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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同一の物理リソース上で複数のユーザに対する送信を多重化する方法において、
　第１の無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）および第２のＷＴＲＵへ送信されることになる
データを処理するステップと、
　前記データを、同一のタイムスロットの中で同一の物理リソースを使用して、前記第１
のＷＴＲＵおよび前記第２のＷＴＲＵへ送信するステップであって、前記第１のＷＴＲＵ
は、同相サブチャネルおよび直交サブチャネルの第１のものに割り当てられ、前記第２の
ＷＴＲＵは、前記同一の物理リソース上で前記同相サブチャネルおよび前記直交サブチャ
ネルの第２のものに割り当てられ、前記同相サブチャネルおよび前記直交サブチャネル上
の送信電力は、独立に制御される、送信するステップと
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記同相サブチャネルおよび前記直交サブチャネルの間の前記送信電力の比は、所定の
範囲内に制限されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記同相サブチャネルおよび前記直交サブチャネル上の前記送信電力は、各サブチャネ
ル上の信号電力レベル、雑音レベル、および干渉レベルの少なくとも１つに基づいて、適
応的に制御されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
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　前記同一の物理リソースに割り当てられた前記第１のＷＴＲＵおよび前記第２のＷＴＲ
Ｕは、前記第１のＷＴＲＵおよび前記第２のＷＴＲＵのチャネル状態に基づいて、選択さ
れることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記同一の物理リソースに割り当てられた前記第１のＷＴＲＵおよび前記第２のＷＴＲ
Ｕは、前記第１のＷＴＲＵおよび前記第２のＷＴＲＵの所要電力レベルに基づいて、選択
されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　目標電力値が前記同相サブチャネルおよび前記直交サブチャネルに対して、それぞれ、
設定され、前記同相サブチャネルおよび前記直交サブチャネルの間の電力バランスを支え
ることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第２のＷＴＲＵを、他の物理リソースに再割り当てするステップと、
　第３のＷＴＲＵを、前記第２のＷＴＲＵが割り当てられていたサブチャネルに割り当て
るステップと
　をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記物理リソースは、時分割多重アクセス（ＴＤＭＡ）リソースであることを特徴とす
る請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　同一の物理リソース上で複数のユーザに対する送信を多重化する装置において、
　第１の無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）および第２のＷＴＲＵへ送信されることになる
データを処理し、前記データを、同一のタイムスロットの中で同一の物理リソースを使用
して、前記第１のＷＴＲＵおよび前記第２のＷＴＲＵへ送信するよう構成されたプロセッ
サであって、前記第１のＷＴＲＵは同相サブチャネルおよび直交サブチャネルの第１のも
のに割り当てられ、前記第２のＷＴＲＵは、前記同一の物理リソース上で前記同相サブチ
ャネルおよび前記直交サブチャネルの第２のものに割り当てられ、前記同相サブチャネル
および前記直交サブチャネル上の送信電力は、独立に制御されるようさらに構成されたプ
ロセッサ
　を備えたことを特徴とする装置。
【請求項１０】
　前記同相サブチャネルおよび前記直交サブチャネルの間の前記送信電力の比は、所定の
範囲内に制限されることを特徴とする請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記同相サブチャネルおよび前記直交サブチャネル上の前記送信電力は、各サブチャネ
ル上の信号電力レベル、雑音レベル、および干渉レベルの少なくとも１つに基づいて、適
応的に制御されることを特徴とする請求項９に記載の装置。
【請求項１２】
　前記同一の物理リソースに割り当てられた前記第１のＷＴＲＵおよび前記第２のＷＴＲ
Ｕは、前記第１のＷＴＲＵおよび前記第２のＷＴＲＵのチャネル状態に基づいて、選択さ
れることを特徴とする請求項９に記載の装置。
【請求項１３】
　前記同一の物理リソースに割り当てられた前記第１のＷＴＲＵおよび前記第２のＷＴＲ
Ｕは、前記第１のＷＴＲＵおよび前記第２のＷＴＲＵの所要電力レベルに基づいて、選択
されることを特徴とする請求項９に記載の装置。
【請求項１４】
　前記同相サブチャネルおよび前記直交サブチャネルに対して、それぞれ、目標電力値が
設定され、前記同相サブチャネルおよび前記直交サブチャネルの間の電力バランスを支え
ることを特徴とする請求項９に記載の装置。
【請求項１５】
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　前記第２のＷＴＲＵは、他の物理リソースに再割り当てされ、第３のＷＴＲＵは、前記
第２のＷＴＲＵが割り当てられていたサブチャネルに割り当てられることを特徴とする請
求項９に記載の装置。
【請求項１６】
　前記物理リソースは、時分割多重アクセス（ＴＤＭＡ）リソースであることを特徴とす
る請求項９に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　直交サブチャネル（ＯＳＣ：Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｓｕｂ－ｃｈａｎｎｅｌ）の概念
と、ＧＳＭ　ＥＤＧＥ無線アクセスネットワーク（ＧＥＲＡＮ：ＧＳＭ　ＥＤＧＥ　Ｒａ
ｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）セルの音声容量を増大させるために直交サブチ
ャネルをどのように使用できるかが、他の者たちによって開示されている（ＧＳＭはモバ
イル用グローバルシステム（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ）であ
り、ＥＤＧＥは広域展開用増強データレート（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　ｒａｔｅｓ
　ｆｏｒ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）である）。ＯＳＣ方式では、基地局（Ｂ
Ｓ）は、ダウンリンク用に４相シフトキーイング（ＱＰＳＫ：Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐ
ｈａｓｅ－Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）変調を使用し、この変調は、２人のユーザからの
音声データを多重化する。多重化は、ガウシアン最小シフトキーイング（ＧＭＳＫ：Ｇａ
ｕｓｓｉａｎ　Ｍｉｎｉｍｕｍ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）を使用する従来の移動局（
ＭＳ）がそれぞれのデータを受信できるように行われる。
【０００３】
　一例として、図１は、８相シフトキーイング（８ＰＳＫ：Ｅｉｇｈｔ　Ｐｈａｓｅ　Ｓ
ｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）コンスタレーション（ｃｏｎｓｔｅｌｌａｔｉｏｎ）のサブセ
ットとして選択されたＱＰＳＫコンスタレーションを示している。最上位ビット（ＭＳＢ
：ｍｏｓｔ　ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ　ｂｉｔ）と最下位ビット（ＬＳＢ：ｌｅａｓｔ　
ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ　ｂｉｔ）が、２つの「直交」サブチャネルＩおよびＱを定義し
、これらのビットは、（ＯＳＣ０，ＯＳＣ１）として表される。各サブチャネルは、ＤＬ
方向において、２人のユーザの音声信号を伝送する。ＧＭＳＫのみに対応したＭＳは、個
々のサブチャネルを検出することができる。
【０００４】
　これらの先行するＯＳＣ案は、ダウンリンク電力制御が最も弱いリンクの状態を基準と
して使用できることも規定する。例えば、そのような手法では、より弱い直交サブチャネ
ルがＩである場合、電力制御は、サブチャネルＩが最小許容電力レベルを達成するまで、
サブチャネルＩおよびＱの両方が等しく増加されるように調整される。この手法は、ＱＰ
ＳＫコンスタレーションの形状を円形に維持し、４つのコンスタレーション点のすべてを
等距離に保ち、それが最良の受信機復号結果をもたらす最大のセパレーションを提供する
という利点を有する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、この手法の難点は、最も弱いリンクではないサブチャネル（すなわち、
この例ではサブチャネルＱ）において、必要とするより大きな電力が使用されることであ
る。結果として、サブチャネル間の干渉が増大してしまう。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　マルチユーザ通信用の方法および装置は、ユーザに指定された各サブチャネルに対する



(4) JP 5662522 B2 2015.1.28

10

20

30

40

50

独立した電力制御を含む。修正ＱＰＳＫ変調マッピング（ｍｏｄｉｆｉｅｄ　ＱＰＳＫ　
ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｍａｐｐｉｎｇ）が、２人のユーザに対して実行され、各ユーザ
は、直交サブチャネルに割り当てられる。この電力制御方法は、各サブチャネルにおける
送信電力と、各サブチャネル間の干渉を最小化する。
【０００７】
　より詳細な理解は、例として与えられ、添付の図面と併せて理解される、好ましい実施
形態についての以下の説明から得ることができる。
【発明の効果】
【０００８】
　以上説明したように、本発明により、各サブチャネルにおける送信電力と、各サブチャ
ネル間の干渉を最小化する電力制御方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】８相シフトキーイング（８ＰＳＫ）コンスタレーションのサブセットとして選択
され、直交サブチャネルを定義する、ＱＰＳＫコンスタレーションを示す図である。
【図２】ダウンリンク信号の直交サブチャネル電力制御を用いる無線通信のブロック図で
ある。
【図３Ａ】独立電力制御を用いる修正ＱＰＳＫ変調用の直交サブチャネルＩおよびＱコン
スタレーションを示す図である。
【図３Ｂ】独立電力制御を用いる修正ＱＰＳＫ変調用の直交サブチャネルＩおよびＱコン
スタレーションを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　これ以降言及される場合、「無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）」という用語は、限定す
ることなく、ユーザ機器（ＵＥ）、移動局、固定もしくは移動加入者ユニット、ページャ
、セルラ電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、コンピュータ、または無線環境で動作可能な他
の任意のタイプのユーザデバイスを含む。これ以降言及される場合、「基地局」という用
語は、限定することなく、ノードＢ、サイトコントローラ、アクセスポイント（ＡＰ）、
または無線環境で動作可能な他の任意のタイプのインタフェースデバイスを含む。
【００１１】
　図２は、第１の実施形態の方法を実行するように構成されたプロセッサ２０２を含む、
基地局２０１を示している。プロセッサ２０２は、通信ネットワーク２３１経由のユーザ
２５１、２５２からのデータを処理して、無線ダウンリンク信号２１５上でＷＴＲＵ　２
１１およびＷＴＲＵ　２２１に送信する。ダウンリンク信号２１５の容量を増大させるた
め、プロセッサ２０２によって無線リソースをマップすることができ、それによって、同
じタイムスロットで送信される２人のユーザ２５１、２５２からの音声またはデータ信号
は、対象とする受信機ＷＴＲＵ　２１１、２２１によって個別に検出することができる。
修正ＱＰＳＫ変調は、直交サブチャネルＩおよびＱを使用するダウンリンク信号２１５に
適用される。
【００１２】
　図３Ａおよび図３Ｂは、修正ＱＰＳＫ変調に従って、直交サブチャネルＩおよびＱをマ
ップするためのコンスタレーションの例を示しており、電力制御は、各サブチャネルＩお
よびＱにおいて独立に調整される。図３Ａでは、コンスタレーション３０１は、サブチャ
ネルＩ上で独立に上方へ電力調整を行い、サブチャネルＱにはゼロ電力調整を適用した結
果、Ｑ軸に沿った長方形である。あるいは、サブチャネルＩにおける電力制御調整の増加
分がサブチャネルＱにおける増加分よりも相対的に大きいのであれば、Ｑサブチャネル上
で何らかの電力制御調整を独立に行うこともできる。
【００１３】
　反対に、図３Ｂでは、コンスタレーション３０２は、Ｉ軸に沿った長方形であり、これ
は、独立の電力制御調整の増加分が、サブチャネルＩよりもサブチャネルＱでより大きい
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場合の結果である。
【００１４】
　または、サブチャネルＩおよびＱのどちらかを減少させる電力制御調整を行うこともで
きる。
【００１５】
　適応電力制御は、修正ＱＰＳＫ変調の長方形コンスタレーションが、サブチャネルＩに
関する独立の電力制御パラメータαとサブチャネルＱに関する独立の電力制御パラメータ
βに従って変化し得るように、サブチャネルＩおよびＱに独立に適用される。例えば、こ
の実施形態による修正ＱＰＳＫの４つのコンスタレーション点は、表１に示されるように
表すことができる。
【００１６】
【表１】

【００１７】
電力制御パラメータαおよびβは、以下の限界内で設定される定数であり、
　　０＜α≦１
　　０＜β≦１
ここで、αおよびβは、０に接近し過ぎないように保たれる。これらのパラメータαおよ
びβは、２つの直交サブチャネルＩおよびＱ信号各々の相対電圧振幅を表し、ここで、α
は、サブチャネルＩの電力ＰIの平方根に比例し、βは、サブチャネルＱの電力ＰQの平方
根に比例する。２つのサブチャネルＩおよびＱについて送信される総電力がＰに等しい場
合、サブチャネルＩの電力ＰIは、以下のように、すなわち、
　　ＰI＝α2Ｐ
になり、サブチャネルＱの電力ＰQは、
　　ＰQ＝β2Ｐ
になる。
【００１８】
　実際的な実装上の問題が、α／βの比率が限界内に収まるように制約することがある。
例えば、この比率の１つの範囲は、
【００１９】
【数１】

【００２０】
とすることができ、これは、２つのサブチャネルＩおよびＱの間の相対電力が４以上、す
なわち等価的に６ｄＢ以上になるべきではないという実際的な制約を表す。正確な制約は
、アナログ／デジタル変換プロセス（ａｎａｌｏｇ　ｔｏ　ｄｉｇｉｔａｌ　ｐｒｏｃｅ
ｓｓ）の量子化分解能（ｑｕａｎｔｉｚａｔｉｏｎ　ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ）を含むが、
それに限定されない、実際的な実装上の問題によって決定される。
【００２１】
　したがって、図３Ａおよび図３Ｂに示されたコンスタレーション例は各々、選択された
電力制御パラメータに依存する、多くの可能なバリエーションのうちの１つを示している
。プロセッサ２０２は、典型的な電力制御フィードバック方式に従って、検出された受信
チャネル品質に応じて、電力制御パラメータαおよびβを決定する。１つの例は、ＷＴＲ
Ｕ　２１１のプロセッサ２１２が、受信信号２１５において多重誤り（ｍｕｌｔｉｐｌｅ
　ｅｒｒｏｒ）を検出したと判定し、それに応答して、チャネル品質インジケータ（ＣＱ
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Ｉ：ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を基地局２０１に報告しよ
うと決定することを含む。ＣＱＩに基づいて、基地局２０１のプロセッサ２０２は、ＷＴ
ＲＵ　２１１に割り当てられたサブチャネルＩにおいて独立に電力を増加させる電力制御
パラメータαを選択する。
【００２２】
　開ループベースの方式または閉ループベースの方式を含む様々な電力制御技法が、直交
サブチャネルＩおよびＱに適用できる。また、電力制御適応のタイムスケールは、最適に
選択することができる。電力制御適応の基準は、任意の組み合わせで、信号電力レベル、
雑音レベル、または干渉レベルを含むことができる。
【００２３】
　電力制御適応の基準は、ダイナミックレンジ問題を考慮することもできる。例えば、Ｗ
ＴＲＵ　２１１などの受信機が著しく異なる電力レベルで到着した２つの信号を処理しな
ければならない場合に発生し得る、よく知られた信号捕捉問題（signal capture problem
）を防止するために、２つのサブチャネルＩおよびＱが電力レベルにおいて十分に近いこ
とを保証するような対策がとられる。特に、捕捉問題は、ＷＴＲＵ　２１１受信機におい
て、受信サブチャネルＩおよびＱの間の大きな電力レベルオフセットによってＡ／Ｄ変換
器のダイナミックレンジが影響され得るＡ／Ｄ変換中に発生し得る。電力レベルの適切な
バランスの維持は、単独または組み合わせて用いられる以下の２つの技法によって、すな
わち、（１）スケジューリングおよびチャネル割り当てプロセス中に、必要送信電力レベ
ルに過度な相違のある２つのサブチャネルＩおよびＱを、ＷＴＲＵ　２１１および２２１
に割り当てることを回避する技法と、（２）個々の目標電力レベルを、適切なバランスを
サポートする値に設定する技法によって達成することができる。任意選択的に、移動局の
ための増強ダイナミックレンジ能力を指定する（すなわち、Ａ／Ｄ変換器においてビット
数を増やす）ことによって、付加的なより大きなダイナミックレンジを達成することもで
きる。
【００２４】
　基地局２０１によって適用されるＯＳＣ変調の一部として、基地局２０１またはそれが
属する基地局システム（ＢＳＳ：Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）が現在のチ
ャネル状態に基づいて多重化を動的に変更できるリンク適応が、受信機ＷＴＲＵ　２１１
およびＷＴＲＵ　２２１を多重化するために実行される。例えば、ＷＴＲＵ　２１１が基
地局２０１の非常に近くに位置し、ＷＴＲＵ　２２１が基地局２０１から相対的に遠くに
位置し、サブチャネルが同じタイムスロットに多重化されるシナリオを取り上げる。内部
閾値と履歴（ｈｙｓｔｅｒｅｓｉｓ）を使用して、基地局２０１は、多重化タイムスロッ
トからＷＴＲＵ　２２１の情報を割り当て直し、代わりにＷＴＲＵ　２１１の情報を基地
局２０１のより近くに位置している別のＷＴＲＵの情報と多重化することを選択すること
ができる。これは、「パッキング／アンパッキング（Ｐａｃｋｉｎｇ／Ｕｎｐａｃｋｉｎ
ｇ）」などの手順を利用する、単純なセル内ハンドオーバ（Ｉｎｔｒａ－Ｃｅｌｌ　Ｈａ
ｎｄｏｖｅｒ）手順によって達成することができる。代替的な選択肢として、基地局２０
１は、ＷＴＲＵ　２２１を別のタイムスロットの単独ユーザとして有することを選択する
ことができる。
【００２５】
　上で説明された修正ＱＰＳＫ変調方法は、以下のようにパケット交換（ＰＳ：ｐａｃｋ
ｅｔ－ｓｗｉｔｃｈｅｄ）ドメインに関係する。ＰＳドメインでは、データは、パケット
データチャネル（ＰＤＣＨ：Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｈａｎｎｅｌ）などのチャネル
上で交換される。ＰＤＣＨの一例は、単一搬送波内のタイムスロットである。タイムスロ
ットは、各々がデータの１つまたは複数のビットを伝送する多数の変調シンボルで構成さ
れる、無線バースト（ｒａｄｉｏ　ｂｕｒｓｔ）を伝送する。これらのビットのすべてが
ＰＤＣＨに属する。本発明との関連では、ダウンリンクの各シンボルに関連するビットは
、ＷＴＲＵ　２１１およびＷＴＲＵ　２２１などの多数のユーザに割り当てられる。例え
ば、修正ＱＰＳＫのＭＳＢおよびＬＳＢ（すなわち（ＭＳＢ，ＬＳＢ））は、以下のよう
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に、すなわち、ＭＳＢはＷＴＲＵ　２１１に、ＬＳＢはＷＴＲＵ　２２１に割り当てられ
る。それに対応して、アップリンクでは、ＷＴＲＵ　２１１およびＷＴＲＵ　２２１は、
同じタイムスロットおよび同じ搬送波周波数で送信するが、異なる（好ましくは直交する
）トレーニング系列を使用する。この実施形態では、ＰＤＣＨの定義は、本明細書で直交
ＰＤＣＨ（Ｏ－ＰＤＣＨ）と呼ばれる、そのような直交サブチャネルにまで拡張される。
上の例では、ダウンリンクおよびアップリンクの両方において、２つの直交サブチャネル
に関して、２つのＯ－ＰＤＣＨが定義される。
【００２６】
　この実施形態の実施として、ＷＴＲＵ　２１１またはＷＴＲＵ　２２１は、ダウンリン
クにおいて、直交サブチャネルＩまたはＱを使用して、パケットタイミング制御チャネル
（ＰＴＣＣＨ：Ｐａｃｋｅｔ　Ｔｉｍｉｎｇ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を受信
することができる。これの１つの利点は、基地局２０１が、ＰＴＣＣＨ用に別個のチャネ
ルを割り当て、ＰＴＣＣＨ送信のために利用可能な機会ができるまで、ＰＴＣＣＨ情報の
送信を遅延させる必要がないことである。代わりに、ＰＴＣＣＨ情報は、ＩおよびＱサブ
チャネルで直ちに伝送し、ＷＴＲＵ　２１１、２２１によって遅延なく受信することがで
きる。ＷＴＲＵ　２１１、２２１によるアップリンク送信の場合、（例えば、ＷＴＲＵ　
２１１、２２１が従来のデバイスである場合）通常のＰＤＣＨが使用できる。代替として
、Ｏ－ＰＤＣＨが、アップリンク用に定義され、それによって、サブチャネルＩおよびＱ
の各々が、異なるデータストリームを伝送することができ、または一方のサブチャネルが
、データ情報を伝送し、他方が、音声または制御情報を伝送することもできる。
【００２７】
　２つ以上のタイムスロットから構成されるＯ－ＰＤＣＨでは、１つまたは複数のタイム
スロットが、直交サブチャネルＩおよびＱを伝送することができ、一方、他のタイムスロ
ットは、通常のＰＤＣＨチャネルをサポートする。
【００２８】
　ダウンリンク２１５において、ＷＴＲＵ　２２１から多重化されたＷＴＲＵ　２１１を
一意的に識別するため、基地局２０１は、サブチャネルＩおよびＱを使用して、それぞれ
ＷＴＲＵ　２１１およびＷＴＲＵ　２２１に２つの異なる情報ブロックを送信することが
できる。同じタイムスロット内では、各情報ブロックは、サブチャネルＩまたはＱに対応
する一時フロー識別（ＴＦＩ：Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｆｌｏｗ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）をヘ
ッダ内に含む。
【００２９】
　アップリンク２２５の信号内では、ＷＴＲＵ　２１１は、アップリンク状態フラグ（Ｕ
ＳＦ：ｕｐｌｉｎｋ　ｓｔａｔｅ　ｆｌａｇ）パラメータおよび／またはＴＦＩに基づい
たリソースのスケジューリングによって、ＷＴＲＵ　２２１から一意的に識別することが
できる。リソースのスケジューリングは、２つの異なるＵＳＦ値を、一方の値を各サブチ
ャネルで、ＷＴＲＵ　２１１およびＷＴＲＵ　２２１に送信するために、直交サブチャネ
ルＩおよびＱを使用して、基地局２０１によって実行することができる。ＷＴＲＵ　２１
１およびＷＴＲＵ　２２１は、アップリンクにおいて情報を送信する場合、対応するＴＦ
Ｉの一意的なマッピングとサブチャネル番号（例えば０または１）によって一意的に識別
される。基地局プロセッサ２０２は、ＷＴＲＵ　２１１およびＷＴＲＵ　２２１の信号の
一意的な識別を可能にする、一意的なＴＦＩとサブチャネル番号を受信アップリンクにお
いて検出する。
【００３０】
　最後に、リンク適応は、様々な変調および符号化方式（ＭＣＳ：ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ
　ａｎｄ　ｃｏｄｉｎｇ　ｓｃｈｅｍｅ）クラスの間で適応的に変更することによって、
各Ｏ－ＰＤＣＨに適用することができる。信頼性の高いデータ送信のために、増加的冗長
性（ｉｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ　ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ）を伴う自動再送要求（ＡＲＱ：Ａ
ｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）と、伴わない自動再送要求が適用で
きる。
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【００３１】
　ＱＰＳＫ変調に関して実施形態が説明されたが、他の可能な変形は、電力制御パラメー
タ選択および調整によるサブチャネルの独立電力制御をコンスタレーションが反映できる
、８ＰＳＫ、１６ＱＡＭ、および３２ＱＡＭを含むが、それらに限定されない、より高次
の変調を利用することができる。
【００３２】
　実施形態
　１．無線通信における電力制御のための、基地局によって実施される方法であって、
　通信用のダウンリンクチャネル内に少なくとも２つの直交サブチャネル（ＯＳＣ）を確
立するステップと、
　各サブチャネルにおける送信電力を独立に制御するステップと
　を備える方法。
　２．前記送信電力制御は、適応的に実行される実施形態１に記載の方法。
　３．送信電力を制御する前記ステップは、信号電力レベル、雑音レベル、または干渉レ
ベルの少なくとも１つを含む基準を使用して適応的に実行される実施形態１または２に記
載の方法。
　４．第１の無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）のための情報と第２のＷＴＲＵのための情
報とをダウンリンク信号の共通タイムスロット上で多重化するステップであって、その際
、第１のＯＳＣは前記第１のＷＴＲＵに割り当てられ、第２のＯＳＣは前記第２のＷＴＲ
Ｕに割り当てられるステップと、
　チャネル状態を監視するステップと、
　前記第２のＷＴＲＵのための前記情報を前記多重化共通タイムスロットから別のタイム
スロットに割り当て直すステップと
　をさらに備える実施形態１～３のいずれかに記載の方法。
　５．第３のＷＴＲＵが、前記第２のＷＴＲＵよりも前記基地局のより近くに位置し、前
記第２のＷＴＲＵのための前記情報の前記割り当て直しに続いて、前記第１のＷＴＲＵの
ための情報を第３のＷＴＲＵの情報と多重化するステップをさらに含む実施形態４に記載
の方法。
　６．ＯＳＣが、パケット交換（ＰＳ）ドメインにおけるデータ交換のために使用される
実施形態１～５のいずれかに記載の方法。
　７．前記ＯＳＣは、パケットデータチャネル（ＰＤＣＨ）として使用され、直交パケッ
トデータチャネル（Ｏ－ＰＤＣＨ）として定義される実施形態６に記載の方法。
　８．前記ＰＤＣＨは、単一搬送波内のタイムスロットを含む実施形態６または７に記載
の方法。
　９．ＯＳＣが、ダウンリンク方向においてパケットタイミング制御チャネル（ＰＴＣＣ
Ｈ）として使用され、前記ＯＳＣは、アップリンク方向においてＰＤＣＨとして使用され
る実施形態６～８のいずれかに記載の方法。
　１０．ＯＳＣが、ダウンリンク方向においてパケットタイミング制御チャネル（ＰＴＣ
ＣＨ）として使用され、通常のＰＤＣＨが、アップリンク方向において使用される実施形
態８に記載の方法。
　１１．前記Ｏ－ＰＤＣＨは、２つ以上のタイムスロットを含み、
　直交サブチャネルＩおよびＱを伝送する少なくとも１つのタイムスロットと、ＰＤＣＨ
チャネルをサポートする他のタイムスロットと
　をさらに含む実施形態７～１０のいずれかに記載の方法。
　１２．アップリンクにおいて第１のＷＴＲＵと第２のＷＴＲＵを一意的に識別するため
の、基地局によって実施される方法であって、
　２つの異なる情報ブロックを前記第１のＷＴＲＵおよび前記第２のＷＴＲＵに送信する
ためにダウンリンクにおいて直交サブチャネルＩおよびＱを使用するステップであって、
各ブロックは、対応する一時フロー識別（ＴＦＩ）を含む、ステップと、
　前記第１のＷＴＲＵおよび前記第２のＷＴＲＵに割り当てられた前記サブチャネルを識
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別する番号を有する対応するＴＦＩの一意マッピングによって、前記アップリンクにおい
て前記第１のＷＴＲＵおよび前記第２のＷＴＲＵの各々を別々に識別するステップと
　を含む方法。
　１３．前記ダウンリンクにおいて直交サブチャネルを使用して、アップリンク状態フラ
グ（ＵＳＦ）の２つの異なる値を前記ＷＴＲＵに送信することによって、前記第１のＷＴ
ＲＵおよび前記第２のＷＴＲＵに対してリソースをスケジューリングするステップをさら
に含む実施形態１２に記載の方法。
　１４．様々な変調および符号化方式（ＭＣＳ）クラスの間で適応的に変更することによ
って、各ＰＤＣＨをリンクするステップをさらに含む実施形態１２または１３に記載の方
法。
　１５．通信用チャネル内に少なくとも２つの直交サブチャネル（ＯＳＣ）を確立するよ
うに構成され、それによって、送信電力が各サブチャネルにおいて独立に制御されるよう
にする、プロセッサ
　を含む基地局。
　１６．前記プロセッサは、適応的電力制御を実行するように構成される実施形態１５に
記載の基地局。
　１７．前記適応的電力制御は、信号電力レベル、雑音レベル、または干渉レベルの少な
くとも１つを含む基準を使用して実行される実施形態１５または１６に記載の基地局。
　１８．前記プロセッサは、
　第１の無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）のための情報と第２のＷＴＲＵのための情報と
をダウンリンク信号の共通タイムスロット上で多重化し、その際、第１のＯＳＣは前記第
１のＷＴＲＵに割り当てられ、第２のＯＳＣは前記第２のＷＴＲＵに割り当てられるよう
にし、
　チャネル状態を監視し、
　前記第２のＷＴＲＵのための情報を前記多重化共通タイムスロットから別のタイムスロ
ットに割り当て直す
　ように構成された実施形態１５～１７のいずれかに記載の基地局。
　１９．第３のＷＴＲＵが前記第２のＷＴＲＵよりも前記基地局のより近くに位置してい
る場合、前記プロセッサは、前記ダウンリンク信号上で前記第１のＷＴＲＵを前記第３の
ＷＴＲＵと多重化するように構成される実施形態１８に記載の基地局。
　２０．ＯＳＣが、パケット交換（ＰＳ）ドメインにおけるデータ交換のために使用され
る実施形態１５～１９のいずれかに記載の基地局。
　２１．前記ＯＳＣは、パケットデータチャネル（ＰＤＣＨ）として使用され、直交パケ
ットデータチャネル（Ｏ－ＰＤＣＨ）として定義される実施形態２０に記載の基地局。
　２２．前記ＰＤＣＨは、単一搬送波内のタイムスロットを含む実施形態２０または２１
に記載の基地局。
　２３．前記プロセッサは、ダウンリンク方向においてＯＳＣをパケットタイミング制御
チャネル（ＰＴＣＣＨ）として使用し、アップリンク方向においてＯＳＣをＰＤＣＨとし
て受信する実施形態２２に記載の基地局。
　２４．前記プロセッサは、ダウンリンク方向においてＯＳＣをパケットタイミング制御
チャネル（ＰＴＣＣＨ）として使用し、アップリンク方向においてＰＤＣＨを受信する実
施形態２２に記載の基地局。
　２５．前記プロセッサは、２つ以上のタイムスロットを含むように前記Ｏ－ＰＤＣＨを
定義し、直交サブチャネルＩおよびＱを伝送するための少なくとも１つのタイムスロット
を定義する一方で、通常のＰＤＣＨチャネルをサポートするように他のタイムスロットを
定義する実施形態２１～２４のいずれかに記載の基地局。
　２６．アップリンク（ＵＬ）およびダウンリンク（ＤＬ）の両方において第１のＷＴＲ
Ｕおよび第２のＷＴＲＵを一意的に識別するように構成され、それによって、２つの異な
る情報ブロックが、ダウンリンクにおいてＯＳＣを使用して前記第１のＷＴＲＵおよび前
記第２のＷＴＲＵに送信され、各ブロックは、前記第１のＷＴＲＵおよび前記第２のＷＴ
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（ＴＦＩ）の一意マッピングによって、前記アップリンクにおいて前記第１のＷＴＲＵお
よび前記第２のＷＴＲＵが一意的に識別されるように、対応するＴＦＩを含む、プロセッ
サ
　を含む基地局。
　２７．前記プロセッサは、様々な変調および符号化方式（ＭＣＳ）クラスの間で適応的
に変更することによって、各ＰＤＣＨをリンクするように構成された実施形態２６に記載
の基地局。
【００３３】
　上では特徴および構成要素が特定の組み合わせで説明されたが、各特徴または構成要素
は、他の特徴および構成要素を伴わずに単独で使用することができ、または他の特徴およ
び構成要素を伴うもしくは伴わない様々な組み合わせで使用することができる。本明細書
で提供された方法またはフローチャートは、汎用コンピュータまたはプロセッサによる実
行のための、コンピュータ読取り可能記憶媒体内に含まれる、コンピュータプログラム、
ソフトウェア、またはファームウェアで実施することができる。コンピュータ読取り可能
記憶媒体の例は、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、
レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、内蔵ハードディスクおよび着脱可
能ディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、ならびにＣＤ－ＲＯＭディスクおよびデジタル
多用途ディスク（ＤＶＤ）などの光媒体を含む。
【００３４】
　適切なプロセッサは、一例として、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型プロセッ
サ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携
する１つもしくは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特
定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）
回路、他の任意のタイプの集積回路（ＩＣ）、および／または状態機械を含む。
【００３５】
　ソフトウェアと連携するプロセッサは、無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）、ユーザ機器
（ＵＥ）、端末、基地局、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）、または任意のホス
トコンピュータで使用される無線周波トランシーバを実施するために使用することができ
る。ＷＴＲＵは、カメラ、ビデオカメラモジュール、ビデオフォン、スピーカフォン、バ
イブレーションデバイス、スピーカ、マイクロフォン、テレビトランシーバ、ハンズフリ
ーヘッドセット、キーボード、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、ＦＭラジオ
ユニット、液晶表示（ＬＣＤ）ディスプレイユニット、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）
ディスプレイユニット、デジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレー
ヤモジュール、インターネットブラウザ、および／または任意の無線ローカルエリアネッ
トワーク（ＷＬＡＮ）もしくは超広帯域（ＵＷＢ）モジュールなどの、ハードウェアおよ
び／またはソフトウェアで実施されるモジュールと併せて使用することができる。　
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　本発明は、一般的に無線通信システムに利用することができる。
【符号の説明】
【００３７】
　２０１　基地局
　２１１、２２１　ＷＴＲＵ
　２３１　ネットワーク
　２５１、２５２　ユーザ
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