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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチセル（１０，１１）の高速アップリンクパケットアクセス構成の無線通信ネット
ワークにおけるユーザ機器（１２）のアウタループ電力制御を扱う無線基地局（１３）に
おける方法であって、前記ユーザ機器（１２）がキャリア当り１つのセルという構成で少
なくとも２つのキャリアを用いる少なくとも２つのセル（１０，１１）に接続され、前記
無線基地局（１３）が前記２つ以上のキャリアのハイブリッド自動繰り返し要求の数をネ
ットワーク制御ノード（１４）にレポートするように構成されており、前記無線通信ネッ
トワークは前記無線基地局（１３）と前記ネットワーク制御ノード（１４）とを有し、前
記方法は、
　前記少なくとも２つのキャリアの内の第１のキャリアによるハイブリッド自動繰り返し
要求の数を決定する工程（２０２，４０１）と、
　前記少なくとも２つのキャリアの内の第２のキャリアによるハイブリッド自動繰り返し
要求の数を決定する工程と、
　ユーザプレーンフレームにおいて、前記決定されたハイブリッド自動繰り返し要求の数
と前記第１のキャリアに関係する識別子とを前記ネットワーク制御ノード（１４）にシグ
ナリングする工程（２０４，４０２）とを有し、
　これにより前記ネットワーク制御ノード（１４）が、前記第１のキャリアのためのアウ
タループ電力制御処理において用いられるアウタループ電力制御パラメータを制御可能に
し、
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　前記シグナリングは、シングルトランスポートキャリアにより前記第１のキャリアと前
記第２のキャリアの複数のユーザプレーンフレームを多重化することにより、前記ネット
ワーク制御ノード（１４）に対し実行され、
　前記複数のユーザプレーンフレーム各々は、前記決定されたハイブリッド自動繰り返し
要求の数とアウタループ電力制御処理を各キャリアに関係づける識別子とを含むことを特
徴とする方法。
【請求項２】
　前記アウタループ電力制御パラメータは、信号対干渉比の目標値を含むことを特徴とす
る請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記識別子は、キャリア識別子を含むことを特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記キャリア識別子は、周波数識別子を含むことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記識別子は、電力制御ループ識別子を含むことを特徴とする請求項１又は２に記載の
方法。
【請求項６】
　前記識別子は、４ビット以下のビットを含むことを特徴とする請求項１乃至５のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項７】
　マルチセル（１０，１１）の高速アップリンクパケットアクセス構成の無線通信ネット
ワークのセルにおける第１のキャリアのアウタループ電力制御のアウタループ電力制御パ
ラメータを決定するネットワーク制御ノード（１４）における方法であって、ユーザ機器
（１２）が少なくとも２つのセル（１０，１１）に接続され、セル当り１つのキャリア、
即ち、第１のキャリアと第２のキャリアとを用い、無線基地局（１３）が前記第１のキャ
リアのハイブリッド自動繰り返し要求の数を前記ネットワーク制御ノード（１４）にレポ
ートするように構成されており、前記無線通信ネットワークは前記無線基地局（１３）と
前記ネットワーク制御ノード（１４）とを有し、前記方法は、
　前記ハイブリッド自動繰り返し要求の数の指示と前記第１のキャリアに関係した識別子
とを含むユーザプレーンフレームを前記無線基地局（１３）から受信する工程（２０４，
６０１）と、
　前記第１のキャリアの前記ユーザプレーンフレームに含まれる前記ハイブリッド自動繰
り返し要求の数と前記識別子とを用いて、前記ハイブリッド自動繰り返し要求の数を前記
第１のキャリアの現在のアウタループ電力制御の処理に関係づける工程（２０５，６０２
）と、
　前記現在のアウタループ電力制御の処理に関係づけられた前記ハイブリッド自動繰り返
し要求の数に基づいて、前記第１のキャリアについての前記アウタループ電力制御パラメ
ータを決定する工程（２０５，６０３）とを有し、
　前記ユーザプレーンフレームは第２のキャリアのユーザプレーンフレームと前記ネット
ワーク制御ノード（１４）に対するシングルトランスポートキャリアにより多重化され、
　前記複数のユーザプレーンフレーム各々は、前記ハイブリッド自動繰り返し要求の数と
アウタループ電力制御処理を前記各キャリアに関係づける識別子とを含むことを特徴とす
る方法。
【請求項８】
　前記アウタループ電力制御パラメータは、信号対干渉比の目標値を含むことを特徴とす
る請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記識別子は、キャリア識別子を含むことを特徴とする請求項７又は８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記キャリア識別子は、周波数識別子を含むことを特徴とする請求項９に記載の方法。
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【請求項１１】
　前記識別子は、電力制御ループ識別子を含むことを特徴とする請求項７又は８に記載の
方法。
【請求項１２】
　前記識別子は、４ビット以下のビットを含むことを特徴とする請求項７乃至１１のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記アウタループ電力制御パラメータを前記無線基地局（１３）に送信する工程（６０
４）をさらに有することを特徴とする請求項７乃至１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ユーザプレーンフレームは、前記無線基地局（１３）から異なるネットワーク制御
ノード（１５）を介して受信されることを特徴とする請求項７乃至１３のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項１５】
　無線基地局（１３）とネットワーク制御ノード（１４）とを有するように構成された、
マルチセル（１０，１１）の高速アップリンクパケットアクセス構成の無線通信ネットワ
ークにおけるユーザ機器（１２）のアウタループ電力制御を扱う前記無線基地局（１３）
であって、
　前記ユーザ機器（１２）はキャリア当り１つのセルという構成で少なくとも２つのキャ
リアを用いる少なくとも２つのセル（１０，１１）に接続され、
　前記無線基地局（１３）は前記２つ以上のキャリアのハイブリッド自動繰り返し要求の
数を前記ネットワーク制御ノード（１４）にレポートするように構成されており、
　前記無線基地局は、
　前記少なくとも２つのキャリアの内の第１のキャリアによるハイブリッド自動繰り返し
要求の数と前記少なくとも２つ以上のキャリアの内の第２のキャリアによるハイブリッド
自動繰り返し要求の数とを決定するよう構成された決定回路（５０１）と、
　前記決定回路（５０１）に接続され、ユーザプレーンフレームにおいて、前記決定され
たハイブリッド自動繰り返し要求の数と前記第１のキャリアに関係する識別子とを前記ネ
ットワーク制御ノード（１４）にシグナリングするシグナリング回路（５０２）とを有し
、
　これにより、前記ネットワーク制御ノード（１４）が、前記第１のキャリアのためのア
ウタループ電力制御処理において用いられるアウタループ電力制御パラメータを制御可能
にし、
　前記シグナリング回路（５０２）はさらに、前記ネットワーク制御ノード（１４）に対
するシングルトランスポートキャリアにより前記第１のキャリアと前記第２のキャリアの
複数のユーザプレーンフレームを多重化することにより、シグナリングを行うように構成
され、
　前記複数のユーザプレーンフレーム各々は、前記決定されたハイブリッド自動繰り返し
要求の数とアウタループ電力制御処理を前記各キャリアに関係づける識別子とを含むこと
を特徴とする無線基地局。
【請求項１６】
　無線基地局（１３）とネットワーク制御ノード（１４）とを有するように構成された、
マルチセル（１０，１１）の高速アップリンクパケットアクセス構成の無線通信ネットワ
ークのセルにおける第１のキャリアのアウタループ電力制御のアウタループ電力制御パラ
メータを決定するネットワーク制御ノードであって、
　ユーザ機器（１２）は、少なくとも２つのセル（１０，１１）に接続され、セル当り１
つのキャリア、即ち、第１のキャリアと第２のキャリアとを用いるように構成され、
　前記無線基地局（１３）は、前記第１のキャリアのハイブリッド自動繰り返し要求の数
を前記ネットワーク制御ノード（１４）にレポートするように構成されており、
　前記ネットワーク制御ノードは、
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　前記ハイブリッド自動繰り返し要求の数の指示と前記第１のキャリアに関係した識別子
とを含むユーザプレーンフレームを前記無線基地局（１３）から受信するように構成され
た受信回路（７０１）と、
　前記受信回路に接続され、前記ユーザプレーンフレームに含まれる前記ハイブリッド自
動繰り返し要求の数と前記識別子とを用いて、前記ハイブリッド自動繰り返し要求の数を
前記第１のキャリアの現在のアウタループ電力制御の処理に関係づけるよう構成された関
係づけ回路（７０２）と、
　前記関係づけ回路（７０２）に接続され、前記現在のアウタループ電力制御の処理に関
係づけられた前記ハイブリッド自動繰り返し要求の数に基づいて、前記第１のキャリアに
ついての前記アウタループ電力制御パラメータを決定する決定回路（７０３）とを有し、
　前記ユーザプレーンフレームは第２のキャリアのユーザプレーンフレームと前記ネット
ワーク制御ノード（１４）に対するシングルトランスポートキャリアにより多重化され、
　前記複数のユーザプレーンフレーム各々は、前記ハイブリッド自動繰り返し要求の数と
アウタループ電力制御処理を前記各キャリアに関係づける識別子とを含むことを特徴とす
るネットワーク制御ノード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線基地局、無線基地局における方法、ネットワーク制御ノード、及び、ネッ
トワーク制御ノードにおける方法に関する。本発明、特に、無線通信ネットワークにおけ
るアウタループ電力制御の処理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　広帯域符号分割多元接続（ＷＣＤＭＡ）ネットワークのような今日の無線通信ネットワ
ークにおいて、高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ）が導入されている。ＨＳＰＡは高速ダ
ウンリンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）と高速アップリンクパケットアクセス（ＨＳ
ＵＰＡ）とを用いて、現存するＷＣＤＭＡの性能を向上させるものである。ＨＳＵＰＡに
おいて、デュアルセルＨＳＵＰＡのようなマルチセルＨＳＵＰＡを導入する作業が進行中
である。その作業項目での目的は、次のシナリオにおけるデュアルセルＨＳＵＰＡを規定
することにある。即ち、
　・デュアルキャリア送信はＨＳＵＰＡのアップリンク（ＵＬ）物理チャネルと専用物理
制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）のみに適用し、アップリンクＤＰＣＣＨは専用チャネル（Ｄ
ＣＨ）トランスポートチャネルを搬送するのに用いられるというシナリオ、
　・複数のキャリアが無線基地局としても知られる同じノードＢに属し、それらは近接し
たキャリアであるというシナリオ、
　・少なくとも２つのキャリアでの動作がダウンリンクにおいて同時に構成設定されると
いうシナリオである。
【０００３】
　シングルキャリアのエンハンスト・専用チャネル（Ｅ－ＤＣＨ）の動作では、信号対干
渉比（ＳＩＲ）の目標値のようなアウタループ電力制御（ＯＬＰＣ）パラメータは、例え
ば、サービング無線ネットワーク制御局（ＳＲＮＣ）のようなネットワーク制御ノードに
より決定され、ノードＢと呼ばれる無線基地局に送信される。或いは、その接続がネット
ワークインタフェースＩｕｒによるものであるなら、ドリフト無線ネットワーク制御局（
ＤＲＮＣ）を経由して無線基地局に送信される。ＳＩＲ目標値の決定には、ＳＲＮＣがＵ
Ｌデータフレームのヘッダにおいて受信する自動繰り返し要求（ＨＡＲＱ）再送の数、所
謂、ユーザプレーンプロトコル（ＵＰ　Ｐｒｏｔ）を用いる。それから、ノードＢは、例
えば、ユーザ機器（ＵＥ）とノードＢとの間のインナループ電力制御（ＩＬＰＣ）におい
てそのＳＩＲ目標値を用いる。例えば、アップリンクでは、ノードＢからダウンリンクで
受信した１つ以上の送信電力制御（ＴＰＣ）コマンドに従ってその出力電力を調整するの
は、ＵＥの送信器の能力である。その送信器は、所与のＳＩＲ目標に受信アップリンク信



(5) JP 5460851 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

号対干渉比を維持するために、その出力電力を調整する。
【０００４】
　Ｅ－ＤＣＨではソフトハンドオーバを１つのＥ－ＤＣＨサービングセルと１つ以上のＥ
－ＤＣＨ非サービングセルとともに用いることができる。シングルキャリアモードでは、
全てのセルは同じ搬送波上にある。１つの搬送波を用いるなら、Ｅ－ＤＣＨに関するアク
ティブセットの全てのセルに関与する１つのＯＬＰＣ処理があれば十分であり、どのセル
において、ＨＡＲＱ再送の数が、Ｅ－ＤＣＨアクティブセットの全てのセルにおけるＳＩ
Ｒ目標値の正しい設定のために増加したのかを知る必要はない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　２つ以上のキャリアが導入されるとき、ソフトハンドオーバが各キャリアにおいて用い
られる、即ち、複数のセルのアクティブセットが各キャリアに存在し、キャリア当り１つ
のセルがサービングＥ－ＤＣＨセルであるという仮定がある。それ故に、多くの資源を用
いるシグナリングにつながるキャリアが伴うＨＡＲＱ再送の数を識別するために、数多く
のトランスポートキャリアがＳＲＮＣまでは用いられる。
　国際公開第２００４／０９１１１４号パンフレットは、ユーザ機器の送信電力を制御す
るときにＡＲＱの数が用いられるシステムを開示している。国際公開第２００６／０５９
１７２号パンフレットは、ユーザ機器の送信電力を制御するときにチャネル品質が用いら
れるシステムを開示している。３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＲＡＮ　ＷＧ１のミーティング、ギリ
シャ、アテネ、０９－３、２００９年２月の文書Ｒ１－０９８８６：表題“ＤＣ－ＨＳＵ
ＰＡ動作における考察”は、ＤＣ－ＨＳＵＰＡにおけるＴＰＣの使用を開示している。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明が提供する解決策の目的は、アウタループ電力制御の処理を効率的な方法のシグ
ナリングで行うメカニズムを提供することにある。
　その目的は、請求項１、７、１５、１６に記載の方法及びノードを備えることにより達
成される。
【０００７】
　その目的は、無線基地局における方法を提供することにより達成される。その方法は、
マルチセルの高速アップリンクパケットアクセス構成の無線通信ネットワークにおけるユ
ーザ機器のアウタループ電力制御を扱うためのものである。そのユーザ機器はキャリア当
り１つのセルという構成で少なくとも２つのキャリアを用いる少なくとも２つのセルに接
続される。その無線基地局は前記２つ以上のキャリアのハイブリッド自動繰り返し要求の
数をネットワーク制御ノードにレポートするように構成される。前記無線基地局と前記ネ
ットワーク制御ノードとは前記無線通信ネットワークに含まれている。前記無線基地局は
、前記少なくとも２つのキャリアの内の第１のキャリアによるハイブリッド自動繰り返し
要求の数を決定する。それから、前記無線基地局は、ユーザプレーンフレームにおいて、
前記ネットワーク制御ノードに、前記決定されたハイブリッド自動繰り返し要求の数と前
記第１のキャリアに関係する識別子とをシグナリングする。従って、前記ネットワーク制
御ノードは、前記第１のキャリアのためのアウタループ電力制御処理において用いられる
アウタループ電力制御パラメータを制御することが可能になる。
【０００８】
　本発明を別の側面から見れば、その目的は、無線基地局を備えることによって達成され
る。その無線基地局は、マルチセルの高速アップリンクパケットアクセス構成の無線通信
ネットワークにおけるユーザ機器のアウタループ電力制御を扱う可能にする。そのユーザ
機器はキャリア当り１つのセルという構成で少なくとも２つのキャリアを用いる少なくと
も２つのセルに接続されるよう構成されており、その無線基地局は前記２つ以上のキャリ
アのハイブリッド自動繰り返し要求の数をネットワーク制御ノードにレポートするように
構成されている。その無線基地局とそのネットワーク制御ノードとは、無線通信ネットワ
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ークに含まれるように構成される。その無線基地局は、前記少なくとも２つのキャリアの
内の第１のキャリアによるハイブリッド自動繰り返し要求の数を決定するよう構成された
決定回路を有する。無線基地局はさらに、前記決定回路に接続され、ユーザプレーンフレ
ームにおいて、前記ネットワーク制御ノードに前記決定されたハイブリッド自動繰り返し
要求の数と前記第１のキャリアに関係する識別子とをシグナリングするよう構成されたシ
グナリング回路を有する。そのユーザプレーンフレームにより、前記ネットワーク制御ノ
ードが、前記第１のキャリアのためのアウタループ電力制御処理において用いられるアウ
タループ電力制御パラメータを制御可能にする。
【０００９】
　本発明をさらに別の側面から見れば、その目的は、セルにおける第１のキャリアのアウ
タループ電力制御のアウタループ電力制御パラメータを決定するネットワーク制御ノード
における方法を提供することにより達成される。そのセルは、マルチセルの高速アップリ
ンクパケットアクセス構成の無線通信ネットワークに含まれる。ユーザ機器は、少なくと
も２つのセルに接続され、セル当り１つのキャリア、即ち、第１のキャリアと第２のキャ
リアとを用いる。無線基地局は前記第１のキャリアのハイブリッド自動繰り返し要求の数
を前記ネットワーク制御ノードにレポートするように構成されている。その無線通信ネッ
トワークには前記無線基地局と前記ネットワーク制御ノードとが含まれる。前記ネットワ
ーク制御ノードは、前記ハイブリッド自動繰り返し要求の数の指示と前記第１のキャリア
に関係した識別子とを含むユーザプレーンフレームを前記無線基地局から受信する。その
ネットワーク制御ノードは、前記ユーザプレーンフレームに含まれる前記ハイブリッド自
動繰り返し要求の数と前記識別子とを用いて、前記ハイブリッド自動繰り返し要求の数を
前記第１のキャリアの現在のアウタループ電力制御の処理に関係づける。前記ネットワー
ク制御ノードはさらに、前記現在のアウタループ電力制御の処理に関係づけられた前記ハ
イブリッド自動繰り返し要求の数に基づいて、前記第１のキャリアについての前記アウタ
ループ電力制御パラメータを決定する。
【００１０】
　本発明をさらに別の側面から見れば、その目的は、ネットワーク制御ノードを提供する
ことによって達成される。そのネットワーク制御ノードは、マルチセルの高速アップリン
クパケットアクセス構成の無線通信ネットワークのセルにおける第１のキャリアのアウタ
ループ電力制御のアウタループ電力制御パラメータを決定するように構成される。ユーザ
機器は、少なくとも２つのセルに接続され、セル当り１つのキャリア、即ち、第１のキャ
リアと第２のキャリアとを用いるように構成され、そして、無線基地局は、前記第１のキ
ャリアのハイブリッド自動繰り返し要求の数を前記ネットワーク制御ノードにレポートす
るように構成される。前記無線基地局と前記ネットワーク制御ノードとは、前記無線通信
ネットワークに含まれるように構成される。
【００１１】
　前記ネットワーク制御ノードは、前記ハイブリッド自動繰り返し要求の数の指示と前記
第１のキャリアに関係した識別子とを含むユーザプレーンフレームを前記無線基地局から
受信するように構成された受信回路を有する。前記ネットワーク制御ノードはさらに、前
記受信回路に接続され、前記ユーザプレーンフレームに含まれる前記ハイブリッド自動繰
り返し要求の数と前記識別子とを用いて、前記ハイブリッド自動繰り返し要求の数を前記
第１のキャリアの現在のアウタループ電力制御の処理に関係づけるよう構成された関係づ
け回路を有する。さらに、前記ネットワーク制御ノードは、前記関係づけ回路に接続され
、前記現在のアウタループ電力制御の処理に関係づけられた前記ハイブリッド自動繰り返
し要求の数に基づいて、前記第１のキャリアについての前記アウタループ電力制御パラメ
ータを決定する決定回路を有する。
【００１２】
　例えば、デュアルセルＨＳＵＰＡにおけるように、２つ以上のキャリアがあると、電力
制御のために複数の独立ループが、キャリア当り１つ必要となる。各キャリアで用いるた
めの正しいＯＬＰＣパラメータを決定することができるために、ＳＲＮＣのようなネット
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ワーク制御ノードは、ＵＰフレーム或いはＵＰ　ＰｒｏｔにおけるＨＡＲＱ再送情報要素
（ＩＥ）をそのＯＬＰＣを伴う正しいキャリアに関係づけすることができ、それ故に、正
しいキャリアについてのＳＩＲ目標を制御することができるために、フレームがどのキャ
リア、例えば、プライマリ、“セカンダリａ”、セカンダリｂ”……など、どのキャリア
で受信されたのかについての情報を必要とする。従って、アウタループ電力制御を効率的
なシグナリングの方法で処理するために、ネットワーク制御ノードがＵＰフレームにおけ
るＨＡＲＱ再送情報要素（ＩＥ）とともに正しいキャリアを識別することを可能にするメ
カニズムが提供される。
【００１３】
　ここでの実施例は、ＵＰフレームにおいてＨＡＲＱ再送ＩＥの数を受信するときに、Ｓ
ＲＮＣにおける評価アルゴリズムにおいて調整を行うのに関係するのがどのＯＬＰＣ処理
であるのかを識別するために用いられる、例えば、電力制御ループ識別子或いはキャリア
識別子を導入することにより、キャリアのＯＬＰＣ処理を調整する方法を開示している。
現在のＵＰフレームフォーマット或いはＵＰプロトコルは、いくつかの実施例では用いら
れるかもしれないヘッダにスペアの４ビットをもっている。
【００１４】
　次に、いくつかの実施例について、添付図面に関して詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】無線通信ネットワークの概要を模式的に示したブロック図である。
【図２】無線通信ネットワークにおける方法を描写するシグナリングとフローチャートと
を合わせた図である。
【図３】ユーザプレーンフレームを描写するブロック図である。
【図４】無線基地局における方法を描写するブロック図である。
【図５】無線基地局の概要を模式的に示したブロック図である。
【図６】無線ネットワーク制御ノードにおける方法を描写するブロック図である。
【図７】無線ネットワーク制御ノードの概要を模式的に示したブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１には無線通信ネットワーク１の模式的な概念図が示されており、図示のように、無
線通信ネットワーク１はセルラシステムであり、多くのセルを含むが、図１には第１のセ
ル１０と第２のセル１１とが示されている。各セルは数多くのユーザ端末を含み、一般的
な名称“ＵＥ”ではユーザ機器という。その図には１つがユーザ機器１２として示されて
いる。ユーザ機器１２の代表的なものは移動体電話であるが、他の何らかのデータ通信端
末でも良い。２つのキャリアがユーザ機器１２のために用いられ、第１のセル１０と第２
のセル１１とはオーバラップしており、ユーザ機器１２は、両方のセルで通信を行う、即
ち、物理的接続がある。即ち、ユーザ機器１２は第１のセル１０と第２のセル１１とに接
続され、キャリア当り少なくとも１つのセルにおいてＲＡＮ１の用語では、物理レイヤで
の接続がある。
【００１７】
　無線通信ネットワーク１における各セルに関し、ネットワーク通信ノードとしても知ら
れ、一般的にはノードＢとして言及される制御ノードがある。ノードＢが図１には示され
ており、無線基地局（ＲＢＳ１３）として示されている。ＲＢＳ１３の１つの役割は、セ
ル１０、１１のユーザ機器１２への、また、ユーザ機器１２からの全てのトラフィックが
ＲＢＳ１３を介してルーティングされることである。通信ネットワーク１は、広帯域符号
分割多元接続（ＷＣＤＭＡ）ネットワークとともに、ロングタームエボルーション（ＬＴ
Ｅ）ネットワーク、グローバルシステム・フォー・モバイル・コミュニケーション（ＧＳ
Ｍ（登録商標））などのネットワークを含んでいても良い。ＲＢＳはあるネットワークで
は、ノードＢとして或いはｅノードＢとして示されるかもしれない。
【００１８】
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　さらにその上、無線通信ネットワーク１は、無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）、サー
ビング無線ネットワーク制御局（ＳＲＮＣ）、ドリフト無線ネットワーク制御局（ＤＲＮ
Ｃ）などのようなネットワーク制御ノード１４を含む。ネットワーク制御ノード１４はユ
ーザ機器１２の送信電力を制御するのに用いられる電力制御パラメータを送信するよう構
成されている。これは、ネットワーク制御ノード１４が信号対干渉比（ＳＩＲ）目標値の
ようなアウタループ電力制御（ＯＬＰＣ）パラメータを無線基地局１３に送信し、次に、
無線基地局１３が変更が必要とされるかどうかを示す送信電力制御メッセージをＵＥ１２
に送信するので、実行される。その変更は、無線基地局１３においてＳＩＲ推定値をＳＩ
Ｒ目標値とを比較することにより決定される。
【００１９】
　ＳＩＲ目標は、ユーザプレーン（ＵＰ）データフレームのヘッダに無線基地局１３から
ネットワーク制御ノード１４に対して示されたハイブリッド自動繰り返し要求（ＨＡＲＱ
）再送の数に基づいて決定される。
【００２０】
　無線基地局１３は２つ以上のキャリア、例えば、無線リンク（ＲＬ）を用いる。ここで
、キャリア当り１つのセルが同じトランスポートベアラによりネットワーク制御ノード１
４に対してレポートされる。２つ以上のキャリアがあると、電力制御のために複数の独立
オープンループが、キャリア当り１つ、必要とされる。各キャリアで用いるための正しい
ＯＬＰＣパラメータを決定することができるために、ネットワーク制御ノード１４は、Ｕ
Ｐフレーム或いはＵＰプロトコルにおけるＨＡＲＱ再送情報要素（ＩＥ）をそのＯＬＰＣ
を伴う正しいキャリアに関係づけすることができ、それ故に、正しいキャリアについての
ＳＩＲ目標を制御することができるために、例えば、プライマリ、“セカンダリａ”、セ
カンダリｂ”……リンクなど、どのキャリアでフレームが受信されたのかについての情報
を必要とする。
【００２１】
　従って、ＵＰフレームにおいてＨＡＲＱ再送ＩＥの数を受信するときに、ネットワーク
制御ノード１４における評価アルゴリズムにおいて調整を行うのにどのＯＬＰＣ処理が関
係するのかを識別するために用いられる、電力制御ループ識別子或いはキャリア識別子が
備えられる。
【００２２】
　本願の解決策は、現在の標準技術が抱える問題、即ち、ＨＡＲＱ再送ＩＥの受信数を正
しいＯＬＰＣ処理に関係づけるという問題を解決している。それは、現在の標準的なＵＰ
データフレームのスペアの４ビットを再使用することを許す。その関係づけは、キャリア
或いは周波数識別子を示すことにより暗示的に関係づけられたりしても良いし、或いは、
ＵＰデータフレームにおいてＯＬＰＣ識別子を示すことにより明示的に関係づけられても
良い。
【００２３】
　図２は無線通信ネットワークにおけるシグナリングとフローチャートとを合わせた図で
ある。ユーザ機器１２は少なくとも２つのセルに接続され、キャリア当り１つのセル、つ
まり、第１のセル１０の第１のキャリアと、第２のセルの第２のキャリアとを用いる。ユ
ーザ機器１２は無線基地局１３に符号化されたデータブロックを送信する。
【００２４】
　ステップ２０１。例えば、チャネル品質が悪く、全ての送信エラーが第１のキャリアに
より訂正されないなら、無線基地局１３はエラー検出コードを用いてこの状態を検出する
。受信された符号化されたデータブロックは破棄され、無線基地局１３は再送を要求する
。即ち、無線基地局１３は第１のキャリアのＨＡＲＱ、即ち、第１のキャリアに関係した
ＨＡＲＱを送信する。第１のキャリアにより送信されるデータの品質が悪くなると、ます
ます、より多くのＨＡＲＱが無線基地局１３により送信される。従って、無線基地局１３
はユーザ機器１２に対して数多くのＨＡＲＱを送信することになるかもしれない。
【００２５】
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　ステップ２０２。それから、無線基地局１３は第１のキャリアの送信ＨＡＲＱの数を決
定、即ち、確定する。
【００２６】
　ステップ２０３。さらにその上、無線基地局１３はユーザプレーン（ＵＰ）フレーム、
例えば、第１のキャリアの送信されたＨＡＲＱの数の表示と周波数識別子のような第１の
キャリアに関係する識別子も含むネットワークインタフェースＩｕｂ／Ｉｕｒユーザプレ
ーンフレームをコンパイルする。従って、ＨＡＲＱの数は正しいＯＬＰＣ処理に関係づけ
られ、制御ネットワークノードに至るまでのネットワークインタフェースＩｕｂ／Ｉｕｒ
トランスポートベアラが、各媒体アクセス制御に対して－専用（ＭＡＣ－ｄ）識別子或い
はむしろ、同じＭＡＣ－ｄ識別子をもつ全ての論理チャネルに対して設定される。
【００２７】
　デュアルセル動作或いはマルチセルＥ－ＤＣＨ動作の場合、２つの異なるトランスポー
トベアラモードが用いられる。Ｅ－ＤＣＨ　ＵＬフロー多重化モードにおいて、無線基地
局１３はＨＡＲＱ再送が発生した論理チャネルに関係するトランスポートベアラを選択し
、ＵＥはアップリンク多重化情報（ＵＬ　Ｍｕｘ　Ｉｎｆｏ）をユーザプレーンフレーム
に含め、例えば、プライマリＵＬ周波数、或いは、セカンダリＵＬ周波数など、どの周波
数でＨＡＲＱ失敗が生じたのかを示す。
【００２８】
　別々のＩｕｂトランスポートベアラモードにおいて、無線基地局１３はＨＡＲＱ再送が
生じた論理チャネルと周波数に関係するトランスポートベアラを選択する。
【００２９】
　ステップ２０４。無線基地局１３は、ネットワーク制御ノード１４に、第１のキャリア
に関係した識別子を含むユーザプレーンフレームを送信、即ち、シグナリングする。無線
基地局１３は同じシングルトランスポートベアラにより異なるキャリアのユーザプレーン
フレームを多重化する。それ故に、シングルトランスポートベアラでどのキャリアがレポ
ートされるのかを判断するために、ユーザプレーンフレームはキャリアに関係した識別子
に関係づけられる。
【００３０】
　いくつかの実施例では、第１のキャリア、例えば、無線リンク（ＵＬ）に関して、その
無線リンクがセットアップされるとき、即ち、プライマリＲＬ、“セカンダリａ”ＲＬ、
或いは、“セカンダリｂ”ＲＬの１つがセットアップされるとき、電力制御ループ識別子
がＵＰフレームに含められる。それから、同じ識別子が無線基地局１３とＳＲＮＣのよう
なネットワーク制御ノード１４との間のノードＢアプリケーション部（ＮＢＡＰ）と、Ｓ
ＲＮＣとＤＲＮＣとの間の無線ネットワークサブシステムアプリケーション部（ＲＮＳＡ
Ｐ）でシグナリングされる。電力制御ループ識別子はユニークに用いられるＯＬＰＣを識
別する。即ち、それは暗示的にＲＬにより用いられるキャリアを規定する。
【００３１】
　電力制御ループ識別子がマルチキャリアＥ－ＤＣＨ無線リンク、例えば、プライマリＲ
Ｌ、“セカンダリａ”ＲＬ、“セカンダリｂ”ＲＬ……などに関してセットされるとき、
無線基地局１３はネットワークＵｕインタフェースによりトランスポートブロックを受信
する。無線基地局１３はネットワークインタフェースＩｕｂ　ＵＰフレーム或いはＵＰｐ
ｒｏｔにおいて、そのトランスポートブロックと、また、そのトランスポートブロックが
受信されたＲＬ（セル）に関係した電力制御ループ識別子も含む。
【００３２】
　他の実施例では、ＳＲＮＣにより自由に割当てられるＯＬＰＣの識別子を直接に提供す
る代わりに、固定されたキャリア識別子が同じように用いられても良い。そのようなキャ
リア識別子は周波数識別子などを含んでも良い。周波数識別子はその周波数を示す多重化
モード情報に示されると良い。
【００３３】
　４ビットにフィットするキャリア当りの識別子は、標準化された運用及び維持管理ノー
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ドなどにより構成設定されると良い。
【００３４】
　或いは、ＵＴＲＡ絶対無線周波数チャネル番号（ＵＡＲＦＣＮ）、或いは、ＵＡＲＦＣ
Ｎの定義からのより短い派生情報がＵＰフレームに含まれても良い。ＵＡＲＦＣＮは４ビ
ットにフィットぜず、複数のオクテットの拡張がＵＰフレームには必要である。
【００３５】
　マルチキャリアＥ－ＤＣＨ動作におけるキャリアとＯＬＰＣ処理との間に１対１の関係
がないなら、無線ネットワークノード１４により割当てられた識別子をＯＬＰＣ識別子と
して定義する代わりに、キャリア識別子として定義され、また、ＯＬＰＣ識別子に関する
のと同じように、しかし、別の定義で割当てられても良い。
【００３６】
　ステップ２０５。ＳＲＮＣのようなネットワーク制御ノード１４がＵＰフレームを受信
するとき、それはＵＰフレームに含まれるＨＡＲＱ再送ＩＥの数と電力制御ループ識別子
との両方を用いて、正しいキャリアに関するＯＬＰＣパラメータを決定する。従って、ネ
ットワーク制御ノード１４は、現在のアウタループ電力制御処理を用いて第１のキャリア
のＨＡＲＱの数に基づいて、第１のキャリアについてのアウタループ電力制御パラメータ
を決定する。それから、ネットワーク制御ノード１４は、より少ないＨＡＲＱで第１のキ
ャリアによる送信を改善するのに、アウタループ電力制御処理の調整が必要であると判断
するかもしれない。例えば、ネットワーク制御ノード１４は無線基地局１３に送信される
第１のキャリアに関する更新されたＳＩＲ目標値を決定する。現在のアウタループ電力制
御処理のアウタループ電力制御パラメータが、ネットワーク制御ノード１４に第１のキャ
リアの識別子と関係させて格納されると良い。従って、ネットワーク制御ノード１４は、
第１のキャリア識別子に基づいて、第１のキャリアの現在のアウタループ電力制御パラメ
ータを知ることができる。
【００３７】
　ステップ２０６。ネットワーク制御ノード１４は、無線基地局１３に、更新されたＳＩ
Ｒ目標値を伝送、即ち、送信する。更新されたＳＩＲ目標値は、送信器において、インナ
ループ電力制御に適用される値であり、これが原因となってユーザ機器１２は送信電力を
変更することができる。例えば、ＳＩＲ目標値はインナループ電力制御処理における初期
の開始値として用いられると良い。
【００３８】
　それ故に、アウタループ電力制御処理に効率的なシグナリングを行うメカニズムが備え
られる。ネットワーク制御ノード１４はアウタループ電力制御に関係した正しいキャリア
を決定し、正確な方法でその設定を調整することができる。その指示は無線基地局１３か
らネットワーク制御ノード１４に効率的にシグナリングされる。
【００３９】
　図３はユーザプレーン（ＵＰ）フレーム３００を模式的に描いた概要図である。
【００４０】
　ユーザプレーンフレームは、フレームヘッダ３０１とフレームペイロード３０２とを含
む。フレームヘッダ３０１は、キャリアのＨＡＲＱの数の表示を含む第１のビットフィー
ルド３１１を含む。その表示は、ペイロードの成功した復号化のために用いられたＨＡＲ
Ｑ再送の数を示すか、或いは、ＨＡＲＱ復号化の失敗の場合には、ＨＡＲＱ復号化の失敗
が検出されたとき用いられたＨＡＲＱ再送の数を示す。その表示はまた、再送の実際の数
がアウタループ電力制御に対する入力として不適切であることを示したり、或いは、無線
基地局１３がＨＡＲＱ再送の数を計算できないことを示唆するものであるかもしれない。
さらにその上、ユーザプレーンフレームは、そのキャリアに関係する識別子を示す第２の
ビットフィールド３１２を含む。その識別子は元々のユーザプレーンフレームにおけるス
ペアビットに含まれると良い。その識別子は電力制御識別子（ＰＣ　ＩＤ）として表現さ
れても良いし、或いは、Ｅ－ＤＣＨ　ＵＬフロー多重化モードにおけるデュアルセル動作
では、ユーザプレーンフレームが受信されたセルの周波数、例えば、プライマリＵＬ周波
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数、或いは、セカンダリＵＬ周波数を示す情報であるかもしれない。
プライマリＵＬ周波数値＝“０”であり、
セカンダリＵＬ周波数値＝“１”である。
【００４１】
　３ＧＰＰ　ＴＳ　２５．４２７（６．２．２．３章）［ＵＰ　ｐｒｏｔ］のＵＰフレー
ム、Ｅ－ＤＣＨ　ＵＬ　ＤＡＴＡ　ＦＲＡＭＥ　ＴＹＰＥ２の構造が図３には図示されて
おり、使用するスペアビットは、例えば、オクテット＃３のスペアの４ビットである。Ｔ
ＹＰＥ２フレーム構造は、Ｅ－ＤＣＨ　ＵＬ　ＤＡＴＡ　ＦＲＡＭＥがＭＡＣ－ｉｓ　Ｐ
ＤＵを搬送するときに用いられる。
【００４２】
　さらに、そのフレームヘッダは、
－ヘッダ循環冗長チェック（ＣＲＣ）－ヘッダの残りの部分に適用される
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＣＲＣの結果を示す
－フレームタイプ（ＦＴ）　　　　　－それが制御フレームかデータフレームであるかを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　記述
－フレーム順序番号（ＦＳＮ）　　　－各送信データフレームに関してインクリメント
　　　　　　　　　　　　　　　　　　される（モジュロ１６）、各フレームは自分自身
　　　　　　　　　　　　　　　　　　のフレームシーケンスを生成し、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｅ－ＤＣＨ　ＵＬフロー多重化モードが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　セカンダリＥ－ＤＣＨのために用いられる場合に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　は、無線基地局１３はキャリア当りの値をセット
－接続フレーム番号（ＣＦＮ）　　　－どの無線フレームで第１のデータがアップリンク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　で受信されたか、或いは、ダウンリンクで送信さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　れるべきであるのかに関して示し、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｅ－ＤＣＨに関しては、接続フレーム番号は、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＨＡＲＱ処理が正しくデータを復号化したときの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　無線フレームを示さねばならない
－ユーザバッファサイズ　　　　　　－ＵＬ　ＤＡＴＡ　ＦＲＡＭＥ　ＴＹＰＥ２の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　全サイズをオクテットで示す
－フレームでのＭＡＣ－ｉｓサービスデータユニット（ＳＤＵ）の数
　　　　　　　　　　　　　　　　　－ＵＬ　ＤＡＴＡ　ＦＲＡＭＥ　ＴＹＰＥ２の全て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　のＭＡＣ－ｉｓパケットデータユニット（ＰＤＵ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　）におけるＭＡＣ－ｉｓ　ＳＤＵの全ての数を示
　　　　　　　　　　　　　　　　　　す、ここで、１つのＭＡＣ－ｉｓ　ＳＤＵは１つ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　のＭＡＣ－ｄ　ＰＤＵに対応し、Ｅ－ＤＣＨにお
　　　　　　　　　　　　　　　　　　けるデータ転送を処理するＭＡＣエンティティは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＭＡＣ－ｉｓとして言及される
－ＭＡＣ－ｉｓ　ＰＤＵフィールドの数
　　　　　　　　　　　　　　　　　－対応するサブフレーム番号に対するペイロード部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　におけるユーザデータフレームにおける
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＭＡＣ－ｉｓ　ＰＤＵの数を示す
－ＭＡＣ－ｉｓ　ＰＤＵ記述子　　　－Ｕｕにより受信された“ＭＡＣ－ｉ　ヘッダｎ”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　フィールド（ｎ＞０）から直接にマップされる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　長さ、論理チャネル識別子（ＬＣＨ－ＩＤ）、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　フラグ（Ｆ）フィールドを含む
を含む。
【００４３】
　フレームペイロード３０２は、
－異なるサブフレームのＭＡＣ－ｉｓ　ＰＤＵ
－スペア拡張　　　　－これはオプションであり、将来における新しいＩＥが後方互換性
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　　　　　　　　　　　のある方法で付加されるロケーションを示す
－ＣＲＣペイロード　－これはオプションであり、ペイロードの残りの部分、即ち、
　　　　　　　　　　　ペイロードＣＲＣ　ＩＥの前にあるペイロードの最初のバイトの
　　　　　　　　　　　ビット７からペイロードのそのバイトのビット０までに適用され
　　　　　　　　　　　るＣＲＣの結果である
を含む。
【００４４】
　次に、幾つかの実施例に従う、マルチセルＨＳＵＰＡ構成の無線通信ネットワークにお
けるユーザ機器１２のアウタループ電力制御を処理する、図面では無線基地局１３として
言及される、無線基地局における方法のステップについて、図４に描いたフローチャート
を参照して説明する。そのステップは、以下に述べる順番で行う必要はなく、何らかの適
切な順番でなされると良い。マルチセルＨＳＵＰＡ構成とは、ユーザ機器１２が少なくと
も２つのセル１０、１１に接続され、少なくとも２つのキャリアを用いる、即ち、キャリ
ア当り１つのセルを用いることを意味する。無線基地局１３は、２つ以上のキャリアのハ
イブリッド自動繰り返し要求の数をネットワーク制御ノード１４にレポートするように構
成されている。無線基地局１３とネットワーク制御ノード１４とは、ＷＣＤＭＡネットワ
ークなどのような無線通信ネットワークに含まれるものである。
【００４５】
　ステップ４０１。無線基地局１３は少なくとも２つ以上のキャリアの第１のキャリアに
よるハイブリッド自動繰り返し要求の数を決定する。これは、無線基地局のカウンタなど
により実行されると良い。
【００４６】
　ステップ４０２。無線基地局１３はネットワーク制御ノード１４にユーザプレーンフレ
ームで決定されたハイブリッド自動繰り返し要求の数と第１のキャリアに関係した識別子
とをシグナリングする。そのユーザプレーンフレームにより、ネットワーク制御ノード１
４が、第１のキャリアのためにアウタループ電力制御処理において用いられるアウタルー
プ電力制御パラメータを制御することが可能になる。ネットワーク制御ノード１４は、ハ
イブリッド自動繰り返し要求の数がプリセットされた閾値を超えたかどうかを判断し、そ
の場合には、アウタループ電力制御パラメータを増加させる。アウタループ電力制御パラ
メータは、ＳＩＲ目標値などを含み、それは無線基地局１３による送信電力値、例えば、
ユーザ機器１２と無線基地局１３との間のインナループ電力制御処理（ＩＬＰＣ）におけ
る値を決定するのに用いられる。例えば、アップリンクにおいては、それは、受信したア
ップリンクＳＩＲを所与のＳＩＲ目標に維持する無線基地局１３からのダウンリンクで受
信する１つ以上のＴＰＣ命令に従って出力電力を調整するのは、ユーザ機器の送信器の能
力である。
【００４７】
　その識別子は、キャリア識別子を含み、そのキャリア識別子はある実施例では周波数識
別子を含むかもしれない。さらにその上、その識別子は電力制御ループ識別子を含み、そ
れはユーザプレーンフレームでは４ビット以下のビットを有する。
【００４８】
　なお、無線基地局１３はさらに、少なくとも２つ以上のキャリアの第２のキャリアによ
りハイブリッド自動繰り返し要求の数を判断しても良い。また、無線基地局１３はそれか
らシングルトランスポートキャリアにより第１と第２のキャリアのユーザプレーンフレー
ムを多重化することによりネットワーク制御ノード１４にシグナリングを行うと良い。各
ユーザプレーンフレームは、決定されたハイブリッド自動繰り返し要求の数と各キャリア
にアウタループ電力制御処理を関係づける識別子とを含む。
【００４９】
　上述の方法を実行するために、無線基地局１３が備えられる。図５には、マルチセル（
１０，１１）の高速アップリンクパケットアクセス構成の無線通信ネットワークにおける
ユーザ機器１２のアウタループ電力制御を可能にする無線基地局１３が示されている。ユ
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ーザ機器１２はキャリア当り１つのセルという構成で少なくとも２つのキャリアを用いる
少なくとも２つのセル（１０，１１）に接続されるように構成され、無線基地局１３は２
つ以上のキャリアのハイブリッド自動繰り返し要求の数をネットワーク制御ノード１４に
レポートするように構成される。無線基地局１３とネットワーク制御ノード１４とは無線
通信ネットワークに含まれるように構成される。
【００５０】
　その無線基地局は、少なくとも２つのキャリアの内の第１のキャリアによるハイブリッ
ド自動繰り返し要求の数を決定するよう構成された決定回路５０１を有する。さらにその
上、その無線基地局は、決定回路５０１に接続され、ユーザプレーンフレームにおいて、
ネットワーク制御ノード１４に決定されたハイブリッド自動繰り返し要求の数と第１のキ
ャリアに関係する識別子とをシグナリングするよう構成されたシグナリング回路５０２を
有する。ユーザプレーンフレームにおける情報により、ネットワーク制御ノード１４が、
第１のキャリアのためのアウタループ電力制御処理において用いられるアウタループ電力
制御パラメータを制御可能にする。
【００５１】
　決定回路５０１はさらに、少なくとも２つ以上のキャリアの第２のキャリアによるハイ
ブリッド自動繰り返し要求の数を決定するよう構成されても良い。また、シグナリング回
路５０２はさらに、シングルトランスポートキャリアにより第１と第２のキャリアのユー
ザプレーンフレームを多重化することによりネットワーク制御ノード１４にシグナリング
を行うよう構成されても良い。各ユーザプレーンフレームは、決定されたハイブリッド自
動繰り返し要求の数と各キャリアにアウタループ電力制御処理を関係づける識別子とを含
む。
【００５２】
　次に、幾つかの実施例に従い、図面ではネットワーク制御ノード１４として言及される
、マルチセル（１０，１１）の高速アップリンクパケットアクセス構成の無線通信ネット
ワークのセルにおける第１のキャリアのアウタループ電力制御のアウタループ電力制御パ
ラメータを決定するネットワーク制御ノードにおける方法のステップについて、図６に描
かれているフローチャートを参照して説明する。そのステップは、以下に述べる順番で行
う必要はなく、何らかの適切な順番でなされると良い。ユーザ機器１２は少なくとも２つ
のセルに接続され、セル当り１つのキャリア、即ち、第１のキャリアと第２のキャリアと
を用い、無線基地局１３は第１のキャリアのハイブリッド自動繰り返し要求の数をネット
ワーク制御ノード１４にレポートするように構成される。無線基地局１３とネットワーク
制御ノード１４とは無線通信ネットワークに含まれるものである。
【００５３】
　ステップ６０１。ネットワーク制御ノード１４は、ハイブリッド自動繰り返し要求の数
の指示と第１のキャリアに関係した識別子とを含むユーザプレーンフレームを無線基地局
１３から受信する。その識別子は、周波数識別子のようなキャリア識別子、或いは、電力
制御ループ識別子を含み、ユーザプレーンフレームにおいて４ビット以下のビットを有す
る。
【００５４】
　幾つかの実施例において、ユーザプレーンフレームは、異なるネットワーク制御ノード
を介して、無線基地局１３から受信される。例えば、そのユーザプレーンフレームは、ネ
ットワークインタフェースＩｕｒにより無線基地局からＤＲＮＣを介してＳＲＮＣにおい
て受信される。
【００５５】
　ステップ６０２。ネットワーク制御ノード１４は、ユーザプレーンフレームに含まれる
ハイブリッド自動繰り返し要求の数と識別子とを用いて、ハイブリッド自動繰り返し要求
の数を第１のキャリアの現在のアウタループ電力制御の処理に関係づける。
【００５６】
　ステップ６０３。ネットワーク制御ノード１４はそれから、現在のアウタループ電力制
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御の処理に関係づけられたハイブリッド自動繰り返し要求の数に基づいて、第１のキャリ
アについての前記アウタループ電力制御パラメータを決定する。幾つかの実施例では、ア
ウタループ電力制御パラメータは、信号対干渉比の目標値を含む。
【００５７】
　ステップ６０４。これは、破線で示されているようにオプションのステップである。ネ
ットワーク制御ノード１４は無線基地局１３にアウタループ電力制御パラメータを送信す
る。
【００５８】
　上述の方法を実行するために、ネットワーク制御ノード１４が備えられる。図７では、
マルチセル（１０，１１）の高速アップリンクパケットアクセス構成の無線通信ネットワ
ークのセルにおける第１のキャリアのアウタループ電力制御のアウタループ電力制御パラ
メータを決定するように構成されたネットワーク制御ノード１４が図示されている。ユー
ザ機器１２は、少なくとも２つのセルに接続され、セル当り１つのキャリア、即ち、第１
のキャリアと第２のキャリアとを用い、無線基地局１３は、第１のキャリアのハイブリッ
ド自動繰り返し要求の数をネットワーク制御ノード１４にレポートするように構成される
。無線基地局１３とネットワーク制御ノード１４とは無線通信ネットワークに含まれるよ
うに構成される。
【００５９】
　ネットワーク制御ノードは、ハイブリッド自動繰り返し要求の数の指示と第１のキャリ
アに関係した識別子とを含むユーザプレーンフレームを無線基地局１３から受信するよう
に構成された受信回路７０１を有する。ネットワーク制御ノードはまた、受信回路７０１
に接続され、ユーザプレーンフレームに含まれるハイブリッド自動繰り返し要求の数と識
別子とを用いて、ハイブリッド自動繰り返し要求の数を第１のキャリアの現在のアウタル
ープ電力制御の処理に関係づけるよう構成された関係づけ回路７０２を有する。さらにそ
の上、ネットワーク制御ノードは、関係づけ回路７０２に接続され、現在のアウタループ
電力制御の処理に関係づけられたハイブリッド自動繰り返し要求の数に基づいて、第１の
キャリアについてのアウタループ電力制御パラメータを決定する決定回路７０３を有する
。
【００６０】
　上述のように、その識別子は、周波数識別子のようなキャリア識別子、或いは、電力制
御ループ識別子を含み、ユーザプレーンフレームにおいて４ビット以下のビットを有する
。幾つかの実施例において、ユーザプレーンフレームは、異なるネットワーク制御ノード
１５を介して、無線基地局１３から受信される。
【００６１】
　幾つかの実施例では、ネットワーク制御ノード１４はさらに、決定回路７０４に接続さ
れた送信回路７０４を有する。送信回路７０４は無線基地局１３にアウタループ電力制御
パラメータを送信するように構成される。
【００６２】
　アウタループ電力制御を可能にする現在のメカニズムは、図５に描いた無線基地局１３
におけるプロセッサ５０３、或いは、図７に描いたネットワーク制御ノード１４における
プロセッサ７０５のような１つ以上のプロセッサと、現在の解決策の機能を実行するコン
ピュータプログラムコードとが共になることによって実施される。また、上述したプログ
ラムコードは、例えば、無線基地局１３やネットワーク制御ノード１４にロードされたと
きに、現在の解決策を実行するコンピュータプログラムコードを担持するデータ担持体の
形式でのコンピュータプログラム製品として提供されるかもしれない。そのような担持体
の１つは、ＣＤ－ＲＯＭディスクの形式をしたものであるかもしれない。しかしながら、
メモリスティックのような他のデータ担持体を用いることも可能である。更にその上、そ
のコンピュータプログラムコードは、サーバ上の純粋なプログラムコードとして備えられ
、無線基地局１３或いはネットワーク制御ノード１４にダウンロードされても良い。
【００６３】
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　それ故に、ここでの実施例では、効率的なシグナリングでアウタループ電力制御を処理
するメカニズムを提供している。
【００６４】
　デュアルセルＨＳＤＰＡのようなマルチセルＨＳＤＰＡが導入されるとき、付加的な情
報要素の構造が導入され、無線リンクセットアップ（Radio Link Setup）、無線リンク追
加（Radio Link Addition）、無線リンク再構成設定（Radio Link Reconfiguration）の
手順におけるセカンダリ・サービングＨＳ－ＤＳＣＨを定義する。これは、ＨＳＤＰＡチ
ャネルがソフトハンドオーバとは結合されず、それ故に、ＮＢＡＰとＲＮＳＡＰの構造に
より複数のＨＳＤＰＡ　ＲＬを１つのＵＥに向かわせることができないためである。Ｅ－
ＤＣＨに関しては、複数のＥ－ＤＣＨ　ＲＬがアクティブセットに含まれて良い。ＮＢＡ
Ｐ／ＲＮＳＡＰ構造はそれ故に、複数のＥ－ＤＣＨ　ＲＬに対するＲＬの具体的な情報を
含む。この構造はプロトコルへの影響を最小限するために再利用されても良い。それで、
ＮＢＡＰ／ＲＮＳＡＰへの影響を最小限にするために、ソフトハンドオーバに対する現在
のＥ－ＤＣＨ　ＲＬの処理が再利用されると良い。
【００６５】
　例えば、ＳＲＮＣのようなネットワーク制御ノード１４は、Ｉｕｂ／Ｉｕｒ　ＵＰデー
タフレームで受信されるＨＡＲＱ再送の数に基づいて、アウタループ電力制御（ＯＬＰＣ
）パラメータを設定する。１つのキャリアでは、Ｅ－ＤＣＨに対するアクティブセットの
全てのセルに関与する１つのＯＬＰＣをもつだけで十分である。２つのキャリアでは、電
力制御のための２つの独立のオープンループが、キャリア当り１つ、必要である。それで
、ＳＲＮＣは、Ｉｕｂ／Ｉｕｒ　ＵＰデータフレームにおけるＨＡＲＱ再送ＩＥの数を正
しいＯＬＰＣ処理に関係づけすることができるために、フレームが受信されたキャリア、
即ち、プライマリ或いはセカンダリのキャリアについての情報を取得し、それ故に、正し
いキャリアについてのＳＩＲ目標を制御する。このために用いられるＩｕｂ／Ｉｕｒ　Ｕ
ＰプロトコルにおけるＥ－ＤＣＨフレームのヘッダには、多くのスペアビットがある。Ｉ
ｕｂ／Ｉｕｒユーザプレーンプロトコルにおいて、新しいフレームタイプは必要ではない
。フレームが受信されたキャリアについての情報（例えば、識別子、或いは、フラグ）が
、Ｉｕｂ／Ｉｕｒ　ＵＰフレームに、例えば、ヘッダのスペアビットに含められることに
なる。
【００６６】
　図面と明細書において、本発明の代表的な実施例について開示した。しかしながら、多
くの変更や変形を、本発明の原理から実質的に逸脱することなく、これらの実施例に対し
て行うことができる。従って、具体的な用語が用いられているが、それらは一般的かつ例
示的な意味において用いられており、本願を限定する目的ではなく、本発明の範囲は、次
の請求の範囲によって規定されるものである。
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