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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アップリンクチャネルのチャネル条件を判断するための判断ロジックと；
　前記判断されたチャネル条件が不満足なとき、目標パイロットＳＮＲ閾値を増加させる
ための目標パイロット信号対雑音（ＳＮＲ）閾値設定器と；
を具備し、特定の基地局で受信されたパイロット信号のＳＮＲの時間平均である平均ＳＮ
Ｒが所定の第１の閾値未満であるとき、前記判断されたチャネル条件は満足されない、ア
ップリンク電力制御のための装置。
【請求項２】
　前記目標パイロットＳＮＲ閾値が増加するとき、トラヒック対パイロット比を減少する
ためのトラヒック対パイロット比設定器をさらに具備する、請求項１の装置。
【請求項３】
　前記判断されたチャネル条件が満足されるとき、前記目標パイロット信号対雑音（ＳＮ
Ｒ）閾値設定器は目標パイロットＳＮＲ閾値を減少する、請求項１の装置。
【請求項４】
　アップリンクデータチャネル上の平均ブロックエラーレートが所定の第２の閾値より大
きいとき、前記判断されたチャネル条件は満足されない、請求項１の装置。
【請求項５】
　パイロット信号の前記平均ＳＮＲが所定の第１の閾値未満であり、アップリンクデータ
チャネル上の平均ブロックエラーレートが所定の第２の閾値より大きいとき、前記判断さ
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れたチャネル条件は満足されない、請求項１の装置。
【請求項６】
　特定の基地局で受信されたアップリンクパイロット信号のＳＮＲの時間平均である平均
ＳＮＲを計算するための信号対雑音（ＳＮＲ）平均器と；
　特定の基地局で受信された信号のＢＬＥＲの時間平均である平均ブロックエラーレート
（ＢＬＥＲ）またはアップリンクデータ信号を計算するためのブロックエラーレート（Ｂ
ＬＥＲ）平均器と；
　平均ＳＮＲまたは平均ＢＬＥＲまたは両方によってアップリンクチャネルのチャネル条
件が満足されるかされないかを判断するための判断ロジック；および
　前記判断されたチャネル条件が満足されないとき目標パイロットＳＮＲ閾値を増加し、
前記判断されたチャネル条件が満足されるとき目標パイロットＳＮＲ閾値を減少する目標
パイロット信号対雑音（ＳＮＲ）閾値設定器と
を具備し、パイロット信号の前記平均ＳＮＲが所定の第１の閾値未満であるとき、前記判
断されたチャネル条件は満足されない、アップリンク電力制御のための装置。
【請求項７】
　アップリンクチャネルのチャネル条件を判断する；および
　前記判断されたチャネル条件が満足されないとき目標パイロットＳＮＲ閾値を増加する
；
ことを具備し、パイロット信号の前記平均ＳＮＲが所定の第１の閾値未満であるとき前記
判断されたチャネル条件は満足されない、アップリンク電力制御のための方法。
【請求項８】
　目標パイロットＳＮＲ閾値が増加したときトラヒック対パイロット比を減少することを
さらに具備する、請求項７の方法。
【請求項９】
　前記判断されたチャネル条件が満足されるとき目標パイロットＳＮＲ閾値を減少するこ
とをさらに具備する請求項７の方法。
【請求項１０】
　アップリンクデータチャネル上の平均ブロックエラーレートが所定の第２の閾値より大
きいとき前記判断されたチャネル条件は満足されない、請求項７の方法。
【請求項１１】
　特定の基地局で受信されたアップリンクパイロット信号のＳＮＲの時間平均である平均
ＳＮＲを計算し；
　特定の基地局で受信された信号のＢＬＥＲの時間平均である平均ＢＬＥＲまたはアップ
リンクデータ信号を計算し；
　前記平均ＳＮＲまたは平均ＢＬＥＲまたは両方によって、アップリンクチャネルのチャ
ネル条件が満足されるかされないかを判断し；および
　前記判断されたチャネル条件が満足されないとき目標パイロットＳＮＲ閾値を増加し、
前記判断されたチャネル条件が満足されるとき前記目標パイロットＳＮＲ閾値を減少する
；
　パイロット信号の前記平均ＳＮＲが所定の第１の閾値未満であるとき、前記判断された
チャネル条件は満足されない、
ことを具備する、アップリンク電力制御のための方法。
【請求項１２】
　アップリンクチャネルのチャネル条件を判断する手段と；および
　前記判断されたチャネル条件が満足されないとき目標パイロットＳＮＲ閾値を増加する
手段と；
を具備し、パイロット信号の前記平均ＳＮＲが所定の第１の閾値未満であるとき、前記判
断されたチャネル条件は満足されない、アップリンク電力制御のための装置。
【請求項１３】
　前記目標パイロットＳＮＲ閾値が増加したとき、トラヒック対パイロット比を減少する
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ことをさらに具備する、請求項１２の装置。
【請求項１４】
　前記判断されたチャネル条件が満足されるとき目標パイロットＳＮＲ閾値を減少するこ
とをさらに具備する、請求項１２の装置。
【請求項１５】
　アップリンクデータチャネル上の前記平均ブロックエラーレートが所定の第２の閾値よ
り大きいとき、前記判断されたチャネル条件は満足されない、請求項１２の装置。
【請求項１６】
　特定の基地局で受信されたアップリンクパイロット信号のＳＮＲの時間平均である平均
ＳＮＲを計算する手段と；
　特定の基地局で受信された信号のＢＬＥＲの時間平均である平均ＢＬＥＲまたはアップ
リンクデータ信号を計算する手段と；
　前記平均ＳＮＲまたは平均ＢＬＥＲまたは両方によってアップリンクチャネルのチャネ
ル条件が満足されるかされないかを判断する手段と；および
　前記判断されたチャネル条件が満足されないとき目標パイロットＳＮＲ閾値を増加し、
前記判断されたチャネル条件が満足されるとき目標パイロットＳＮＲ閾値を減少する手段
と；
を具備し、パイロット信号の前記平均ＳＮＲが所定の第１の閾値未満であるとき、前記判
断されたチャネル条件は満足されない、アップリンク電力制御のための装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　この発明は、一般に無線通信の分野に関し、特にアップリンク電力制御に関する。こ
の発明は、広範囲のアプリケーションに従うけれども、特にセルラー通信システムに使用
するのに適しており、その点について記載されるであろう。
【背景技術】
【０００２】
　技術仕様書３ＧＰＰ　ＴＳ　２５．２１１　ｖ５．０．０（２００２－０３）、第三世
代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）；技術仕様書グループ無線アクセスネット
ワーク；物理チャネル、および物理チャネルへのトランスポートチャネルのマッピング（
ＦＤＤ）（リリース５）は、高速ダウンリンク共有チャネル（ＨＳ－ＤＳＣＨ）を供給す
る。ＨＳ－ＤＳＣＨは１つまたはいくつかのユーザー機器（ＵＥ）により供給されるダウ
ンリンクトランスポートチャネルである。
【０００３】
　３ＧＰＰ高速データパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）において、ＵＥは、ダウンリンク
上の専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）に対して複数のノードＢとソフトハンドオフ状態にあ
ることができる。しかしながら、高速ダウンリンク共有チャネル（ＨＳ－ＤＳＣＨ）およ
び対応するアップリンク高速専用物理制御チャネル（ＨＳ－ＤＰＣＣＨ）に対してＨＳＤ
ＰＡ　ＳＨＯが無い。これは、リンク不均衡と呼ばれる状態を生じるかもしれない。すな
わち、ＨＳ－ＤＳＣＨ上に高速データを供給しているノードＢと、ＵＥがＤＰＣＣＨに対
して最良のアップリンクを有するノードＢとは異なる。
【０００４】
　それゆえ、逆方向リンクＨＳ－ＤＰＣＨを考慮するリンク不均衡の期間にアップリンク
電力制御のための装置および方法のための必要性が存在する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００５】
　この発明の他の特徴および利点は、以下の記載および添付図面に一部記載されるであろ
う。この発明の好適実施形態が記載され図示され、添付した図面とともに以下の詳細な記
載を審査すると、当業者にとって一部明白となり、あるいは、この発明の実施により確認
してもよい。この発明の利点は、特に添付したクレームで指摘された手段および組み合わ
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せによって実現および獲得してもよい。
【０００６】
　図１は、通信システム１００の一般化されたブロック図を図解する。ユーザー機器（Ｕ
Ｅ）１０２は、ノードＢ１　１０４およびノードＢ２　１０６と無線通信状態にあること
ができる。ＵＥは、携帯電話または固定または移動無線装置のような装置であることがで
きる。ノードＢは、全体のセルを供給するセルラー基地局のような装置であることができ
る。
【０００７】
　ノードＢ１　１０４およびノードＢ２　１０６は無線ネットワークコントローラー（Ｒ
ＮＣ）１０８と通信状態にあることができる。ＲＮＣはノードＢ１およびノードＢ２から
信号を受信し、制御情報を、中でもノードＢ１およびノードＢ２に供給する。
【０００８】
　ＵＥ１０２は、ノードＢ１　１０４とノードＢ２　１０６のサービスエリア内に存在す
ることができ、種々のチャネル上でノードＢ１およびノードＢ２と通信することができる
。例えばノードＢは、ダウンリンクチャネル、例えば図１に専用物理データチャネル（Ｄ
ＰＤＣＨ）および専用物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）として示されるダウンリンク専用
物理チャネル（ＤＰＣＨ）、および高速ダウンリンク共有チャネル（ＨＳ－ＤＳＣＨ）上
でＵＥに信号を通信することができる。ＵＥはアップリンクＤＰＤＣＨ、アップリンクＤ
ＰＣＣＨのようなアップリンク、およびダウンリンクＨＳ－ＤＳＣＨに関連する高速専用
物理制御チャネル（ＨＳ－ＤＰＣＣＨ）上でノードＢに信号を送信することができる。
【０００９】
　ＵＥ１０２は、アップリンクＤＰＣＣＨ上に、ダウンリンク電力制御のためのフィード
バック情報ビット（ＦＢＩ）およびＵＰ／ＤＯＷＮ要求信号に加えて、データのブロック
からなる全方向性パイロット信号を送信することができる。
【００１０】
　ＵＥのパイロット信号は、そのパイロット信号の範囲内でノードＢにより受信すること
ができる。各ノードＢは、ＵＥからのパイロット信号を受信したいと所望する目標パイロ
ット信号対雑音（ＳＮＲ）閾値Ｔを有する。パイロット信号を受信する各ノードＢは、受
信したパイロット信号のＳＮＲを計算することができる。（ブロック１１０および１１２
）。計算されたＳＮＲが閾値Ｔを下回るなら、ノードＢはＤＰＣＣＨ上にアップ要求を送
信することによりパイロット信号の送信電力を増大するようにＵＥに要求することができ
る。（ブロック１１４および１１６）。計算されたＳＮＲが閾値Ｔを上回るなら、ノード
Ｂは、ＤＰＣＣＨ上にダウン要求を送信することによりパイロット信号の送信電力を減少
するようにＵＥに要求することができる。（ブロック１１８および１２０）。
【００１１】
　ＤＯＷＮのＯＲはパイロット信号強度を増大するか減少するかどうかを決定する。ＵＥ
がノードＢのいずれかひとつからのＤＯＷＮ要求を受信するなら、ＵＥのパイロット強度
は減少される。ＵＥがすべてのノードＢからＵＰ要求を受信するなら、ＵＥのパイロット
強度は増大される。
【００１２】
　リンクの不均衡は、ＵＥ１０２がチャネルＨＳ－ＤＳＣＨ上のノードＢ１から高速デー
タを受信しているときに生じてもよく、ノードＢ１およびノードＢ２とアップリンクＳＨ
Ｏ状態にある。このリンクの不均衡状態は、ノードＢ２がＤＯＷＮ要求を送信し、ノード
Ｂ１がＵＰ要求を送信しているときに生じ得る。さらに、ＵＥは、ＳＨＯ状態にあるとき
に、一般的なＤＯＷＮｓのＯＲに従ってその送信電力を変化させることができる。ＨＳ－
ＤＰＣＣＨの信号強度は、ＵＥに記憶されたトラヒック対パイロット比に従って、パイロ
ット信号強度の減少に比例して減少するであろうから、ＵＥ１０２によるパイロット信号
送信電力の減少は、ＵＥとノードＢ１　１０４との間のアップリンク高速通信に影響を与
えることができる。
【００１３】
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　ＨＳＤＰＡにおいて、ノードＢ１　１０４は、ＨＳ－ＤＳＣＨ上のＵＥ１０２にパケッ
トデータを送信することができる。ＵＥは、一度にＨＳ－ＤＳＣＨ上の１つのノードＢか
らのパケットデータのみを受信することができる。図１において、ノードＢ１　１０４は
、ＵＥにパケットデータを送信するノードである。ＵＥを、ノードＢ１からのパケットデ
ータを受信することから、ノードＢ２（図示せず）に関連するダウンリンクチャネルＨＳ
－ＤＳＣＨ上のノードＢ２　１０６からパケットデータを受信することに、切り換えるセ
ル交換を生じることができる。より高いレベルの信号伝達がセル交換を達成する。しかし
ながら、リンクの不均衡は、セル交換のタイムスケールよりも短いタイムスケール上存在
することができる。
【００１４】
　ＵＥ１０２は、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ上に、アクノレッジ／非アクノレッジ（ＡＣＫ／ＮＡ
Ｋ）信号を送信することができる。ＵＥがＨＳ－ＤＳＣＨ上のサービングノードＢ１から
パケットデータを成功裡に受信したなら、ＡＣＫがＵＥにより送信される。反対に、ＵＥ
がＨＳ－ＤＳＣＨ上のサービングノードＢ１からパケットデータを非成功裡に受信したな
ら、ＮＡＫが送信される。ＮＡＫが送信ノードＢ１により受信されるなら、送信ノードＢ
１は、以前に送信したパケットデータを再送信することができる。ＵＥがＨＳ－ＤＳＣＨ
に関連する高速共有制御チャネル（ＨＳ－ＳＣＣＨ）を取り損なうなら、ＵＥは、ゼロ（
ＮＵＬＬ）を送信することができる。ＨＳ－ＳＣＣＨは、将来の送信がＨＳ－ＤＳＣＨ上
で今にも起ころうとしていることをＵＥに知らせる。
【００１５】
　リンク不均衡状態において、ノードＢ２は、ＤＯＷＮ要求を送信する。これは、ＵＥ１
０２にパイロット信号強度を減少させ、相応して、ＡＣＫ／ＮＡＫの信号強度を減少させ
る。ＡＣＫ／ＮＡＫ信号の強度が減少すると、ＡＣＫｓは、ＨＳ－ＤＳＣＨ上に送信の増
加をもたらすＮＡＫｓとして受信され、ＮＡＫｓおよびＮＵＬＬｓは、ＨＳ－ＤＳＣＨ上
で紛失したパケットをもたらすＡＣＫｓとして受信される結果となり得る。
【００１６】
　さらに、ＵＥは、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ上にチャネル品質表示（ＣＱＩ）を送信するので、
ノードＢ１は、誤った表示を受信する可能性がある。
【００１７】
　この問題に対する解決は、ＲＮＣ１０８がパイロット強度、例えば、ノードＢ１　１０
４により受信されるパイロット信号の平均ＳＮＲ（ブロック１２２）およびサービングノ
ードＢ１の平均ブロックエラーレート（ＢＬＥＲ）（ブロック１２４）を監視することで
ある。これらのパラメーターは、目標パイロットＳＮＲ閾値Ｔを増大するか減少するかを
判断する際に使用してもよい。
【００１８】
　ＲＮＣ１０８は、両方のノードＢ（ブロック１２６および１２８）に対してアップリン
クＤＰＤＣＨ上に送信されたブロックの巡回冗長検査を計算することができる。両方のチ
ャネルに対してＣＲＣが失敗するなら（ブロック１３０）、ＲＮＣは、ノードＢに目標パ
イロットＳＮＲ閾値Ｔを増加させるように指示する（ブロック１３２）。これによって、
次に、ノードＢ２は、その要求をＤＯＷＮからＵＰに変更する可能性をもたらす。
【００１９】
　ＣＲＣが両方のチャネルに対して失敗しないなら（ブロック１３０）、ＲＮＣ１０８は
、高速パケットデータを送信するノードＢ１　１０４とＵＥ１０２との間のアップリンク
チャネル条件が不満足であるかどうか判断する。例えば、平均パイロット信号ＳＮＲが所
定の閾値ＴＨ１未満かどうか判断する、またはＤＰＤＣＨ上のブロックエラーレート（Ｂ
ＬＥＲ）が所定の閾値ＴＨ２より大きいかどうか判断する、またはその両方を判断する。
アップリンクチャネル条件が満足されるなら、ＲＮＣ１０８は、ノードＢの目標パイロッ
トＳＮＲ閾値Ｔを減少するように要求することができる（ブロック１３６）。
【００２０】
　高速パケットデータを送信するノードＢ１　１０４とＵＥ１０２との間のアップリンク
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チャネル条件が不満足であるなら（ブロック１３４）、ＲＮＣ１０８は、目標パイロット
ＳＮＲ閾値Ｔを増加させるように要求することができる（ブロック１３８）。Ｔが増加す
ると、ノードＢ２は、ＤＯＷＮ要求をＵＰ要求に変更する可能性が高くなり、それによっ
て、ＤＯＷＮｓのＯＲによってＵＥのパイロット強度の減少を防止することができる。
【００２１】
　状況に応じて、ＲＮＣは、Ｔを増加させることに加えて（ブロック１３８）、ノードＢ
のトラヒック対パイロット比を減少するように要求することができる（ブロック１４０）
。トラヒック対パイロット比を減少することは、パイロット信号強度に関連してトラヒッ
クチャネル強度を減少することにより、平均返信リンク干渉を減少させる。
【００２２】
　この発明は他の実施形態および異なる実施形態に適用可能であり、いくつかの細部は変
更可能である。例えば、この発明は、広帯域符号分割多元接続（Ｗ－ＣＤＭＡ）のための
上述した技術仕様書に関連して記載されているけれども、この発明はＣＤＭＡ２０００　
１ｘＥＶ－ＤＶに等価的に適用可能である。例えば、以下の３ＧＰＰ用語はＣＤＭＡ２０
００用語に対して対応を有する。ＵＥは移動局（ＭＳ）に対応する；ノードＢは基地端末
局（ＢＴＳ）に対応する；ＲＮＣは基地局コントローラー（ＢＳＣ）に対応する；ＨＳ－
ＤＳＣＨは順方向パケットデータチャネル（Ｆ－ＰＤＣＨ）に対応する；ＤＰＣＨは、フ
ァンディケートチャネル(Fundicated Channel)（ＦＣＨ／ＤＣＣＨ）；ＨＳ－ＤＰＣＣＨ
は、Ｒ－ＣＱＩＣＨおよびＲ－ＡＣＫＣＨに対応する；およびＢＬＥＲはフレームエラー
レート（ＦＥＲ）に対応する。
【００２３】
　ノードＢは、１つのセルの種々のセクターを供給するビーム形成アンテナを有するセル
ラー基地局の装置であり得る。この場合、ＲＮＣの機能は、同じ基地局のセクター間のリ
ンク不均衡に対してＵＥにサービスする基地局において実行可能である。
【００２４】
　ここに記載される機能性および図１に示すブロックの機能性は専用のハードウエアにお
いて、または等価的にソフトウエアとプロセッサーにおいて実行してもよい。
【００２５】
　結論として、ここに記載されるアップリンク電力制御は、ＵＥがＳＨＯ状態に入るとき
にアップリンクＨＳ－ＤＰＣＣＨの完全性を維持するための利点を提供する。これは、主
に、ノードＢの目標パイロットＳＮＲ閾値を増加するかまたは減少するかを決定するとき
、サービングノードＢ１のパイロット信号強度および／またはサービングノードＢ１のア
ップリンクチャネル条件を考慮することにより、目標パイロットＳＮＲ閾値を制御するこ
とにより達成される。
【００２６】
　当業者は、この発明の範囲または精神を逸脱することなく、他の変更または変形をこの
発明のアップリンク電力制御技術において、および構成および動作において実行できるこ
とを認識するであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１は、この発明に従って構成された通信システムの一般化されたブロック図で
ある。
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