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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク・コントローラと基地局との間のシグナリング・インタフェースを介して
、前記ネットワーク・コントローラからの情報を前記基地局で受信する工程を含み、前記
情報は、データを含み、そして、前記シグナリング・インタフェースとは異なるリンクを
介した前記基地局からの送信に用いるスケジューリング間隔に適合するよう選択されたフ
レーム・サイズを有し、さらに、
　前記データをスケジューリング間隔内で前記リンクを介して前記基地局から送信する工
程を含む通信方法。
【請求項２】
　前記スケジューリング間隔が少なくとも前記フレーム・サイズの時間長に等しい、請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記受信情報がプロトコル情報を含み、前記プロトコル情報の少なくとも一部が前記デ
ータに関連し、前記データの少なくとも一部がデータ・パケットを含む、請求項２に記載
の方法。
【請求項４】
　各ユーザが無線ダウンリンク・データ・サービスおよび無線アップリンク・データ・サ
ービスの少なくとも一方を要求するのに応じて、前記受信データをバッファ中に記憶する
工程と、
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　前記受信データをパケット化する工程とをさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　スケジューリング間隔内でシグナリング・インタフェースとは異なるリンクを介した基
地局からの再送信のために、ネットワーク・コントローラから基地局に前記シグナリング
・インタフェースを介してデータを送信する工程を含み、前記シグナリング・インタフェ
ースを介して送信されたデータは最長でも前記スケジューリング間隔に等しいフレーム・
サイズを有し、さらに、　
　前記シグナリング・インタフェースを介してプロトコル情報を送信する工程を含み、前
記プロトコル情報の少なくとも一部が前記データに関連する、通信方法。
【請求項６】
　前記スケジューリング間隔が少なくとも前記フレーム・サイズの時間長に等しい、請求
項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記プロトコル情報は、電力フロー制御、ＭＡＣ－ｄフロー、前記送信されるデータの
サイズ、前記データの少なくとも一部を少なくとも１人のユーザに対応させた対応情報、
前記再送信されるデータのサイズ、前記データを送信する際の伝送速度、前記データを再
送信する際の伝送速度、前記データの送信開始時間、前記データの再送信開始時間、前記
データを送信する際の電力レベル、前記データを再送信する際の電力レベル、前記受信さ
れるデータのサイズ、前記送信されるデータのサイズ、前記データを受信する際の伝送速
度、前記データの受信開始時間、前記データの送信開始時間、前記データを受信する際の
電力レベル、前記データを送信する際の電力レベルのうち少なくとも１つを含む、請求項
３または５に記載の方法。
【請求項８】
　シグナリング・インタフェースを介して、あるフレーム・サイズを有するデータを送信
する工程が、
　前記データをデータ・パケットにパケット化する工程を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　ネットワーク・コントローラを用いた通信方法であって、前記ネットワーク・コントロ
ーラは、前記ネットワーク・コントローラと基地局との間のシグナリング・インタフェー
スを介して、あるフレーム・サイズを有するデータおよびプロトコル情報を基地局に通信
するものであり、前記方法は、
　前記シグナリング・インタフェースとは異なるリンクを介して前記基地局が用いるスケ
ジューリング間隔内で前記シグナリング・インタフェースを介したデータの送信および受
信の少なくとも一方を行う工程を含み、前記データのフレーム・サイズが最長でも前記ス
ケジューリング間隔に等しい、方法。
【請求項１０】
　前記スケジューリング間隔が少なくとも前記フレーム・サイズの時間長に等しく、
　前記受信データがデータ・パケットを含み、
　前記パケットが、前記コントローラによって通信された前記データに対応する、請求項
９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電気通信に関し、より詳細には無線通信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信システムは、地理的に分散された多くのセルラ通信サイトまたは基地局を利用
している。各基地局は、定常または固定の無線通信デバイスまたはユニットとの通信信号
の送受信をサポートしている。各基地局は、一般にセル／セクタと呼ばれる特定の領域に
わたる通信を処理する。ある無線通信システムが対象とする全対象区域は、そのような配
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備された基地局のセルを結合したものとして定義される。この場合、可能であれば、シス
テムの境界の外側において対象範囲が途切れないようにするために、隣接または近くのセ
ルサイトの対象区域が互いに重なっていることがある。
【０００３】
　無線ユニットは、アクティブになっているときに、順方向リンクまたはダウンリンクを
介して少なくとも１つの基地局から信号を受信し、逆方向リンクまたはアップリンクを介
して少なくとも１つの基地局に信号を送信する。セルラ通信システムにおけるリンクまた
はチャネルを定義するためのいくつかのアプローチが開発されている。これらのスキーマ
には、たとえば、ＴＤＭＡ（時分割多重アクセス）およびＣＤＭＡ（符号分割多重アクセ
ス）が含まれる。
【０００４】
　ＴＤＭＡ通信システムでは、電波スペクトルがタイム・スロットに分割される。各タイ
ム・スロットによって、１人のユーザしか送信および／または受信を行うことができない
。したがって、ＴＤＭＡでは、各ユーザがそれぞれに割り当てられた時間の間に情報を送
信できるように、送信者と受信者の間の正確なタイミングが必要とされる。
【０００５】
　ＣＤＭＡ通信システムでは、異なる無線チャネルが異なるチャネル化コードまたはシー
ケンスによって区別される。これら別個のチャネル化コードを使用して、異なる情報スト
リームを符号化し、次いで、それらの情報ストリームを、同時伝送するために１つまたは
複数の異なる搬送周波数で変調することができる。受信側は、受信信号を復号するための
適切なコードまたはシーケンスを使って、受信信号から特定のストリームを回復すること
ができる。
【０００６】
　図１を参照すると、無線通信をサポートすることが可能な例示のネットワーク１０を示
してある。ここで、ネットワーク１０は、たとえば、世界規模の移動体通信サービス（Ｕ
ＭＴＳ）および／または符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）システムを含む、いくつかの
標準アーキテクチャのうちの１つを含むことができる。ネットワーク１０を、無線アクセ
ス・ネットワーク（ＲＡＮ）１２およびコア・ネットワーク１４に分割することができる
。ＲＡＮ１２は、例示の無線ユニット１８ａ、１８ｂとネットワーク１０の間の無線イン
タフェース１６ａおよび１６ｂをサポートするために使用する機器を含む。ＲＡＮ１２は
、複数のノードｂまたは基地局２０ａ～２０ｃ、およびいくつかの無線ネットワーク・コ
ントローラ（ＲＮＣ）または基地局コントローラ２２ａ、２２ｂも含む。ノードｂとＲＮ
Ｃの間の信号交換（ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　ｅｘｃｈａｎｇｅ）は、通例、Ｉｕｂインタフ
ェースと呼ばれ、一方、ＲＮＣ間のインタフェースは、通例、Ｉｕｒインタフェースと呼
ばれる。一般に、ＩｕｂおよびＩｕｒインタフェースのトランスポート・メカニズムはと
もに、非同期伝送モード（ＡＴＭ）に基づいている。
【０００７】
　コア・ネットワーク１４は、回路ベースの通信およびパケット・ベースの通信をサポー
トするネットワーク要素を含む。たとえば、無線ユニット１８ｂと公衆交換電話網（ＰＳ
ＴＮ）２４または別の無線ユニットの間の回路ベースの通信を処理するための回路チャネ
ルを確立する際、基地局２０ｂは、無線インタフェースまたはリンク１６ｂを介して、コ
ード化された情報（たとえば、回路音声または回路交換データ）を受信（アップリンクで
）および送信（ダウンリンクで）することができる。ＲＮＣ２２ａ、２２ｂはそれぞれ、
たとえば、フレームの選択、暗号化、アクセス・ネットワークの移動性の処理などを含む
、いくつかの機能を実行することができる。上述のシナリオにおいては、ＲＮＣ２２ｂは
、同期伝送モード（ＡＴＭ）／インターネット・プロトコル（ＩＰ）ネットワーク２８な
どのネットワークを介して、回路音声および回路交換データを移動交換センタ（ＭＳＣ）
３０に転送することができる。ＭＳＣ３０は、ＭＳＣレベルのコール処理およびマクロモ
ビリティ（ｍａｃｒｏｍｏｂｉｌｉｔｙ）を担当する。ＭＳＣ３０は、無線ユニット１８
ｂと、たとえばＰＳＴＮ２４の間の接続を確立する。
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【０００８】
　例示の無線ユニット１８ａと、インターネットなどのパケット・データ・ネットワーク
（ＰＤＮ）３４の間のパケット・ベース通信を処理するためのパケット・チャネルを確立
する際、基地局２０ａは、無線インタフェースまたはリンク１６ａを介して、コード化さ
れた情報を受信（アップリンクで）および送信（ダウンリンクで）する。アップリンク方
向では、ＲＮＣ２２ａは、例示の無線ユニット１８ａによって送信されてきたパケットの
再組立てを行い、それらをサービングＧＰＲＳ（一般パケット無線サービス、Ｇｅｎｅｒ
ａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）サポート・ノード（ＳＧＳＮ）４０
に転送する。ダウンリンク方向では、ＲＮＣ２２ａは、それらのパケットを受信し、それ
らを基地局に転送するのに適したサイズのパケットに分割する。基地局は、処理を実行し
、無線リンク１６ａを介してデータを送信することができる。ＳＧＳＮ４０は、パケット
・データのセッション処理およびマクロモビリティに対するサポートをネットワーク１０
に提供する。ＳＧＳＮ４０は、無線ユニット１８ａとＰＤＮ３４の間の接続を確立する。
【０００９】
　さらに、コア・ネットワーク１４は、ゲートウェイＧＰＲＳサポート・ノード（ＧＧＳ
Ｎ）４２も含むことができる。ＧＧＳＮ４２は、たとえば、外部ＰＤＮに対するゲートウ
ェイとしての役割を果たすことができる。ＳＧＳＮ４０からの要求に応じて、ＧＧＳＮは
、パケット・データ・プロトコル（ＰＤＰ）セッションを確立するためのゲートウェイを
提供する。
【００１０】
　音声アプリケーションの場合、従来のセルラ通信システムは、無線ユニットと基地局の
間に専用リンクを使用している。音声通信は、本質的に、遅延に対する耐性がない。した
がって、無線セルラ通信システムにおける無線ユニットは、１つまたは複数の専用リンク
を介して信号の送受信を行う。一般に、アクティブな無線ユニットは、それぞれ、ダウン
リンクにおいての専用回線、およびアップリンクにおいての専用回線を割り当てられる必
要がある。
【００１１】
　インターネットの急激な普及とデータに対する需要の増加に伴って、セルラ通信システ
ムにおいてはリソースの管理が重要な課題となっている。高速ダウンリンク・パケット・
アクセス（ＨＳＤＰＡ）や高速アップリンク・パケット・アクセス（ＨＳＵＰＡ）を利用
しているシステムなど、次世代の無線通信システムは、インターネット・アクセスおよび
マルチメディア通信のサポートにおいてプレミアム・データ・サービスを提供することが
期待されている。しかし、音声とは異なり、データ通信は潜在的にバースト性があり、し
かし比較的に遅延に対する耐性がある。したがって、データ通信のためのシステムでは、
ダウンリンクまたはアップリンクにおいて専用リンクを使用することが効率的ではないこ
とがある。いくつかの無線ユニットが共用することができる１つまたは複数のチャネルを
利用するようにさせれば、より効率的なデータ通信システムが可能になるであろう。この
構成によれば、ダウンリンク上の各無線ユニットが利用可能なリソースを共用し、この場
合、リソース管理プロセスを通して、ダウンリンク送信がユーザに対してスケジュールさ
れる。ダウンリンクにおいて管理されるリソースには、たとえば、ノードｂによって割り
振られる伝送電力、チャネル化コード、および／または、各ユーザによる、同じセクタま
たはセルの他のユーザ、および別のセクタまたはセル内の他のユーザに対する干渉が含ま
れる。
【００１２】
　ＨＳＤＰＡ／ＨＳＵＰＡサービスを提供するノードｂにおける全般的リソース管理は、
図１のＲＮＣ２２ａおよび／またはＲＮＣ２２ｂなどの無線ネットワーク・コントローラ
が行うことができる。たとえば、各ＲＮＣは、ＨＳＤＰＡ／ＨＳＵＰＡサービスをサポー
トする各ノードｂについて、ダウンリンクおよび／またはアップリンク上におけるデータ
転送のさまざまな特性を決定し、制御することができる。それらのダウンリンクおよび／
またはアップリンク上における特性には、たとえば、データ・パケットの伝送電力および
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／または伝送速度の割当が含まれ得る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　ＨＳＤＰＡ／ＨＳＵＰＡサービスのさらなる開発においては、さまざまな問題が識別さ
れている。これらの問題には、たとえば、データの転送における非効率およびパフォーマ
ンスの問題、およびＨＳＤＰＡ／ＨＳＵＰＡサービスをサポートする基地局の設計実装コ
ストが含まれる。したがって、ＨＳＤＰＡ／ＨＳＵＰＡサービスをサポートするネットワ
ークの効率およびパフォーマンスを向上させるための方法に対する需要がある。さらに、
ＨＳＤＰＡ／ＨＳＵＰＡサービスをサポートする基地局の実装コストを削減する必要があ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は通信方法を提供する。より詳細には、本発明は、シグナリング・インタフェー
スを介して伝送されるデータのフレーム・サイズを、最大でも、無線ユニットに伝送され
るデータ・パケットのスケジューリング間隔に等しくなるようにすることによって、たと
えばＨＳＤＰＡおよびＨＳＵＰＡなど、ダウンリンクおよび／またはアップリンクを介し
たデータの送受信をサポートする無線通信方法を提供する。その際に、本発明は、ＨＳＤ
ＰＡ／ＨＳＵＰＡサービスをサポートするネットワークの効率およびパフォーマンス、お
よびＨＳＤＰＡ／ＨＳＵＰＡサービスをサポートする基地局の実装に伴うコストに焦点を
当てている。
【００１５】
　本発明の一実施形態では、通信方法は、シグナリング・インタフェースを介して、デー
タを含む、あるフレーム・サイズを有する情報を送信する工程を含む。シグナリング・イ
ンタフェースは、たとえば、Ｉｕｂおよび／またはＩｕｒインタフェースであってよい。
そして、この情報を、基地局（または複数基地局）および／または基地局コントローラ（
または複数基地局コントローラ）が受信することができる。この方法はまた、スケジュー
リング間隔内でデータを送信する工程も含む。たとえば、基地局（または複数基地局）お
よび／または基地局コントローラ（または複数基地局コントローラ）が、そのデータを送
信する工程を実行する。基地局（または複数基地局）および／または基地局コントローラ
（または複数基地局コントローラ）がシグナリング・インタフェースを介して受信するデ
ータのフレーム・サイズは、最大でもスケジューリング間隔に等しい。したがって、デー
タのフレーム・サイズは、スケジューリング間隔よりも少ないか、またはそれに等しくな
る。
【００１６】
　本発明の別の実施形態では、通信方法は、スケジューリング間隔内で再送信するための
、あるフレーム・サイズを有するデータを送信する工程を含む。このデータは、もともと
、Ｉｕｂおよび／またはＩｕｒなどのシグナリング・インタフェースを介して伝送するこ
とができる。この方法はまた、シグナリング・インタフェースを介してプロトコル情報を
送信する工程も含む。このプロトコル情報の少なくとも一部は、上記データに関連したも
のである。シグナリング・インタフェースを介して送信されるデータのフレーム・サイズ
は、最大でも再送信のスケジューリング間隔に等しい。したがって、データのフレーム・
サイズは、スケジューリング間隔よりも少ないか、またはそれに等しくなる。
【００１７】
　本発明のさらに別の実施形態では、通信方法はコントローラを使用し、このコントロー
ラは、シグナリング・インタフェースを介して、あるフレーム・サイズを有するデータお
よびプロトコル情報を基地局に通信することができる。この方法はまた、スケジューリン
グ間隔内でデータを送信および／または受信する工程も含む。シグナリング・インタフェ
ースを介して通信されるデータのフレーム・サイズは、最大でも再送信のスケジューリン
グ間隔に等しい。したがって、データのフレーム・サイズは、スケジューリング間隔より
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も少ないか、またはそれに等しくなる。
【００１８】
　添付の図面を参照しながら以下の非限定的な実施形態の説明を読むことにより、本発明
がよりよく理解されよう。
　例示のアプリケーションの図面は、縮尺で示したものではなく、概略的な表現にすぎず
、したがって、本発明の具体的な寸法を示すことを意図したものではないことに注意され
たい。本発明の具体的な寸法は、当業者が、本明細書における開示を考察することにより
決定することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明により、たとえばＨＳＤＰＡおよびＨＳＵＰＡなど、ダウンリンクおよび／また
はアップリンクを介したデータの送受信をサポートする無線通信方法が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明は、通信方法を提供する。より詳細には、本発明は、たとえばＨＳＤＰＡおよび
ＨＳＵＰＡなどの、ダウンリンクおよび／またはアップリンクにおけるデータの送受信を
サポートする無線通信の方法を提供する。その際に、本発明は、ＨＳＤＰＡ／ＨＳＵＰＡ
サービスをサポートするネットワークの効率およびパフォーマンス、およびＨＳＤＰＡ／
ＨＳＵＰＡサービスをサポートする基地局の実装に伴うコストに焦点を当てている。
【００２１】
　たとえばＨＳＤＰＡおよびＨＳＵＰＡなどのデータ通信サービスをサポートするネット
ワークでは、パフォーマンス上の欠点という問題が生じる場合がある。このような制約は
、シグナリング・インタフェースＩｕｂを介したデータの転送と、基地局から１つまたは
複数の指定無線ユニットへの転送の間のフローのずれに起因することがある。たとえばＨ
ＳＤＰＡをサポートする基地局では、あるフレーム・サイズを有するデータを、Ｉｕｂシ
グナリング・インタフェースを介して、基地局コントローラから基地局へ転送することが
できる。その後、転送されたデータを、パケット化され、スケジューリング間隔内で、た
とえばＨＳＤＰＡサービスを求めている無線ユニットに再転送することができる。しかし
、現在のところ、ネットワークは、データのフレーム・サイズについて、スケジューリン
グ間隔よりもかなり長い（たとえばその倍数）フレーム・サイズをサポートしている。そ
の結果、シグナリング・インタフェースＩｕｂを介したデータの伝送と、対応するデータ
・パケットの基地局から無線ユニットへの伝送の間にタイム・ラグが生じる場合がある。
【００２２】
　この潜在的なタイム・ラグを考慮した上でデータ・フローを容易にし、かつ維持するた
めに、ネットワークの設計は、基地局で使用される１つまたは複数の特定用途向け集積回
路（ＡＳＩＣ）中にメモリ・バッファを埋め込んで組み込むことをサポートしている。よ
り詳細には、基地局コントローラから受信されたデータを十分なサイズのバッファ・メモ
リ内に記憶することによって、たとえばＨＳＤＰＡサービスを求めている無線ユニットそ
れぞれの要求を満たすことができる。このシナリオでは、このバッファ・メモリのサイズ
により、上述のタイム・ラグを補うことができる。しかし、ＨＳＤＰＡまたはＨＳＵＰＡ
サービスに対する需要が増加するのにつれて、ＡＳＩＣ内にさらに大容量のメモリを組み
込まなければならないコストが不釣合いに増大する可能性がある。したがって、タイム・
ラグを補うためにバッファ・メモリを増加させ続けることは、実際には限界がある可能性
がある。このようなパフォーマンス上の問題を考慮して、本発明は、シグナリング・イン
タフェースを介して伝送されるデータのフレーム・サイズを、最大でも、無線ユニットに
伝送されるデータ・パケットのスケジューリング間隔に等しくなるようにすることによっ
て、ダウンリンクおよび／またはアップリンク上のデータの送受信をサポートする方法を
提供する。
【００２３】
　図２を参照すると、本発明の一実施形態の流れ図５０を示してある。ここでは、たとえ



(7) JP 4559766 B2 2010.10.13

10

20

30

40

50

ば、ＨＳＤＰＡおよび／またはＨＳＵＰＡなど、さまざまなダウンリンクおよび／または
アップリンク・データ・サービスをサポートする基地局内で実行することができる工程を
表した、通信方法を示してある。流れ図５０に示す方法は、シグナリング・インタフェー
ス５５を介して情報を受信する工程を含む。受信された情報は、あるフレーム・サイズを
有するデータを含む。さらに、シグナリング・インタフェースは、たとえば、Ｉｕｂおよ
び／またはＩｕｒインタフェースであってよい。そして、この情報を、基地局（または複
数基地局）および／または基地局コントローラ（または複数基地局コントローラ）によっ
て受信することができる。
【００２４】
　受信された情報がデータとともにプロトコル情報も含む場合があることに注意されたい
。一例では、プロトコル情報の少なくとも一部が上記データに関連したものである。受信
されたプロトコル情報は、以下のうち少なくとも１つを含む場合がある。すなわち、電力
フロー制御、ＭＡＣ－ｄフロー、受信されるデータのサイズ、データの少なくとも一部を
少なくとも１人のユーザに対応させた対応情報、送信されるデータのサイズ、データを受
信する際の伝送速度、データを送信する際の伝送速度、データの受信開始時間、データの
送信開始時間、データを受信する際の電力レベル、およびデータを送信する際の電力レベ
ル。
【００２５】
　この方法は、スケジューリング間隔６０内でデータを送信する工程も含む。たとえば、
基地局（または複数基地局）および／または基地局コントローラ（または複数基地局コン
トローラ）は、このデータを送信する工程を実行することができる。基地局（または複数
基地局）および／または基地局コントローラ（または複数基地局コントローラ）がシグナ
リング・インタフェースを介して受信するデータのフレーム・サイズは、最大でもスケジ
ューリング間隔に等しい。したがって、データのフレーム・サイズは、スケジューリング
間隔よりも少ないか、またはそれに等しくなる。
【００２６】
　無線ダウンリンクおよび／またはアップリンク・データ・サービスをサポートするため
に、受信データを、送信する際にはパケット・フォーマットにする場合がある。したがっ
て、受信側エンティティ（たとえば、基地局および／または基地局コントローラ）は、ス
ケジューリング間隔６０内でデータを送信する工程を実行する前に、データをパケット化
する場合がある。ここで、受信データを、パケット化する工程の前および／または後に、
バッファに記憶することができる。さらに、無線ダウンリンク・データ・サービスおよび
無線アップリンク・データ・サービスの少なくとも一方をユーザが要求したのに応じて、
受信データを記憶することができる。
【００２７】
　図３を参照すると、本発明の別の実施形態の流れ図７０を示してある。ここには、たと
えば、ＨＳＤＰＡおよび／またはＨＳＵＰＡなど、さまざまなダウンリンクおよび／また
はアップリンク・データ・サービスをサポートする基地局内で実行することができる工程
を表した、通信方法を示してある。流れ図７０に示す方法は、スケジューリング間隔７５
内で再送信するための、あるフレーム・サイズを有するデータを、シグナリング・インタ
フェースを介して送信する工程を含む。シグナリング・インタフェースは、たとえば、Ｉ

ｕｂおよび／またはＩｕｒインタフェースであってよい。
【００２８】
　したがって、工程７５で送信されたデータは、たとえば、基地局（または複数基地局）
および／または別の基地局コントローラ（または複数基地局コントローラ）が、その後に
再送信するために受信することができる。この、その後のデータの再送信には、たとえば
再送信に先立って、送信すべきデータを受信した際にパケット化する工程も含まれ得る。
送信すべきデータのフレーム・サイズは、パケット化した場合でもしていない場合でも、
最大でスケジューリング間隔に等しい。したがって、データのフレーム・サイズは、スケ
ジューリング間隔よりも少ないか、またはそれに等しい。
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【００２９】
　流れ図７０に示す方法は、シグナリング・インタフェース８０を介してプロトコル情報
を送信する工程も含む。プロトコル情報の送信は、工程７５におけるデータの送信ととも
に行うことができる。一例では、プロトコル情報の少なくとも一部が上記データに関連し
たものである。受信されたプロトコル情報は、以下のうち少なくとも１つを含む場合があ
る。すなわち、電力フロー制御、ＭＡＣ－ｄフロー、受信されるデータのサイズ、データ
の少なくとも一部を少なくとも１人のユーザに対応させた対応情報、送信されるデータの
サイズ、データを受信する際の伝送速度、データを送信する際の伝送速度、データの受信
開始時間、データの送信開始時間、およびデータを受信する際の電力レベル、およびデー
タを送信する際の電力レベル。
【００３０】
　図４を参照すると、本発明のさらに別の実施形態の流れ図９０を示してある。ここでは
、たとえば、ＨＳＤＰＡおよび／またはＨＳＵＰＡなど、さまざまなダウンリンクおよび
／またはアップリンク・データ・サービスをサポートする無線ユニット内で実行すること
ができる工程を表した、通信方法を示してある。流れ図９０に示す方法では、基地局コン
トローラを使用している。この基地局コントローラは、たとえば、Ｉｕｂおよび／または
Ｉｕｒインタフェースなどのシグナリング・インタフェースを介して、あるフレーム・サ
イズを有するデータおよびプロトコル情報を基地局に通信することができる。より詳細に
は、この方法は、スケジューリング間隔９５内でデータを送信および／または受信する工
程を含む。シグナリング・インタフェースを介して通信されるデータのフレーム・サイズ
は、最大でもスケジューリング間隔に等しい。したがって、データのフレーム・サイズは
、スケジューリング間隔よりも少ないか、またはそれに等しくなる。
【００３１】
（例示のシステム）
　ＨＳＤＰＡおよびＨＳＵＰＡサービスをサポートするネットワークにおいては、指定し
たチャネル（たとえばＨＳ－ＤＳＣＨ）とともにフレーム・プロトコル（ＦＰ）を使用し
て、コアＲＮＡ（ＣＲＮＣ）とノードｂの間のデータ・トランスポートをＩｕｂシグナリ
ング・インタフェースを介して処理し、また、サービスＲＮＣ（ＳＲＮＣ）とＣＲＮＣの
間のデータ・トランスポートをＩｕｂシグナリング・インタフェースを介して処理するこ
とができる。Ｉｕｂインタフェースを介して、ＨＳ－ＤＳＣＨチャネルなどの共用チャネ
ルのための媒体アクセス制御（ＭＡＣ）エンティティからの論理フローを、たとえばＨＳ
－ＤＳＣＨなどの指定チャネルのデータ・フレームを使って、ＣＲＮＣから、ノードｂに
常駐するＨＳＤＰＡ（他とＭＡＣ－ｈｓ）のための新しいＭＡＣエンティティにトランス
ポートすることができる。このデータ・フレームは、伝送時間間隔（ＴＴＩ）ごとに、Ｃ
ＲＮＣからノードｂに送ることができる。ノードｂでは、たとえばＨＳ－ＤＳＣＨなどの
指定チャネルに、このＭＡＣ－ｈｓと呼ばれる新しいエンティティを定義することができ
る。このＭＡＣ－ｈｓは、スケジューリング、ＨＡＲＱ操作、および／またはＩｕｂシグ
ナリング・インタフェースを介して受信したデータの優先処理などを含むさまざまなデュ
ーティを実行することができる。
【００３２】
　特定の用途においては、Ｉｕｂシグナリング・インタフェースがノードｂ中のＭＡＣモ
デル（たとえば、ＭＡＣ－ｈｓ）を反映することが重要である場合がある。たとえば、Ｔ
ＴＩをＭＡＣ－ｈｓ中に定義して、無線ユニットに対するデータのスケジューリングが２
ミリ秒ごとに（たとえば、ＴＴＩごとに）行われるようにすることができる。たとえば２
ミリ秒のＴＴＩをサポートするためには、ＨＳ－ＤＳＣＨなどのチャネルのフレーム・プ
ロトコルは、ＴＴＩが２ミリ秒に指定されたチャネルをトランスポートしなければならな
い。フレーム・プロトコル、Ｉｕｂ　ＮＢＡＰシグナリング、およびＩｕｒ　ＲＮＳＡＰ
シグナリング（たとえば、ドリフトＲＮＣ（Ｄｒｉｆｔ　ＲＮＣ）とコントロールＲＮＣ
（Ｃｏｎｔｒｏｌｌｉｎｇ　ＲＮＣ）の間の、すなわちＲＮＣ間のオープン・インタフェ
ース）は、ＨＳ－ＤＳＣＨなどの例示のチャネルに、フレーム・プロトコルのＴＴＩを指
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定しない場合がある。しかし、たとえば、ＨＳ－ＤＳＣＨ容量割当制御フレーム中のＨＳ
－ＤＳＣＨ間隔ＩＥは、粒度が１０ミリ秒の場合がある。例示のＨＳ－ＤＳＣＨ中のデー
タ・フレームが、１０ミリ秒という、より長いＴＴＩの倍数に基づくＴＴＩを使用しうる
ことが明らかであろう。
【００３３】
　ＨＳ－ＤＳＣＨ容量割当におけるＨＳ－ＤＳＣＨ間隔ＩＥの１０ミリ秒という粒度に基
づいて、ＨＳ－ＤＳＣＨのＦＰが、１０ミリ秒の倍数の長さのＴＴＩを有すると解釈でき
る場合には、いくつかの状況が生じ得る。あるシナリオとして、無線ユニットのユーザが
きわめて良好なチャネル状態を得ており、ノードｂ（たとえば、基地局）から、非常に高
速なデータ転送速度で伝送がスケジュールされるという場合がある。大量のデータを、最
大データ転送速度で無線ユニット（たとえば、ユーザ機器またはＵＥ）に送信することが
でき、ノードｂは、ＴＴＩの２ミリ秒終了時点で、追加データを待機する状況にある。Ｉ

ｕｂおよびエア・インタフェース（たとえば、基地局と無線ユニットまたはＵＥの間の、
Ｕｕまたはインタフェース）のＴＴＩのミスマッチのために、追加データが１０ミリ秒間
隔、たとえばＨＳ－ＤＳＣＨ間隔ごとにノードｂに到着する場合がある。したがって、こ
の例では、ノードｂのスケジューラは、再度スケジュールする追加データを得るまで、８
ミリ秒間、待機することがある。別のシナリオとして、バースト性のトラフィック・ソー
スが、セルにわずかなユーザを適度にロードさせるために、データをきわめて散発的にＲ
ＮＣに到着させる場合がある。後者のシナリオでは、２ミリ秒のＴＴＩにより、１つのＵ
Ｅにデータが到着すると、それに対してＨＳ－ＤＳＣＨ　ＦＰのフロー制御が素早く反応
することができ、その結果、他のＵＥからのデータも、Ｉｕｂを介して短い遅延で送信す
ることができる。上記に概説したシナリオのどちらにおいても、システム・リソースの活
用の低下、および、ＨＳＤＰＡ／ＨＳＵＰＡのスループット・パフォーマンスの潜在的損
失という結果が生じる可能性がある。
【００３４】
　２ミリ秒のＨＳ－ＤＳＣＨ　Ｉｕｂデータ・フレーム
　上述のように、ＨＳ－ＤＳＣＨにおける２ミリ秒のＨＳＤＰＡ間隔を、ＨＳ－ＤＳＣＨ
に使用することができ、この場合、ユーザのデータを、チャネルの変動に対応するように
、ノードｂでより高速のＴＴＩでスケジュールすることができる。２ミリ秒という短いＴ
ＴＩによって、ユーザを、ユーザのチャネルの状況に基づいて選択することができる。そ
の結果、スループット・パフォーマンスを向上させることができる。
【００３５】
　ノードｂへのより高速なデータ転送のための適合化
　フロー制御は、スケジューラの速度に反応し、応答することができる。たとえば、スケ
ジューラの時間粒度が２ミリ秒の場合、フロー制御の粒度も同じ粒度になり得る。優先度
が異なるデータを、２ミリ秒という短いフロー制御粒度でフロー制御する必要性を考慮し
て、ＲＮＣは、優先度が高いデータを先にノードｂに送信するように素早く切り替えるこ
とができる。
【００３６】
　ノードｂでは、変化するチャネルの状況を追跡することができる。ノードｂは、次いで
、たとえば遅延要件などのその他の制約を考慮して、最も望ましいチャネル状態のユーザ
（または複数ユーザ）をスケジュールすることによって反応する。したがって、特定のユ
ーザに送信されるデータ量も高速に変化する。フロー制御のタスクとして、（１）ノード
ｂのバッファにおけるデータのオーバフローを防ぐこと、（２）チャネルの状況が良好に
なった場合にスケジュールするデータが十分にあるようにすることが挙げられる。
【００３７】
　ノードｂにおけるバッファの提供を最小限にする
　流出フロー・スケジューリング速度と釣り合った、Ｉｕｂデータ・フレームよりも短い
データ・フレームの流入フロー速度は、データがノードｂに「ちょうどよい時に」配信さ
れるのを容易にすることができる。これは、ノードｂにおいて過多なデータをバッファに
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節約することができる。
【００３８】
　パフォーマンスの潜在的な損失に基づいて、ＩｕｂおよびＩｕｒのＨＳ－ＤＳＣＨ　Ｆ
ＰのＨＳ－ＤＳＣＨ間隔を、２ミリ秒のＨＳ－ＤＳＣＨ　ＴＴＩに一致するように変更す
ることができる。そのような場合、「ＨＳ－ＤＳＣＨ間隔」ＩＥは、Ｉｕｂ／Ｉｕｒ　Ｆ
Ｐ中の「ＨＳ－ＤＳＣＨ容量割当」制御メッセージの変更を必要とすることがある。
【００３９】
　例示の実施形態を参照しながら特定の発明について説明してきたが、この説明は、限定
する意味で解釈されることを意図したものではない。本発明を説明してきたが、当業者に
は、この説明を参照することにより、本明細書に添付の特許請求の範囲に記載してある本
発明の趣旨から逸脱することなく、例示の実施形態のさまざまな修正形態、および本発明
の追加形態が明らかになることを理解されたい。したがって、その方法、システム、およ
びそれらの一部、および記載の方法およびシステムの一部を、ネットワーク要素、無線ユ
ニット、基地局、基地局コントローラ、移動交換センタおよび／またはレーダ・システム
など、さまざまな場所に実装することができる。さらに、説明したシステムを実装するた
めに必要となる処理回路は、本開示の恩恵を受ける当業者であれば理解されるように、特
定用途向け集積回路、ソフトウェア駆動処理回路、ファームウェア、プログラム可能論理
デバイス、ハードウェア、個別のコンポーネントまたは上記コンポーネントの構成によっ
て実装することができる。当業者は、本明細書に説明し、記載した例示のアプリケーショ
ンに厳密に従うことなく、また本発明の趣旨および範囲から逸脱することなく、これらお
よびさまざまなその他の修正、構成および方法を本発明に加えることができることを容易
に認識されよう。したがって、添付の特許請求の範囲は、本発明の真の範囲に含まれる、
このような修正または実施形態のいずれをも対象とするものとみなされる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】代表的なネットワーク・アーキテクチャの構成図である。
【図２】本発明の一実施形態を示す図である。
【図３】本発明の別の実施形態を示す図である。
【図４】本発明の別の実施形態を示す図である。
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【図３】
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