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(57)【要約】
【課題】スケジューリング処理と再送信処理とに関係す
る高速データパケットアクセス用の予見される新たな機
能を効果的に実行することを可能にする。
【解決手段】基地局（ノードＢ）へパワーオフセット値
を配信することを保証することにより高速データパケッ
トアクセス（ＨＳＤＰＡ）が容易となる結果、高速デー
タパケットアクセス用の新たな機能を効果的に実行する
ことが可能となる。対応するパワーオフセット値を示す
１つ以上の情報エレメントを有する信号プリミティブが
ノードＢにより受信され、将来利用するために保存され
、次いで、元のサービング無線ネットワーク制御装置へ
信号で返信される。その結果、ユーザ用装置は適正なパ
ワーオフセット値を含む適切なＲＲＣメッセージにより
情報を受信することが可能となる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）における実行方法であって、
　前記ＲＡＮの基地局（ノードＢ）によって、サービング無線ネットワーク制御装置（Ｓ
－ＲＮＣ）から、１つ以上の対応するパワーオフセット値（ＰＯ）を示す１つ以上の情報
エレメント（ＩＥ）を含む無線リンク（ＲＬ）確立要求信号を受信するステップと、
　前記ノードＢ内に前記１つ以上のＰＯを保存し、前記ノードＢから前記Ｓ－ＲＮＣへ前
記Ｓ－ＲＮＣからの前記１つ以上のＰＯの受信を示すＩＥと一緒にＲＬ確立応答信号を送
信するステップと、を具備する方法。
【請求項２】
　前記ＲＬ確立要求信号が、前記ＩＥの代わりにハンドオーバ（ＨＯ）指示を含み、当該
方法は、前記ノードＢが前記１つ以上のＩＥを決定し、次いで、前記ノードＢ内に前記１
つ以上のＰＯを保存する前記ステップを実行して、前記１つ以上のＰＯが前記ノードＢに
より決定されたことを示すＲＬ確立応答信号を前記ノードＢから前記Ｓ－ＲＮＣへ送信す
るステップをさらに具備する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記Ｓ－ＲＮＣから前記ノードＢと関連するドリフト無線ネットワーク制御装置（Ｄ－
ＲＮＣ）へ前記ＲＬ確立要求信号を送信するステップと、
　前記Ｄ－ＲＮＣから前記ノードＢへ前記ＲＬ確立要求信号を送信するステップと、をさ
らに具備する請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ノードＢへ送信された、あるいは、前記ノードＢから受信された、前記１つ以上の
ＩＥを示す無線資源コントローラ（ＲＲＣ）メッセージ信号を前記Ｓ－ＲＮＣからユーザ
用装置（ＵＥ）へ送信するステップをさらに具備する請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＲＲＣメッセージ信号が前記Ｓ－ＲＮＣから前記ＵＥへ送信送される請求項４に記
載の方法。
【請求項６】
　前記ノードＢへ送信された前記１つ以上のＩＥを示す無線資源コントローラ（ＲＲＣ）
メッセージ信号を前記Ｓ－ＲＮＣからユーザ用装置（ＵＥ）へ送信するステップをさらに
具備する請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＲＲＣメッセージ信号が前記Ｓ－ＲＮＣから前記ＵＥへ送信される請求項６に記載
の方法。
【請求項８】
　前記ＩＥは、ハイブリッド自動再送要求（Ｈ－ＡＲＱ）情報を運ぶ高速専用物理制御用
チャネル（ＨＳ－ＤＰＣＣＨ）スロットと、対応する専用物理制御用チャネル（ＤＰＣＣ
Ｈ）との間でアップリンク（ＵＬ）で使用されるパワーオフセット値を示す前記ＩＥを含
む請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記Ｈ－ＡＲＱ情報がＨ－ＡＲＱ確認応答（ＡＣＫ）情報である請求項８に記載の方法
。
【請求項１０】
　前記ＩＥが、ＣＱＩ情報を運ぶＨＳ－ＤＰＣＣＨスロットと、前記関連するＤＰＣＣＨ
との間でアップリンク（ＵＬ）で使用されるパワーオフセット値を示すチャネル品質イン
ジケータ（ＣＱＩ）を有するＩＥを具備する請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ノードＢにおいて前記Ｓ－ＲＮＣから直接に、または、前記Ｄ－ＲＮＣを介して、
制御プレーンプロトコルに従って前記１つ以上のＩＥに対する変更を伴うＲＬ再構成準備
メッセージ信号を受信するステップと、
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　前記ノードＢにおいて１つ以上の対応するＰＯを変更するステップと、
　前記ノードＢから前記Ｓ－ＲＮＣへ直接、または、前記Ｄ－ＲＮＣを介して、前記制御
プレーンプロトコルに従ってＲＬ再構成準備メッセージ信号を送信するステップと、をさ
らに具備する請求項３に記載の方法。
【請求項１２】
　前記Ｓ－ＲＮＣから前記ノードＢへ直接、または、前記Ｄ－ＲＮＣを介して、前記ＲＬ
再構成準備メッセージ信号を送信するステップと、
　前記ノードＢへ送信された前記１つ以上のＩＥを示すＲＲＣメッセージ信号を前記Ｓ－
ＲＮＣからユーザ用装置（ＵＥ）へ送信するステップと、をさらに具備する請求項１１に
記載の方法。
【請求項１３】
　前記ノードＢにおいて前記Ｓ－ＲＮＣから直接、または、前記Ｄ－ＲＮＣを介して、ユ
ーザプレーンプロトコルに従って前記１つ以上のＩＥに対する変更を伴う無線インタフェ
ースパラメータ更新信号を受信するステップと、
　前記ノードＢにおいて１つ以上の対応するＰＯを変更するステップと、をさらに具備す
る請求項３に記載の方法。
【請求項１４】
　前記Ｓ－ＲＮＣから前記ノードＢへ直接、または、前記Ｄ－ＲＮＣを介して、前記無線
インタフェースパラメータ更新信号を送信するステップと、
　前記ノードＢへ送信される前記更新信号を示すＲＲＣメッセージ信号を前記Ｓ－ＲＮＣ
からユーザ用装置（ＵＥ）へ送信するステップと、をさらに具備する請求項１３に記載の
方法。
【請求項１５】
　２つの無線ネットワーク制御装置間で使用するように指定された無線ネットワーク層信
号制御処理手順（ＲＮＳＡＰ）を用いて、サービング無線ネットワーク制御装置（Ｓ－Ｒ
ＮＣ）の無線ネットワークサブシステムアプリケーション部からドリフト無線ネットワー
ク制御装置（Ｄ－ＲＮＣ）の無線ネットワークサブシステムアプリケーション部（ＲＮＳ
ＡＰ）へ、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）ＰＯと、確認応答（ＡＣＫ）ＰＯと、否
定確認応答（ＮＡＣＫ）ＰＯと、のうちの少なくとも１つのＰＯを含むパワーオフセット
値（ＰＯ）を示す１以上の情報エレメントを備える無線リンク（ＲＬ）確立要求信号を送
信するステップと、
　前記ノードＢが将来利用するために前記Ｄ－ＲＮＣと関連して、前記Ｄ－ＲＮＣのノー
ドＢアプリケーション部（ＮＢＡＰ）からノードＢのＮＢＡＰへ前記無線リンク確立要求
信号を送信するステップと、
　前記ノードＢの前記ＮＢＡＰによる前記ＲＬ確立要求信号の受信を示す無線リンク確立
応答信号を前記ノードＢの前記ＮＢＡＰから前記Ｄ－ＲＮＣの前記ＮＢＡＰへ送信するス
テップと、
　前記Ｄ－ＲＮＣの前記ＲＮＳＡＰから前記Ｓ－ＲＮＣの前記ＲＮＳＡＰへ前記無線リン
ク確立応答信号を送信するステップと、
　前記１または２以上の情報エレメントを示す無線資源コントローラ（ＲＲＣ）メッセー
ジ信号を前記Ｓ－ＲＮＣからのユーザ用装置へ送信するステップと、備えた方法。
【請求項１６】
　無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）で使用する装置であり、
　前記ノードＢと関連したドリフト無線ネットワーク制御装置（Ｄ－ＲＮＣ）を介して、
または、直接サービング無線ネットワーク制御装置（Ｓ－ＲＮＣ）から、受信した１つ以
上の対応するパワーオフセット値（ＰＯ）を示す１または２以上の情報エレメント（ＩＥ
）を含む無線リンク（ＲＬ）確立要求信号（５１０）に応答する、前記ＲＡＮの基地局（
ノードＢ）のアプリケーション部（５１４）と、
　前記１つ以上のＰＯを前記ノードＢ内に記憶するための前記ノードＢ内のメモリ部（５
１８）とを備え、前記アプリケーション部が、直接前記ノードＢから、または、前記Ｄ－
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ＲＮＣを介して、前記Ｓ－ＲＮＣからの前記１つ以上のＰＯの受信を示す前記Ｓ－ＲＮＣ
へのＲＬ確立応答信号を送信する装置。
【請求項１７】
　前記ＲＬ確立要求信号が前記ＩＥの代わりにハンドオーバ（ＨＯ）指示を含み、さらに
、前記ノードＢが前記１つ以上のＰＯを決定し、前記１つ以上のＰＯを記憶する手段を前
記メモリ部に備え、前記ノードＢにより決定された前記１つ以上のＰＯを示すＲＬ確立応
答信号を前記Ｓ－ＲＮＣへ送信する請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記Ｓ－ＲＮＣが、前記ノードＢへ送信された、または、前記ノードＢから受信された
、前記１つ以上のＩＥを示す無線資源コントローラ（ＲＲＣ）メッセージ信号をユーザ用
装置（ＵＥ）へ送信する請求項１６に記載の装置。
【請求項１９】
　前記ＩＥが、ハイブリッド自動再送要求（Ｈ－ＡＲＱ）情報を運ぶ高速専用物理制御用
チャネル（ＨＳ－ＤＰＣＣＨ）スロットと、関連する専用物理制御用チャネル（ＤＰＣＣ
Ｈ）との間で、アップリンク（ＵＬ）で使用されるパワーオフセット値を示すＩＥを具備
する請求項１６に記載の装置。
【請求項２０】
　前記Ｈ－ＡＲＱ情報がＨ－ＡＲＱ確認応答（ＡＣＫ）情報である請求項１９に記載の装
置。
【請求項２１】
　前記ＩＥが、ＣＱＩ情報を運ぶＨＳ－ＤＰＣＣＨスロットと前記関連するＤＰＣＣＨと
の間で、アップリンク（ＵＬ）で使用されるパワーオフセット値を示すチャネル品質イン
ジケータ（ＣＱＩ）を有するＩＥを具備する請求項１６に記載の装置。
【請求項２２】
　前記ノードＢが、制御プレーンプロトコルに従って前記Ｓ－ＲＮＣから直接、または、
前記Ｄ－ＲＮＣを介しての前記１つ以上のＩＥに対する変更を伴うＲＬ再構成準備メッセ
ージ信号に応答して、前記ノードＢにおいて１つ以上の対応するＰＯを変更し、前記制御
プレーンプロトコルに従って前記ノードＢから前記Ｓ－ＲＮＣへ直接、または、前記Ｄ－
ＲＮＣを介して、ＲＬ再構成準備メッセージ信号を送信する請求項１６に記載の装置。
【請求項２３】
　前記Ｓ－ＲＮＣが、前記ノードＢへ送信された前記１つ以上のＩＥを示すＲＲＣメッセ
ージ信号をユーザ用装置（ＵＥ）へ送信するためのものでもある請求項２２に記載の装置
。
【請求項２４】
　前記ノードＢにおいて、ユーザプレーンプロトコルに従い前記１つ以上のＩＥに対する
変更を伴う無線インタフェースパラメータ更新信号を前記Ｓ－ＲＮＣから直接、または、
前記Ｄ－ＲＮＣを介して受信して、該変更に応答して、前記ノードＢが１以上の対応する
ＰＯを変更する請求項１６に記載の装置。
【請求項２５】
　前記Ｓ－ＲＮＣが、前記ノードＢへ直接、または、前記Ｄ－ＲＮＣを介して、前記無線
インタフェースパラメータ更新信号を送信し、前記ノードＢへ送信された、前記更新信号
を示すＲＲＣメッセージ信号をユーザ用装置（ＵＥ）へも送信する請求項２４に記載の装
置。
【請求項２６】
　２つの無線ネットワーク制御装置間で使用するように指定された無線ネットワーク層信
号制御処理手順を用いて、サービング無線ネットワーク制御装置（Ｓ－ＲＮＣ）の無線ネ
ットワークサブシステムアプリケーション部（ＲＮＳＡＰ）からドリフト無線ネットワー
ク制御装置（Ｄ－ＲＮＣ）のＲＮＳＡＰへ、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）ＰＯと
、確認応答（ＡＣＫ）ＰＯと、否定確認応答（ＮＡＣＫ）ＰＯとのうちの少なくとも１つ
のＰＯを含むパワーオフセット値（ＰＯ）を示す１または２以上の情報エレメントを含む
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無線リンク（ＲＬ）確立要求信号を送信するサービング無線ネットワーク制御装置（Ｓ－
ＲＮＣ）を具備し、
　前記Ｄ－ＲＮＣは、前記ノードＢが将来利用するために、前記Ｄ－ＲＮＣと関連するノ
ードＢのＮＢＡＰへ前記無線リンク確立要求信号を送信するノードＢアプリケーション部
（ＮＢＡＰ）を具備し、前記ノードＢの前記ＮＢＡＰが、前記ノードＢの前記ＮＢＡＰに
よる前記ＲＬ確立要求信号の受信を示す無線リンク確立応答信号を前記Ｄ－ＲＮＣの前記
ＮＢＡＰへ送信し、前記Ｄ－ＲＮＣの前記ＲＮＳＡＰが、前記Ｄ－ＲＮＣの前記ＲＮＳＡ
Ｐを介して、前記Ｓ－ＲＮＣの前記ＲＮＳＡＰへ前記無線リンク確立応答信号を送信し、
　前記Ｓ－ＲＮＣが、前記１つ以上の情報エレメントを示す無線資源コントローラ（ＲＲ
Ｃ）メッセージ信号をユーザ用装置（ＵＥ）へ送信するシステム。
【請求項２７】
　請求項１のステップを実行するための、コンピュータ可読媒体内の少なくとも一時記憶
用のコンピュータプログラム製品。
【請求項２８】
　複数のプリミティブを含むデータ構造であって、個々のプリミティブが、基地局とサー
バ間で前記プリミティブをネットワークを介して転送中、基地局（ノードＢ）におけるコ
ンピュータ可読媒体内の、並びに、サーバ（ＲＮＣ）におけるコンピュータ可読媒体内の
、少なくとも一時記憶用のものであるデータ構造において、
　当該データ構造は、前記サーバから前記基地局へ提供される少なくとも１つのパワーオ
フセット情報エレメントまたは少なくともハンドオーバ指示を含む無線リンク再構成準備
プリミティブを含み、その場合、前記ハンドオーバ指示が前記基地局へ提供され、当該デ
ータ構造は、前記基地局により決定された前記少なくとも１つのパワーオフセット値か、
前記サーバからの前記少なくとも１つのパワーオフセット値の前記基地局による受信かの
いずれかを示す情報エレメントを持つ、前記基地局から前記サーバへの無線リンク確立応
答プリミティブを含むことを特徴とするデータ構造。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　図１ａに図示の第３世代パートナプロジェクト（３ＧＰＰ）におけるリリース９９／リ
リース４（ｒｅｌ９９／ｒｅｌ４）下り共用チャネル（ＤＳＣＨ）コンセプトに対する拡
張機能として、図１ｂに図示のような３ＧＰＰ　ｒｅｌ５ユニバーサル地上無線接続ネッ
トワーク（ＵＴＲＡＮ）アーキテクチャの一部としていわゆる高速下り方向パケットアク
セス（ＨＳＤＰＡ）コンセプトの追加が同意されている。図１ａでＤＳＣＨはダウンリン
ク物理下り共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）１０で送信される。実際、図１ｂの新しいＨＳＤ
ＰＡコンセプトは１つの改善である。というのは、３ＧＰＰにおける主導的着想は、革命
としてではなく、共用チャネルコンセプトからの１つの進化としてＨＳＤＰＡを構成する
ことであったからである。したがって、この規定された解決方法は、共用チャネル用とし
てすでに規定されている解決方法とほぼ類似のものとなることが望ましい。ＨＳＤＰＡの
背景となる基本的考え方は、より高いデータ転送速度と、ノードＢからの迅速な再送メカ
ニズム（すなわちＨＡＲＱ（＝ハイブリッド自動再送要求））とを具備する共用高速チャ
ネルの提供である。図１ａを図１ｂと比較するとわかるように、ノードＢには、再送信を
行うためのより高いインテリジェント機能と、スケジューリング機能とが与えられた結果
、図１ａで以前生じていた再送信処理を行う移動通信装置とＲＮＣ間での送信遅延が減少
することになる。これによって、移動通信装置での再送信の組み合わせが実行可能となる
。図１ａのＤＳＣＨに用いられる可変拡散率と高速パワー制御の代わりに、図１ｂのＨＳ
－ＤＳＣＨでは、ＨＡＲＱに加えて適応変調と符号化（ＡＭＣ）とが利用される。ＤＳＣ
Ｈの１０ミリ秒または２０ミリ秒の代わりに２ミリ秒というずっと短い送信時間間隔（Ｔ
ＴＩ）も使用される。また、ＲＮＣの代わりに媒体アクセス制御（ＭＡＣ）がノードＢ内
に配置される。ＨＳＤＰＡのＡＭＣ部はコードレート、変調方式、採用マルチコード数並
びにコード当たりの送信パワーの適合化を利用する。多くのパラメータが、無線ネットワ
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ークサブシステムアプリケーション部（ＲＮＳＡＰ；３ＧＰＰ　ＴＳ２５.４２３　ｖ５.
０.０を参照されたい）と、ノードＢのアプリケーション部（ＮＢＡＰ；３ＧＰＰ　ＴＳ
２５.４３３　ｖ５.０.０を参照されたい）とに規定されてＨＳＤＰＡをサポートしては
いるものの、ＨＳＤＰＡについての検討が３ＧＰＰで進行中であり、多くの有用なパラメ
ータが追加されている。
【０００２】
　ユーザ用装置は、アップリンクのＨＳ－ＤＰＣＣＨ（高速専用物理制御用チャネル）で
チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）を送信することができる。このユーザ用装置によっ
て、選択済みのトランスポートフォーマット資源の組み合わせ（ＴＦＲＣ）と、ＵＥが現
在サポートしているマルチコード数とが示される。
【０００３】
　図１ｃは、新たなＭＡＣ－ｈｓを含む、本発明が提案するＵＴＲＡＮ側のＭＡＣアーキ
テクチャ全体のさらなる細部を示す図である。ＭＡＣ－ｈｓは、ＨＳＤＰＡをサポートす
る非常に重要な諸機能を提供するものである。ＭＡＣ－ｈｓはスケジューリング機能並び
にＨＡＲＱを備えている。
【０００４】
　３ＧＰＰでは現在、ＳＲＮＣが、ＲＲＣ層メッセージを介してＣＱＩパワーオフセット
値、ＡＣＫパワーオフセット値並びにＮＡＣＫパワーオフセット値をＵＥへ送信するもの
と仮定されている。図２は、ＨＳＤＰＡ用無線インタフェースプロトコルアーキテクチャ
を示す。パワーオフセット値は、ＤＰＣＣＨパイロットビットに対して相対的なものとし
て規定される。次いで、ＵＥはこれらのパワーオフセット値を以下のように利用する。
【０００５】
　アップリンクのＨＳ－ＤＰＣＣＨがアクティブになると、個々のＨＳ－ＤＰＣＣＨスロ
ットに対するＤＰＣＣＨとＨＳ－ＤＰＣＣＨ間の相対的パワーオフセット値ΔHS-DPCCHは
以下のように設定される：
　ＨＡＲＱ確認応答を運ぶＨＳ－ＤＰＣＣＨスロットの場合：
　ΔHS-DPCCH＝ΔACK（対応するＨＡＲＱ確認応答が１に等しい場合）
　ΔHS-DPCCH＝ΔNACK（対応するＨＡＲＱ確認応答が０に等しい場合）
　ＣＱＩを運ぶＨＳ－ＤＰＣＣＨスロットの場合：
　ΔHS-DPCCH＝ΔCQI

【０００６】
　ΔACK、ΔNACK、ΔCQIの値は上位層（ＲＲＣメッセージ）により設定される。パワーオ
フセット値の量子化については３ＧＰＰ　ＴＳ２５.２１３（例えば表１Ａ）で知ること
が可能である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、現在の３ＧＰＰ仕様には、これらのパワーオフセット値をノードＢへ配信する
手段が存在しない。図１ｃと図２とを参照すると、図１ａの従来技術によるノードＢは、
ＭＡＣ－ｈｓあるいは相補形ＨＳ－ＤＳＣＨ　ＦＰ層を備えるものではなかった。もしノ
ードＢが、本発明の目的であるＣＱＩパワーオフセット値を知っていれば、ノードＢ受信
機はＣＱＩ信号のスケーリング用としてこの値を利用することも可能ではあろう。ＣＱＩ
信号のスケーリングは、ＣＱＩ信号の信号レベル設定に対応するものであり、一般に、オ
ーバーフロー（すなわち信号の送受信時の飽和）あるいはアンダーフロー（すなわち量子
化ノイズ）を避けるためにデジタルベースバンドの実施構成で利用される。ＡＳＩＣとＤ
ＳＰ　ＳＷの実施構成では、語長制約条件が適用され、適宜信号のスケーリングを行って
、処理用語長との一致を図る必要がある。現在の場合のように、ノードＢが多重信号用の
パワーオフセット値を知らない場合、信号レベルの検出を行うようにするか、或いは、最
悪の場合、個々の信号の可能な最大範囲に対してノードＢ受信機を利用できるようにする
必要がある。特に上記の場合、無線経路でのフェージングと適合化用ＰＯの双方によって
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所要範囲が拡張される。ノードＢへの信号送信によって、上記所要範囲の後者の割合が除
かれる。したがって、ノードＢがＣＱＩパワーオフセット値を知っていれば、受信機の実
装構成が単純化される（すなわちＤＰＣＣＨパワーレベルを測定するとき、ＣＱＩパワー
レベルの計算が可能となり、さらに、ノードＢは受信機の異なる部分の利得を簡単に調整
することが可能となる）。
【０００８】
　ノードＢがＡＣＫパワーオフセット値とＮＡＣＫパワーオフセット値を知っていれば、
ノードＢは、これらの値を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号の検出が可能となる。ＡＣＫと
ＮＡＣＫの検出を行うために、ノードＢ受信機は第３の状態ＤＴＸ（無信号）も検出する
必要がある。この検出は信号検出しきい値の設定を必要とする。上記検出は測定済みオフ
セット値に基づいて設定される場合に比べて、信号送信されたＰＯに基づいて設定された
場合の方がさらに精密なものとなる。
【０００９】
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫがレベルに基づいて検出されるため、ノードＢは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
のＰＯを予め知っていれば、この信号を容易に検出することが可能となる。
【００１０】
　ノードＢがＣＱＩパワーオフセット値を知っていれば、ＤＰＣＣＨパワーを用いてＣＱ
Ｉパワーの計算が可能となるため、ノードＢは個々にオフセット値を測定する必要はなく
なる。これによってノードＢ受信機の実施構成をより簡単な構成にすることが可能となる
。
【００１１】
　パワーオフセット値が信号により与えられない場合、ノードＢはこれらのパワーオフセ
ット値を個々に測定する必要がある。これは、当該２つの専用物理チャネル間のパワーオ
フセット値を示すために、ＤＰＣＣＨとＤＰＤＣＨとに対して与えられるβパラメータの
場合と同様である。言うまでもなく、これらの方式では、ノードＢ受信機は依然としてす
べてのパワーオフセット値の参照値であるＤＰＣＣＨレベルを検出しなければならないが
、すべての多重信号に対する別の信号レベル（ＣＱＩ、ＡＣＫ＆ＮＡＣＫ）を個々に検出
する必要がないため、ノードＢの作動が大幅に少なくなる。
【００１２】
　さらに、パワーオフセット値をノードＢに与えることにより何らかの干渉除去方法をサ
ポートする際、将来開発される機器にこの規格はより良く対応するものとなることが予想
される。
【００１３】
　現在、３ＧＰＰ仕様あるいは技術レポートからは上記問題およびこの問題の解決方法に
関する記載は何も発見することはできない。したがって、この問題に対する従来技術から
の認識が存在しないため、解決方法も存在しない。ＣＱＩパワーオフセット値、ＡＣＫパ
ワーオフセット値およびＮＡＣＫパワーオフセット値を知らなければ、ノードＢ受信機は
可能な範囲全体について信号探索を行わなければならない。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、ＲＮＳＡＰとＮＢＡＰの信号制御時に、または、ＨＳ－ＤＳＣＨ　ＦＰで、
ＣＱＩパワーオフセット値、ＡＣＫパワーオフセット値並びにＮＡＣＫパワーオフセット
値を導入するものである。
【００１５】
　目的は、ＵＥとノードＢの双方が同じ値を知ることであるため、ＲＬ確立フェーズ中に
２つの可能性が存在することになる：
（１）　ＳＲＮＣがパワーオフセット値を決定し、ＲＬ確立要求メッセージ内にこれらパ
ワーオフセット値を含める。ＳＲＮＣは、適切なＲＲＣメッセージと共にＵＥへも同じ情
報を送信する。
（２）　ノードＢがパワーオフセット値を決定し、ＲＬ確立応答メッセージ内にこれらパ
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ワーオフセット値を含める。次いで、ＳＲＮＣは適切なＲＲＣメッセージと共にＵＥへ同
じパワーオフセット値を送信する。
【００１６】
　さらに、ＰＯを変える３つの可能性が存在する。
１）　ＳＲＮＣがパワーオフセット値の変更を決定し、ＲＬ再構成準備メッセージ内にこ
れらのパワーオフセット値を含める。ＳＲＮＣは適切なＲＲＣメッセージと共に同じ情報
をＵＥへも送信する。
２）　ＳＲＮＣがパワーオフセット値の変更を決定し、無線インタフェースパラメータ更
新制御フレーム内にこれらパワーオフセット値を含める（制御フレーム名は上記のものと
は異なるものであってもよいことに留意されたい）。ＳＲＮＣは、適切なＲＲＣメッセー
ジと共に同じ情報をＵＥへも送信する。
３）　ノードＢがパワーオフセット値の変更を決定する。この場合、ノードＢが接続中パ
ワーオフセット値の変更を開始する既存のメカニズムが存在せず、新たな処理手順を規定
する必要が生じることも考えられる。或いは、ＳＲＮＣは、ＨＯ指示を用いてＲＬ再構成
準備メッセージの送信によりパワーオフセット値変更処理手順の開始を図ることも可能で
ある（ＳＨＯのケースなど）。次いで、ノードＢは新たなパワーオフセット値を決定し、
これらのパワーオフセット値をＲＬ再構成完了メッセージの形で返送する。ＳＲＮＣは適
切なＲＲＣメッセージと共に同じ情報をＵＥへも送信する。ＲＬ再構成準備メッセージフ
ォーマット並びにＲＬ再構成メッセージフォーマットはすでに存在し、本発明の目的に適
合させることが可能である。
【００１７】
　ノードＢは、ＣＱＩパワーオフセット値、ＡＣＫパワーオフセット値およびＮＡＣＫパ
ワーオフセット値を知るとすぐに、ＣＱＩスロットスケーリング用としてＣＱＩパワーオ
フセット値を適用し、ＡＣＫとＮＡＣＫスロット検出用としてＡＣＫパワーオフセット値
とＮＡＣＫパワーオフセット値とを適用する。
【００１８】
　本発明の上記目的並びにその他の目的、特徴および利点は、添付図面に例示のような本
発明のベストモードの実施形態についての以下の詳細な説明に照らしてさらに明らかにな
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
略語
ＣＲＮＣ　　　 制御用ＲＮＣ（ネットワークエレメント）
ＤＰＣＣＨ　　 専用物理制御用チャネル
ＤＰＣＨ　　　　専用物理チャネル
ＤＰＤＣＨ　　 専用物理データチャネル
ＤＳＣＨ　　　 下り共用チャネル（トランスポートチャネル）
ＦＤＤ　　　　周波数分割二重化（動作モード）
ＦＰ　　　　　フレームプロトコル
ＨＡＲＱ　　　 ハイブリッド自動再送要求（機能）
ＨＯ　　　　　ハンドオーバ
ＨＳ－ＤＳＣＨ 高速専用共用チャネル（トランスポートチャネル）
ＨＳ－ＰＤＳＣＨ　高速物理下り共用チャネル
ＨＳ－ＳＣＣＨ ＨＳ－ＤＳＣＨ用共用制御チャネル
ＨＳ－ＳＩＣＨ ＨＳ－ＤＳＣＨ用共用ＩＮＦＯチャネル
ＨＳＤＰＡ　　 高速下り方向パケットアクセス（コンセプト）
ＭＡＣ　　　　媒体アクセスコントロ－ラ（プロトコル層）
ＭＣＳ　　　　変調および符号化方式
ＮＢＡＰ　　　 ノードＢアプリケーション部
ＰＤＳＣＨ　　 物理下り共用チャネル
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ＰＯ　　　　　パワーオフセット値
ＲＬ　　　　　無線リンク
ＲＬＣ　　　　無線リンク制御（プロトコル層）
ＲＮＣ　　　　無線資源コントローラ（ネットワークエレメント）
ＲＮＳＡＰ　　 無線ネットワークサブシステムアプリケーション部
ＵＥ　　　　　ユーザ用装置（ユーザ用デバイス）
【００２０】
　ＨＳ－ＤＰＣＣＨのパワーはパワーオフセット値（ＰＯ）として設定される。これらの
ＰＯはＰＣＨのＰＯとして規定することができる。詳細には、これらのＰＯは、ＤＰＣＣ
Ｈパイロット・フィールドに対して相対的なＰＯとして規定することができる。さらに、
最大のセル－カバーエリアを保証するためにＣＱＩ反復方式の利用が可能であり、これに
よって、周期的ＣＱＩがアップリンクのＨＳ－ＤＰＣＣＨで送信される。次いで、ノード
Ｂは、時間多重化および／またはコード多重化を用いてノードＢ自身のスケジュールに従
ってＨＳ－ＤＳＣＨでユーザデータをユーザへ送信して、ＵＥの可能出力を考慮しながら
利用可能リソースをより好適に利用する。ノードＢは、ＨＳ－ＤＳＣＨに先行して、ＨＳ
－ＳＣＣＨの２つのスロットで、トランスポートフォーマットとリソースとの組み合わせ
（ＴＦＲＣ）、マルチコード設定、並びに、ＨＡＲＱプロセス制御についてＵＥに予め通
知する。ＨＳ－ＤＳＣＨでユーザデータを受信した後、ＵＥは、いくつかのスロットの検
証時間後、フィードバック信号としてアップリンクのＨＳ－ＤＰＣＣＨでＣＱＩおよび／
またはＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する。上述のこと、特に、ノードＢにおける新たなＨＳＤ
ＰＡ－ＲＲＭエンティティ（ＨＲＱ、パケットスケジューリング、リンク適合化）を考慮
すると、ノードＢ自身またはＲＮＣのＲＮＳＡＰ／ＮＢＡＰのいずれかにより与えられた
ものとして、ノードＢがＣＱＩパワーオフセット値とＡＣＫ／ＮＡＣＫのＰＯとを知って
いると好都合である。
【００２１】
　図５と図６に記載のように、ＲＬ確立フェーズ中、最初に上記の目的を達成するために
２つの可能性がある：
（１）　ＳＲＮＣがＣＱＩ　ＰＯ、ＡＣＫ　ＰＯおよびＮＡＣＫ　ＰＯを決定する。
（２）　ノードＢがＣＱＩ　ＰＯ、ＡＣＫ　ＰＯおよびＮＡＣＫ　ＰＯを決定する。
【００２２】
　第１のケースでは、ＳＲＮＣは、ＵＥのＳＨＯ状態を知っているため、ＳＨＯの状況に
基づいて、ＣＱＩ　ＰＯ、ＡＣＫ　ＰＯおよびＮＡＣＫ　ＰＯを決定することが可能であ
る。このケースでは、ＳＲＮＣはＲＬ確立フェーズ中にＲＬ確立要求メッセージの形でこ
れらのＰＯを割り当てることになる。ＳＲＮＣは適切なＲＲＣメッセージを用いて同じ値
をＵＥへ送信する。
【００２３】
　本例の信号制御フローが図５に記載されている。図５で、サービング無線ネットワーク
制御装置（Ｓ－ＲＮＣ）５００は、無線ネットワークサブシステムアプリケーション部（
ＲＮＳＡＰ）５０４からドリフト無線ネットワーク制御装置（Ｄ－ＲＮＣ）５０８のＲＮ
ＳＡＰ５０６へライン５０２で信号としてＲＬ確立要求メッセージを出力する。Ｄ－ＲＮ
Ｃ５０８は、ライン５０２で受信したＲＬ確立要求信号を処理し、Ｄ－ＲＮＣ５０８の下
でＤ－ＲＮＣ５０８のノードＢアプリケーション部（ＮＢＡＰ）５１２からノードＢ５１
６のＮＢＡＰ５１４へライン５１０で前記ＲＬ確立要求信号を出力する。ライン５０２と
ライン５１０のＲＬ確立要求信号は、ＣＱＩ　ＰＯ、ＡＣＫ　ＰＯおよびＮＡＣＫ　ＰＯ
を含む１つ以上のパワーオフセット情報エレメントであってもよい。その場合、ノードＢ
５１６はステップ５１８に示されるように将来利用するためにＰＯを保存する。ステップ
５１８は前記ノードＢ内のメモリ部を表すものとして見ることが望ましい。次いで、ノー
ドＢ５１６のＮＢＡＰは、Ｄ－ＲＮＣ５０８のＮＢＡＰへライン５２０で信号としてＲＬ
確立応答メッセージを送信する。次いで、Ｄ－ＲＮＣ５０８はそのＲＮＳＡＰからＳ－Ｒ
ＮＣ５００のＲＮＳＡＰへライン５２２でＲＬ確立応答信号を送信する。次いで、Ｓ－Ｒ
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ＮＣ５００の無線リソース制御（ＲＲＣ）５２４は、ライン５２８でＵＥ５２６に適切な
ＲＲＣメッセージ信号を与え、その信号はＵＥ５２６の対応するＲＲＣ５３０に受信され
る。ＲＲＣメッセージには、ノードＢへのＨＳ－ＤＰＣＣＨアップリンクでＣＱＩ、ＮＡ
ＣＫおよびＡＣＫを送信する際にＵＥが利用するＣＱＩ　ＰＯ、ＡＣＫ　ＰＯおよびＮＡ
ＣＫ　ＰＯが含まれる。ノードＢは、将来利用するためにＰＯを保存しているため、した
がって、これらのＰＯをすでに知っているため、言わば、暗闇の中に置かれる必要なく、
ＵＥによりノードＢへ送信されるＣＱＩ、ＡＣＫ、ＮＡＣＫ情報を翻訳する際にこれらの
ＰＯを利用することが可能となる。図１ａの例図と比べて、図１ｂの例図によりわかるよ
うに、上記処理の方がより効率的なものになる。所定のＳ－ＲＮＣ５００が関連するノー
ドＢと直接的通信状態にすることができること、したがって、Ｄ－ＲＮＣ５０８を中継と
して用いずに図５に図示のステップの実行が可能であることを理解されたい。但し、図５
は、完全を旨として、Ｓ－ＲＮＣとノードＢとの間でＤ－ＲＮＣ中継装置が使用される可
能性を示すものである。したがって、ライン５０２でＲＬ確立要求信号をノードＢ５１６
へ直接送信すること、または、Ｄ－ＲＮＣ５０８を介して該信号を送信することも可能で
ある。同様に、図６、７ａ、７ｂ並びに９に図示の信号制御についての記載も、Ｓ－ＲＮ
ＣからノードＢへの方向およびその逆方向の双方の方向の信号に関連して上記のように理
解すべきである。
【００２４】
　次に図６を参照すると、第２のケースでは、ノードＢは、ＨＳＤＰＡに関するリソース
の状態を知っていて、ＨＳＤＰＡについてより良好な情報を有していると考えることがで
きるため、ＣＱＩ　ＰＯ、ＡＣＫ　ＰＯおよびＮＡＣＫ　ＰＯを決定することが可能とな
る。しかし、このケースでは、ノードＢは、自分がＨＯ状況にあるかどうかについては知
らない。したがってＳＲＮＣはＨＯ指示を与える必要がある。図６に記載のように、ＲＬ
確立要求時に、メッセージは、ライン６０２でＳ－ＲＮＣ６００によりそのＲＮＳＡＰに
よってＤ－ＲＮＣ６０６のＲＮＳＡＰ６０４へ送信され、このメッセージにはＨＯ指示が
含まれる。Ｄ－ＲＮＣ６０６のＮＢＡＰ６０８は、Ｄ－ＲＮＣ６０６のノードＢ６１４の
ＮＢＡＰ６１２へのライン６１０上のＨＯ指示を持つ信号としてＲＬ確立要求メッセージ
を出力する。次いで、ノードＢ６１４は、ＨＯ指示と、ノードＢ自身の測定値と、その結
果として生じる決定とに基づいてＰＯを決定し、ステップ６１６で将来利用するためにＰ
Ｏを保存する。その後、ノードＢ６１４のＮＢＡＰは、ライン６１８で、これらの決定さ
れたＰＯ情報エレメントを持つ信号としてＲＬ確立応答メッセージをＤ－ＲＮＣ６０６の
ＮＢＡＰへ送信する。次いで、Ｄ－ＲＮＣ６０６のＲＮＳＡＰは、Ｓ－ＲＮＣ６００のＲ
ＮＳＡＰへ信号ライン６２０で確立応答メッセージを送信する。次いで、Ｓ－ＲＮＣ６０
０のＲＲＣ６２２は、信号ライン６２６で、ＵＥ６２４のＲＲＣ６２８とつながるＣＱＩ
、ＡＣＫ並びにＮＡＣＫ　ＰＯ情報エレメントを含む正しいＲＲＣプリミティブメッセー
ジによってＵＥ６２４に情報を与える。次いで、ＵＥはそのＨＳ－ＤＰＣＣＨの種々のＣ
ＱＩ、ＡＣＫまたはＮＡＣＫスロットのパワーを設定する際にこのＰＯ情報を利用する。
【００２５】
　さらに、ＳＲＮＣがパワーオフセット値を変更するノードである場合、ＳＲＮＣは図７
ａに記載のように同期ＲＬ再構成処理手順を利用して、いったん確立されたＰＯを変更す
ることができる。このケースの１例は、ソフトハンドオーバー（ＳＨＯ）状況になる可能
性がある。信号ライン７ａ２のＲＬ再構成準備メッセージで、ＳＲＮＣ７ａ６のＲＮＳＡ
Ｐ７ａ４は新たなＣＱＩ　ＰＯおよび／またはＡＣＫ　ＰＯおよび／またはＮＡＣＫ　Ｐ
Ｏを含むことが可能であり、ノードＢ７ａ８はこれらの新たな値を適用する。さらに、ノ
ードＢは、これらの値を利用することができる場合、肯定ＡＣＫとしてＲＬ再構成完了プ
リミティブメッセージを用いてライン７ａ１０で応答を行うことになる。ノードＢが上記
値を利用することができない場合、ノードＢはＲＬ再構成失敗メッセージを用いて応答す
る。ＰＯを変更するための、パワーオフセット値のＳＲＮＣ判定の場合、図７ｂに記載の
ようにユーザプレーンフレームプロトコル（ＦＰ）を使用することも可能である。この場
合、ＦＰで、正しい制御フレームを規定するか、使用することが望ましい。例えば、ＤＣ
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Ｈ　ＦＰにおける場合のように、無線インタフェースパラメータ更新制御フレームを規定
して、例えば、Ｓ－ＲＮＣ７ｂ１４のＨＳ－ＤＳＣＨ　ＦＰ７ｂ１２から、ライン７ｂ１
０に図示のようにこの制御フレームで上記ＰＯを配信することが望ましい。このようなフ
レーム構造の１例が図８に描かれている。言うまでもなく、制御フレーム名あるいはフィ
ールドの順序は図８に図示のものとは異なるものであってもよい。ここで重要な点は、ア
ップリンクの制御フレームによりこれらのパワーオフセット値の配信が可能であるという
点である。図８で、対応するパワーオフセット値が有効データであるか否かがフラグによ
って示されている。この例では、フラグビット１は、ＣＱＩ　ＰＯを、ビット２はＡＣＫ
　ＰＯを、ビット３はＮＡＣＫ　ＰＯを示す。フラグが１であれば、対応するＰＯ値は有
効である。制御プレーンを使用する場合と比べると、ユーザプレーンを利用するほうがか
なり軽い解決法となる。しかしユーザプレーンを利用する場合、配信を保証することはで
きない（応答メッセージが存在しない）。したがって、同じ制御フレームの反復送信を複
数回行うかどうかはオプションとなる。この反復送信によってノードＢによるＰＯの受信
は、さらに高い蓋然性を持つものとなる可能性がある。
【００２６】
　ノードＢが上記ＰＯを変更するノードであり、かつ、ノードＢがＰＯの変更処理手順を
開始するノードである場合、ノードＢからＳＲＮＣへ新たなメッセージを規定し、それに
よって新たなメッセージが新たなＰＯを含むことができるようにする必要がある。新たな
ＰＯの受信後、ＳＲＮＣはこれらの新たなＰＯをＵＥへ送信する。しかし、ノードＢがこ
れらのＰＯを変更するノードであり、かつ、ＳＲＮＣがＰＯ変更処理手順を開始するノー
ドである場合（ＳＨＯ中にＳＲＮＣがＰＯを変更するなど）、図９に記載のように同期Ｒ
Ｌ再構成処理手順を利用することが可能となる。ＳＲＮＣ９００は、ＨＯインジケータを
用いて、ＲＮＳＡＰ９０２からＤ－ＲＮＣ９０８のＲＮＳＡＰ９０６へライン９０４でＲ
Ｌ再構成準備メッセージを送信し、次いで、ノードＢ９１２のＮＢＡＰ９１０はライン９
１４でＤ－ＲＮＣ９０８のＮＢＡＰ９１６からＨＯ指示を受信し、新たなＰＯを決定し（
９１８）、ＲＬ再構成完了メッセージ９２０の形でＮＢＡＰ９１０からＤＲＮＣへこれら
の新たなＰＯを返送する。Ｄ－ＲＮＣＲＮＳＡＰから同じＰＯを受信後、ＳＲＮＣは適切
なＲＲＣメッセージを用いてライン９３０で当該ＰＯをＵＥへ送信する。さらに、上記処
理手順全体をＦＰ（フレームプロトコル）内に実現することが可能である。すなわち、Ｓ
ＲＮＣは、ＦＰ内の制御フレームによりＨＯ指示を与えることが可能となり、ノードＢは
、ＦＰ内の制御フレームの形でＣＱＩ　ＰＯ、ＡＣＫ　ＰＯおよびＮＡＣＫ　ＰＯを出力
する。さらに、ノードＢはＳＲＮＣの要求なしでこの制御フレームをＣＱＩ　ＰＯ、ＡＣ
Ｋ　ＰＯおよびＮＡＣＫ　ＰＯに与えることも可能となる。
【００２７】
　ＨＳＤＰＡが実現されると、ＣＱＩパワーオフセット、ＡＣＫパワーオフセットおよび
ＮＡＣＫパワーオフセット信号制御が本明細書で規定されているように実行される。ＨＳ
ＤＰＡサービス中、ＵＥとノードＢとは常に同じパワーオフセット値（ＣＱＩ、ＡＣＫ、
ＮＡＣＫ）を含むことになる。したがって、ＨＳＤＰＡが実現されるときはいつでも、上
記特徴が実現されることになる。
【００２８】
　本発明のベストモードの実施形態と関連して本発明を示し、説明したが、本発明の精神
と範囲から逸脱することなく、本発明の形態と細部における上述のおよび様々な別の変更
、省略および追加を行うことが可能であることは当業者の理解するところであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１ａ】第３世代パートナプロジェクト（３ＧＰＰ）におけるリリース９９／リリース
４（ｒｅｌ９９／ｒｅｌ４）下り共用チャネル（ＤＳＣＨ）コンセプトを示す。
【図１ｂ】３ＧＰＰ　ｒｅｌ５ユニバーサル地上無線接続ネットワーク（ＵＴＲＡＮ）ア
ーキテクチャの一部としていわゆる高速下り方向パケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）コンセ
プトを示す。
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【図１ｃ】３ＧＰＰで規定されたＨＳＤＰＡネットワークアーキテクチャを示すＵＴＲＡ
Ｎ側ＭＡＣアーキテクチャ全体。この図は、Ｉｕｂ－インタフェースを介するＭＡＣ－ｃ
／ｓｈと接続された新たなＭＡＣ－ｈｓエンティティを示す。ＭＡＣ－ｈｓの下での使用
トランスポートチャネルは、ｒｅｌ９９共用チャネルコンセプトＤＳＣＨトランスポート
チャネルの対応するＨＳ－ＤＳＣＨである。
【図２】ＨＳＤＰＡの無線インタフェースプロトコルアーキテクチャ。規定されたプロト
コルスタックは、Ｉｕｂ－インタフェースを介してＨＳＤＰＡ　ＦＰデータフレームを設
けるＨＳ－ＤＳＣＨ　ＦＰプロトコルを規定する。
【図３】ＵＴＲＡＮ側ＭＡＣアーキテクチャ／ＭＡＣ－ｃ／ｓｈの詳細図。
【図４】ＵＴＲＡＮ側ＭＡＣアーキテクチャ／ＭＡＣ－ｈｓの詳細図。
【図５】ＳＲＮＣがＣＱＩ　ＰＯ、ＡＣＫ　ＰＯおよびＮＡＣＫ　ＰＯ－ＲＬ確立フェー
ズを確立した場合。
【図６】ノードＢがＣＱＩ　ＰＯ、ＡＣＫ　ＰＯおよびＮＡＣＫ　ＰＯ－ＲＬ確立フェー
ズを確立した場合。
【図７ａ】ＳＲＮＣが、制御プレーンプロトコルを用いてＣＱＩ　ＰＯ、ＡＣＫ　ＰＯお
よびＮＡＣＫ　ＰＯの値の変更を決定した場合。
【図７ｂ】ＳＲＮＣが、ユーザプレーンプロトコルを用いてＣＱＩ　ＰＯ、ＡＣＫ　ＰＯ
およびＮＡＣＫ　ＰＯの値の変更を決定した場合。
【図８】ＳＲＮＣが、ユーザプレーンプロトコル－フレーム構造を用いてＣＱＩ　ＰＯ、
ＡＣＫ　ＰＯおよびＮＡＣＫ　ＰＯの値の変更を決定した場合。
【図９】ノードＢがＣＱＩ　ＰＯ、ＡＣＫ　ＰＯおよびＮＡＣＫ　ＰＯ－ＲＬ確立フェー
ズを確立した場合。

【図１ａ】 【図１ｂ】
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【図１ｃ】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図７ａ】 【図７ｂ】
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【図８】 【図９】

【手続補正書】
【提出日】平成19年11月12日(2007.11.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サービング無線ネットワーク制御装置から、１または２以上の対応するパワーオフセッ
ト値を示す１または２以上の情報エレメントを含む無線リンク確立要求信号を、無線アク
セスネットワークの基地局によって受信すること、
　前記１または２以上のパワーオフセット値を前記基地局内に保存すること、
　前記基地局から前記サービング無線ネットワーク制御装置へ前記サービング無線ネット
ワーク制御装置からの前記１または２以上のパワーオフセット値の受信を示す情報エレメ
ントと一緒に無線リンク確立応答信号を送信すること、および
　前記基地局に無線インターフェースを介してフィードバック情報を送信する時に、前記
基地局での検出のために前記１または２以上のパワーオフセット値に従って調整されたパ
ワーレベルでユーザ用装置により前記基地局での使用のために送信された前記１または２
以上の情報エレメントを示す無線資源コントローラメッセージ信号を、前記サービング無
線ネットワーク制御装置から前記ユーザ用装置へ、前記サービング無線ネットワーク制御
装置から受信して前記基地局に記憶された前記１または２以上のパワーオフセット値に従
って送信すること、を備える方法。
【請求項２】
　前記無線リンク確立要求信号が、前記情報エレメントの代わりにハンドオーバ指示を含
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み、当該方法は、前記基地局が前記１または２以上の情報エレメントを決定し、次いで、
前記基地局内に前記１または２以上のパワーオフセット値を保存することを実行して、前
記１または２以上のパワーオフセット値が前記基地局により決定されたことを示す無線リ
ンク確立応答信号を前記基地局から前記サービング無線ネットワーク制御装置へ送信する
こと、をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記サービング無線ネットワーク制御装置から前記基地局と関連するドリフト無線ネッ
トワーク制御装置へ前記無線リンク確立要求信号を送信すること、および
　前記Ｄ－ＲＮＣから前記ノードＢへ前記ＲＬ確立要求信号を送信すること、をさらに備
える請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記無線資源コントローラメッセージ信号は、前記無線リンク確立応答信号の受信後、
前記サービング無線ネットワーク制御装置から前記ユーザ装置へ送信される請求項１に記
載の方法。
【請求項５】
　前記情報エレメントは、ハイブリッド自動再送要求情報を運ぶ高速専用物理制御用チャ
ネルスロットと、関連する専用物理制御用チャネルとの間のアップリンクで使用されるパ
ワーオフセット値を示す前記情報エレメントを含む請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記情報は、ハイブリッド自動再送要求確認情報である請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記情報エレメントが、チャンネル品質情報を運ぶ高速専用物理制御用チャネルスロッ
トと、前記関連する専用物理制御用チャネルＤＰＣＣＨとの間のアップリンクで使用され
るパワーオフセット値を示すチャネル品質インジケータを有する情報エレメントを含む請
求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記基地局において前記サービング無線ネットワーク制御装置から直接、または、前記
ドリフト無線ネットワーク制御装置を介して、制御プレーンプロトコルに従って前記１ま
たは２以上の情報エレメントに対する変更を伴う無線リンク再構成準備メッセージ信号を
受信すること、
　前記基地局において１または２以上の対応するＰＯを変更するステップこと、および
　前記基地局から前記サービング無線ネットワーク制御装置へ直接、または、前記ドリフ
ト無線ネットワーク制御装置を介して、前記制御プレーンプロトコルに従って無線リンク
再構成完了メッセージ信号を送信すること、をさらに備える請求項３に記載の方法。
【請求項９】
　前記サービング無線ネットワーク制御装置から前記基地局へ直接、または、前記ドリフ
ト無線ネットワーク制御装置を介して、前記無線リンク再構成準備メッセージ信号を送信
すること、および
　前記基地局へ送信された前記１または２以上の情報エレメントを示す無線資源制御用メ
ッセージ信号を前記サービング無線ネットワーク制御装置からユーザ用装置へ送信するこ
と、をさらに備える請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記基地局において前記サービング無線ネットワーク制御装置から直接、または、前記
ドリフト無線ネットワーク制御装置を介して、ユーザプレーンプロトコルに従って前記１
または２以上の情報エレメントに対する変更を伴う無線インタフェースパラメータ更新信
号を受信すること、および
　前記基地局において１または２以上の対応するパワーオフセット値を変更すること、を
さらに備える請求項３に記載の方法。
【請求項１１】
　前記サービング無線ネットワーク制御装置から前記基地局へ直接、または、前記ドリフ
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ト無線ネットワーク制御装置を介して、前記無線インタフェースパラメータ更新信号を送
信すること、および
　前記基地局へ送信される前記更新信号を示す無線資源制御用メッセージ信号を前記サー
ビング無線ネットワーク制御装置からユーザ用装置へ送信すること、をさらに備える請求
項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　基地局に関連したドリフト無線ネットワーク制御装置を介して、または、サービング無
線ネットワーク制御装置から直接受信した制御信号に応答する無線アクセスネットワーク
の基地局のアプリケーション部であって、前記制御信号は、前記基地局に無線インターフ
ェースを介してフィードバック信号内のフィードバック情報を送信する時に、前記１また
は２以上のパワーオフセット値に従って調整された１または２以上のパワーレベルで、ユ
ーザ用装置による使用のために無線インターフェースを介して前記ユーザ用装置にも送信
された１または２以上のパワーオフセット値を示す１または２以上の情報エレメントを有
するアプリケーション部、および
　前記基地局でサービング無線ネットワーク制御装置から受信した前記１または２以上の
パワーオフセット値を記憶するための前記基地局内のメモリを、備え、
　前記アプリケーション部は、前記ドリフト無線ネットワーク制御装置からの前記１また
は２以上のパワーオフセット値の受信を示す応答信号を、前記基地局から前記サービング
無線ネットワーク制御装置へ直接または前記ドリフト無線ネットワーク制御装置を介して
送信し、前記１または２以上のパワーオフセット値は、前記基地局において前記フィード
バック信号を前記１または２以上のパワーレベルで、前記サービング無線ネットワーク制
御装置から受信して前記メモリに記憶された前記１または２以上のパワーオフセット値に
従って検出するために使用される装置。
【請求項１３】
　前記制御信号は、前記情報エレメントの代わりにハンドオーバ指示を含み、さらに、前
記基地局が前記１または２以上のパワーオフセット値を決定し、前記１または２以上のパ
ワーオフセット値を前記メモリ内に記憶し、前記基地局により決定された前記１または２
以上のパワーオフセット値を示す前記応答信号を前記サービング無線ネットワーク制御装
置へ送信する請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記サービング無線ネットワーク制御装置が、前記基地局へ送信された、または、前記
基地局から受信された、前記１または２以上の情報エレメントを示す無線資源コントロー
ラメッセージ信号内の前記パワーオフセット値を前記ユーザ用装置へ送信する請求項１３
に記載の装置。
【請求項１５】
　前記情報エレメントが、ハイブリッド自動再送要求情報を運ぶ高速専用物理制御用チャ
ネルスロットと、関連する専用物理制御用チャネルとの間で、アップリンクで使用される
パワーオフセット値を示す情報エレメントを含む請求項１２に記載の装置。
【請求項１６】
　前記ハイブリッド自動再送要求情報がハイブリッド自動再送要求確認情報である請求項
１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記情報エレメントが、チャンネル品質情報を運ぶ高速専用物理制御用チャネルスロッ
トと前記関連する専用物理制御用チャネルとの間のアップリンクで使用されるパワーオフ
セット値を示すチャネル品質インジケータを有する情報エレメントを含む請求項１２に記
載の装置。
【請求項１８】
　前記基地局が、制御プレーンプロトコルに従って前記サービング無線ネットワーク制御
装置から直接、または、前記ドリフト無線ネットワーク制御装置を介しての前記１または
２以上の情報エレメントに対する変更を伴う無線リンク再構成準備メッセージ信号に応答
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して、前記基地局において１または２以上の対応するパワーオフセット値を変更し、前記
制御プレーンプロトコルに従って前記基地局から前記サービング無線ネットワーク制御装
置へ直接、または、前記ドリフト無線ネットワーク制御装置を介して、無線リンク再構成
完了メッセージ信号を送信する請求項１２に記載の装置。
【請求項１９】
　前記サービング無線ネットワーク制御装置が、前記基地局へ送信された前記１または２
以上の情報エレメントを示す無線資源コントロールメッセージ信号をユーザ用装置へ送信
するためのものでもある請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　ユーザプレーンプロトコルに従い前記１または２以上の情報エレメントに対する変更を
伴う無線インタフェースパラメータ更新信号は、前記サービング無線ネットワーク制御装
置から直接、または、前記ドリフト無線ネットワーク制御装置を介して前記基地局で受信
され、該変更に応答して、前記基地局が前記メモリ内に記憶された１または２以上の対応
するパワーオフセット値を変更する請求項１２に記載の装置。
【請求項２１】
　前記サービング無線ネットワーク制御装置が、前記基地局へ直接、または、前記ドリフ
ト無線ネットワーク制御装置を介して、前記無線インタフェースパラメータ更新信号を送
信し、前記基地局へ送信された、前記更新信号を示す無線資源コントロールメッセージ信
号をユーザ用装置へも送信する請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　請求項１のステップを実行するための、コンピュータ可読媒体内の少なくとも一時記憶
用のコンピュータプログラム製品。
【請求項２３】
　２つの無線ネットワーク制御装置間で使用するように指定された無線ネットワーク層信
号制御処理手順を用いて、サービング無線ネットワーク制御装置の無線ネットワークサブ
システムアプリケーション部からドリフト無線ネットワーク制御装置の無線ネットワーク
サブシステムアプリケーション部へ、チャネル品質インジケータパワーオフセットと、確
認応答パワーオフセットと、否定確認応答パワーオフセットと、のうちの少なくとも１つ
のパワーオフセットを含むパワーオフセット値を示す１または２以上の情報エレメントを
備える無線リンク確立要求信号を送信すること、
　前記ドリフト無線ネットワーク制御装置の基地局アプリケーション部から、前記ドリフ
ト無線ネットワーク制御装置と関連した基地局の基地局アプリケーション部へ、前記基地
局が将来利用するために前記無線リンク確立要求信号を送信すること、
　前記基地局の前記基地局アプリケーション部による前記無線リンク確立要求信号の受信
を示す無線リンク確立応答信号を前記基地局の前記基地局アプリケーション部から前記ド
リフト無線ネットワーク制御装置の前記基地局アプリケーション部へ送信すること、
　前記ドリフト無線ネットワーク制御装置の前記無線ネットワークサブシステムアプリケ
ーション部から前記サービング無線ネットワーク制御装置の前記無線ネットワークサブシ
ステムアプリケーション部へ前記無線リンク確立応答信号を送信すること、および
　前記１または２以上の情報エレメントを示す無線資源コントローラメッセージ信号を前
記サービング無線ネットワーク制御装置からユーザ用装置へ送信すること、備えた方法。
【請求項２４】
　２つの無線ネットワーク制御装置間で使用するように指定された無線ネットワーク層信
号制御処理手順を用いて、サービング無線ネットワーク制御装置の無線ネットワークサブ
システムアプリケーション部からドリフト無線ネットワーク制御装置の無線ネットワーク
サブシステムアプリケーション部へ、チャネル品質インジケータパワーオフセットと、確
認応答パワーオフセットと、否定確認応答パワーオフセットとのうちの少なくとも１つの
パワーオフセットを含むパワーオフセット値を示す１または２以上の情報エレメントを含
む無線リンク確立要求信号を送信するサービング無線ネットワーク制御装置を備え、
　前記ドリフト無線ネットワーク制御装置は、基地局が将来利用するために、前記ドリフ
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ト無線ネットワーク制御装置と関連する基地局の基地局アプリケーション部へ前記無線リ
ンク確立要求信号を送信する基地局アプリケーション部を備え、前記基地局の前記基地局
アプリケーション部が、前記基地局の前記基地局アプリケーション部による前記無線リン
ク確立要求信号の受信を示す無線リンク確立応答信号を前記ドリフト無線ネットワーク制
御装置の前記基地局アプリケーション部へ送信し、前記ドリフト無線ネットワーク制御装
置の前記無線ネットワークサブシステムアプリケーション部が、前記ドリフト無線ネット
ワーク制御装置の前記無線ネットワークサブシステムアプリケーション部を介して、前記
サービング無線ネットワーク制御装置の前記無線ネットワークサブシステムアプリケーシ
ョン部へ前記無線リンク確立応答信号を送信し、
　前記サービング無線ネットワーク制御装置が、前記１または２以上の情報エレメントを
示す無線資源コントローラメッセージ信号をユーザ用装置へ送信するシステム。
【請求項２５】
　複数のプリミティブを含むデータ構造であって、個々のプリミティブが、基地局とサー
バ間で前記プリミティブをネットワークを介して転送中、基地局におけるコンピュータ可
読媒体内の、並びに、サーバにおけるコンピュータ可読媒体内の、少なくとも一時記憶用
のものであるデータ構造であって、
　当該データ構造は、前記サーバから前記基地局へ提供される少なくとも１つのパワーオ
フセット情報エレメントまたは少なくともハンドオーバ指示を含む無線リンク再構成準備
プリミティブを含み、その場合、前記ハンドオーバ指示が前記基地局へ提供され、当該デ
ータ構造は、前記基地局により決定された前記少なくとも１つのパワーオフセット値か、
前記サーバからの前記少なくとも１つのパワーオフセット値の前記基地局による受信かの
いずれかを示す情報エレメントを持つ、前記基地局から前記サーバへの無線リンク確立応
答プリミティブを含むデータ構造。
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