込みコードを用い
てコード化することができる。尚、制御チャネルＡＣＫ／ＮＡＣＫ（ＣＡＣＫ）は、先行
の２ｍｓ　ＴＴＩ　Ｅ－ＤＰＣＣＨ送信に応答して送信され得、その場合、制御チャネル
のデコードに成功した場合にはＡＣＫが送られ、それ以外の場合にはＮＡＣＫが送られる
ことに留意されたい。また、移動体装置は、Ｅ－ＤＰＣＣＨ電力制御のためにＣＡＣＫも
用いることができる。また、ＣＡＣＫは、コード多重化Ｅ－ＤＰＣＨの場合に効果的な１
０ｍｓＴＴＩを達成するために用いられる２ｍｓ　ＴＴＩ　Ｅ－ＤＰＣＣＨ送信の反復を
早期に終了させることができる。未処理パケット数（ＮＯＰ）フィールドは、いくつの未
処理パケットが許容されるかを示す。一実施形態では、スケジューリング付与当たりの未
処理パケット数は、２ビットの「未処理パケット数」（ＮＯＰ）フィールドによって制御
され、１個、４個、６個、または無限数のパケットにマップされ得る。無限数のパケット
の場合は、移動体装置が「時間およびレート」スケジューリングモードから離脱し、「レ
ート制御」モードに入ることに対応する。「時間およびレート」スケジューリングでは、
これは、事実上、異なるスケジューリング間隔を可能にし、無限数の場合は、移動体装置
がレートスケジューリングモードに入り、広域相対付与（アップ／ダウン）ビットを用い
てそのレート選択または電力レベルを制御し、ビジービットを用いてその送信を可能また
は不能にすることを意味する。一旦「レートスケジューリング」モードに入ると、移動体
装置は、アクティブ状態から離脱するまで、そのモードに残留することができる。アクテ
ィブ状態からの離脱は、一般に、送信するデータが残っていないために、休止タイマ(ina
ctivity timer)が切れるときに起こる。アクティブチャネル状態（３ＧＰＰ　ＷＣＤＭＡ
では、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態として知られている）に入ると、ユーザ機器即ち移動体装置
（ＵＥ）を、「時間およびレート」または「レート制御」スケジューリングモードのいず
れかに指定することができる。一実施形態では、ＡＧＩを受信するための現ＨＡＲＱ停止
／待機チャネル番号に対する後続のＡＧ送信において、ＡＧチャネル化コード集合におけ
る４つのＡＧチャネル化コードの内のどれを、移動体装置が監視しデコードすべきかを示
すために、絶対付与標識（ＡＧＩ）フィールドを用いることができる。これによって、移
動体装置は、ＴＴＩ毎に１つのＡＧコードのみを監視すればよいことになる。
【００３２】
　Ｎ－チャネル停止／待機プロトコルでは、ユーザは、例えば、２ｍｓＴＴＩで、Ｎ個の
チャネルの各々の上で１つのパケットを送ることができ、この場合チャネルは互いに１Ｔ
ＴＩだけ時間がずれており、Ｎ個のチャネル全てを連続的に用いるときに、移動体装置の
送信において重複や間隙が生じないようにしている。パケットが停止／待機チャネルｉ上
で送信され、ユーザが受信エンティティからＡＣＫを受信しない場合、その後に生じるチ
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ャネルｉ上で再送信することができる。ＡＣＫを受信するまで、または再送信の最大数に
達するまで、ｉ番目の停止／待機チャネル上でパケットを再送信し続ける。次いで、ユー
ザは自由にチャネルｉ上で新たなパケットを送信する。この手順は、Ｎ個のチャネルの各
々で独立して行うことができる。チャネルｉに対応するＡＧチャネル上で受信したＡＧＩ
は、ユーザがチャネルｉについて、どのＡＧチャネル番号を監視すうべきかを示している
。あるいは、ＡＧＩは、絶対付与が暗示的に示す停止／待機チャネル番号には無関係に、
どのＡＧチャネルを監視すべきかを示す。
【００３３】
　図７を参照すると、セル毎に割り当てられた絶対付与（ＡＧ）チャネル７０２，７０４
の一例が示されている。例えば、図示の実施形態では、４つのＡＧチャネルから成る２つ
の集合をセル毎に割り当てることができ、各チャネルは、対応するＯＶＳＦチャネル化コ
ード７０６，７０８を有する。セルのＡＧチャネル集合の１つは、対応するチャネル化コ
ードと共に、アクティブセットへのハンドオフまたは発呼／呼設定によってセルがスケジ
ューリングセルになったときに、移動体装置に割り当てられる。
【００３４】
　図８を参照すると、ＡＧと共に用いられるＨ－ＲＮＴＩカラーコード化方式８００が示
されている。各ＡＧチャネルは、一意の移動体装置ＩＤ（Ｈ－ＲＮＴＩ８０２）によって
カラーコード化されているので、移動体装置は、それ自体が送信された付与の目標である
のか否かを判定することができ、これによって誤った付与の可能性を低下する。
【００３５】
　図９を参照すると、ＡＧチャネルと共に用いられる高速パケットアクセスネットワーク
におけるアップリングデータ通信を制御するための別のスケジューリングセルダウンリン
クコード化構造９００の一例が示されている。提案するダウンリンク構造は、スケジュー
リングセルの移動体装置ＵＥ１～ＵＥｋ毎に、「時間およびレート」スケジューリングネ
ットワーク用のＡＣＫチャネル９０２，９０４に対応する。所与の移動体装置には、ＴＴ
Ｉ毎に１つのスケジューリングセルしかないものと仮定して、アクティブセットへのハン
ドオフを用いて「スケジューリングセル」ステータスを、アクティブセットにおける異な
るセルに転送する。例えば、図示の実施形態では、単一サイズの１２８ＯＶＳＦチャネル
化コードが、最大数の移動体装置に対応する構造の各インスタンス化と関連付けられてい
る。１つのセルに対してこの構造には多数のインスタンスがある場合もあるが、そのセル
によってスケジューリングされる移動体装置には、アクティブセルのハンドオフの際に監
視すべきＯＶＳＦコードが知らされている。新たなスケジューリングセルへのアクティブ
セルのハンドオフの間、各移動体装置には、それに対応するＡＣＫチャネル９０２、９０
４に対する一意の直交シーケンス９０８，９１０も割り当てられる。例えば、送信する各
シーケンスを、２ｍｓＴＴＩの３スロットにわたって繰り返し、他のシーケンスと合計す
る（９１２）ことができる。次いで、この合計を、ＯＶＳＦチャネル化コードで拡散し（
９１４）、続いてＱＰＳＫ変調およびスクランブリングを行う。この場合、維持するチャ
ネル化コードが少なくなるように、小さい（例えば、２０ビット）シーケンスよりもより
大きい（この場合、４０ビット）シーケンスが好ましい。
【００３６】
　図１０を参照すると、スケジューリングセルコード化構造の更に別の実施形態が示され
ている。即ち、ハイブリッドスケジューリングセルコード化構造１０００は、１つ以上の
「レート制御」ＡＣＫ／ＮＡＫチャネル１００２、移動体装置毎ビジービットチャネル１
００ｘ、広域相対付与チャネル１００ｘおよび広域ビジービットチャネル１００ｘ、なら
びに１つ以上の「時間およびレート」ＡＣＫ／ＮＡＫチャネル１００４を含み、したがっ
て、「レート制御」または「時間およびレート」スケジューリングモードのいずれかで移
動体装置に対応することができる。これに応じて、１つのチャネル化コードが、「レート
制御」スケジューリングが行われる移動体装置および「時間およびレート」スケジューリ
ングが行われる移動体装置の双方をサポートする構造を提供する。
【００３７】
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　図１１を参照すると、図１のワイヤレス通信システム１００の移動体装置例１１００が
示されている。明確性および簡潔性のために、図１１は、当業者に実施形態を説明するた
めに必要な移動体装置１２８，１３０の機能性のみを図示する。つまり、図１１に示す機
能的要素に加えて、移動体装置は、当業者には周知である、ワイヤレス通信技術仕様に応
じて通信するために必要なまたは望ましいその他の機能性も備えることができるのが通例
である。
【００３８】
　図１１は、第１受信機１１０４および第１送信機１１０６に（例えば、デュプレクサ（
図示せず）を介して）結合されているアンテナ１１０２を備えている。第１受信機１１０
４は、１カ所以上の基地局から送信される信号をエアインターフェースを通じて受信する
機能性を備えており、第１送信機は、１カ所以上の基地局にエアインターフェースを通じ
て送信する機能性を備えている。第１受信機１１０４および第１送信機１１０６は、第１
コントローラ１１０８に結合されている。
【００３９】
　図１２は、図１のワイヤレス通信システム１００のソフトハンドオーバ基地局１２００
を示す。明確性および簡潔性のために、図１２は、当業者に実施形態を説明するために必
要な基地局の機能性１１４，１１６，１１８，１２０のみを図示する。つまり、図１２に
示す機能的要素に加えて、基地局は、当業者には周知のワイヤレス通信技術使用に応じて
通信するために必要なまたは望ましいその他の機能性も備えることができるのが通例であ
る。
【００４０】
　基地局１２００は、第２受信機１２０４に結合されているアンテナ１２０２を備えてい
る。第２受信機１２０４は、ユーザ機器からエアインターフェースを通じて送信される信
号を受信する。第２受信機１２０４は、コントローラ１２０６に結合されており、コント
ローラ１２０６は第２受信機１２０４からデータを受け取り、固定ネットワーク、特に、
ＲＮＣ（図示せず）に出力する。コントローラ１２０６は、更に、第２受信機１２０４を
制御するとともに、固定ネットワークにおけるその他のネットワーク要素をアドレス指定
するように動作することができる。
【００４１】
　基地局１２００は、ユーザ機器からエアインターフェースを通じて送信される信号を受
信する第２受信機１２０４と、ユーザ機器に送信される信号をエアインターフェースを通
じて送る第２送信機１２０６とに結合されているアンテナ１２０２を備えている。第２受
信機１２０４は、１台以上のユーザ機器からエアインターフェースを通じて送信される信
号を受信する機能を備えており、第２送信機１２０６は、エアインターフェースを通じて
１台以上のユーザ機器に信号を送信する機能性を備えている。第２受信機１２０４および
第２送信機１２０６は、コントローラ１２０８に結合されている。
【００４２】
　以上、本発明の好適な実施形態について図示し説明したが、本発明はそれに限定される
のではないことは、理解されてしかるべきである。当業者であれば、添付した特許請求の
範囲に規定した本発明の主旨および範囲から逸脱することなく、多数の修正、変更、変形
、置換、均等物に想到するであろう。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明による移動体装置のワイヤレス通信基盤設備との通信を表す、ワイヤレス
通信システムの概略図。
【図２Ａ】本発明にしたがって、セルが担当する多数の移動体装置をスケジューリングす
る場合のタイミング図。
【図２Ｂ】本発明にしたがって、セルが担当する多数の移動体装置をスケジューリングす
る場合のタイミング図。
【図３Ａ】本発明によるダウンリンクデータ通信に対応するダウンリンク制御チャネルを
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表す概略図。
【図３Ｂ】本発明によるダウンリンクデータ通信に対応するダウンリンク制御チャネルを
表す概略図。
【図３Ｃ】本発明によるダウンリンクデータ通信に対応するダウンリンク制御チャネルを
表す概略図。
【図３Ｄ】本発明によるダウンリンクデータ通信に対応するダウンリンク制御チャネルを
表す概略図。
【図４】本発明にしたがってアップリンクデータ通信を制御するスケジューリングセルダ
ウンリンクコード化構造を表す概略図。
【図５】本発明による非スケジューリングセルダウンリンクコード化構造を表す概略図。
【図６】本発明にしたがって利用する絶対付与チャネルの概略図。
【図７】本発明にしたがってセル毎に割り当てられる多数の絶対付与チャネルの概略図。
【図８】本発明にしたがって利用するカラーコード化方式の概略図。
【図９】本発明にしたがってアップリンクデータ通信を制御する、別のスケジューリング
セルダウンリンクコード化構造を表す概略図。
【図１０】本発明にしたがってアップリングデータ通信を制御する、ハイブリッドスケジ
ューリングセルダウンリンクコード化構造を表す概略図。
【図１１】図１のワイヤレス通信システムの移動体装置の一例を表すブロック図。
【図１２】図１のワイヤレス通信システムの基地局の一例を示すブロック図。

【図１】 【図２Ａ】
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【図３Ｂ】 【図３Ｃ】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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