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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器で動作可能なワイヤレス通信の方法であって、
　第１のセルから受信された送信に対応する第１の経路損失と第２のセルから受信された
送信に対応する第２の経路損失との間の差がしきい値よりも小さいことの判定に応答して
共通制御チャネル上で非サービングセルからの情報を受信することと、
　前記共通制御チャネル上で受信された前記情報に従ってアップリンク送信電力を調整す
ることと、
　前記共通制御チャネルに対応するチャネライゼーションコードを備えるシステム情報ブ
ロックを受信することと、
　前記チャネライゼーションコードを利用して前記共通制御チャネルを復号することとを
備える、方法。
【請求項２】
　前記第１のセルから受信された前記送信に対応する前記第１の経路損失を決定すること
と、
　前記第２のセルから受信された前記送信に対応する前記第２の経路損失を決定すること
と、
　前記第１の経路損失と前記第２の経路損失との間の前記差が前記しきい値よりも小さい
ことを判定することとをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記第１のセルからの前記送信が第１のパイロット信号を備え、前記第２のセルからの
前記送信が第２のパイロット信号を備える、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のセルが前記ユーザ機器のためのサービングセルであり、前記方法が、
　前記第２のセルに対応するスクランブリングコードを備えるシステム情報ブロックを受
信することをさらに備え、前記第２のセルからの前記送信に対応する前記第２の経路損失
を前記決定することが、前記第２のセルに対応する前記スクランブリングコードを利用し
て前記第２のパイロット信号を復号することを備える、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記共通制御チャネルが共通Ｅ－ＲＧＣＨを備え、前記共通制御チャネル上で受信され
た前記情報がアップリンク送信用に利用される利得を変える命令を備える、請求項１に記
載の方法。
【請求項６】
　ユーザ機器で動作可能なワイヤレス通信の方法であって、
　第１のセルから受信された送信に対応する第１の経路損失および第２のセルから受信さ
れた送信に対応する第２の経路損失に関する情報を送信することと、
　前記送信された情報に応答してアップリンク送信電力を低減するための信号を共通制御
チャネル上で非サービングセルから受信することと、
　前記アップリンク送信電力を低減するための前記信号に従ってアップリンク送信を送信
することと、
　前記共通制御チャネルに対応するチャネライゼーションコードを備えるシステム情報ブ
ロックを受信することと、
　前記チャネライゼーションコードを利用して前記共通制御チャネルを復号することとを
備える、方法。
【請求項７】
　前記第１のセルから受信された前記送信に対応する前記第１の経路損失を決定すること
と、
　前記第２のセルから受信された前記送信に対応する前記第２の経路損失を決定すること
と、
　前記第１の経路損失と前記第２の経路損失との間の差を判定することとをさらに備え、
　前記第１の経路損失および前記第２の経路損失に関する前記情報が、前記第１の経路損
失と前記第２の経路損失との間の前記差を備える、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記アップリンク送信電力を低減するための前記信号が、前記ユーザ機器のための最大
アップリンク送信電力を備え、
　前記アップリンク送信電力を低減するための前記信号に従って前記アップリンク送信を
前記送信することが、前記アップリンク送信電力を低減するための前記信号で受信された
最大アップリンク送信電力内に入るように前記アップリンク送信電力を低減することを備
える、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリとを備え、
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　第１のセルから受信された送信に対応する第１の経路損失と第２のセルから受信された
送信に対応する第２の経路損失との間の差がしきい値よりも小さいことの判定に応答して
共通制御チャネル上で非サービングセルからの情報を受信し、
　前記共通制御チャネル上で受信された前記情報に従ってアップリンク送信電力を調整す
るように構成され、
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　前記共通制御チャネルに対応するチャネライゼーションコードを備えるシステム情報ブ
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ロックを受信し、
　前記チャネライゼーションコードを利用して前記共通制御チャネルを復号するようにさ
らに構成される、
ワイヤレスユーザ機器。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　前記第１のセルから受信された前記送信に対応する前記第１の経路損失を決定し、
　前記第２のセルから受信された前記送信に対応する前記第２の経路損失を決定し、
　前記第１の経路損失と前記第２の経路損失との間の前記差が前記しきい値よりも小さい
ことを判定するようにさらに構成された、請求項９に記載のワイヤレスユーザ機器。
【請求項１１】
　前記第１のセルからの前記送信が第１のパイロット信号を備え、前記第２のセルからの
前記送信が第２のパイロット信号を備える、請求項１０に記載のワイヤレスユーザ機器。
【請求項１２】
　前記第１のセルが前記ワイヤレスユーザ機器のためのサービングセルであり、前記少な
くとも１つのプロセッサが、
　前記第２のセルに対応するスクランブリングコードを備えるシステム情報ブロックを受
信するようにさらに構成され、前記第２のセルからの前記送信に対応する前記第２の経路
損失を前記決定することが、前記第２のセルに対応する前記スクランブリングコードを利
用して前記第２のパイロット信号を復号することを備える、請求項１１に記載のワイヤレ
スユーザ機器。
【請求項１３】
　前記共通制御チャネルが共通Ｅ－ＲＧＣＨを備え、前記共通制御チャネル上で受信され
た前記情報がアップリンク送信用に利用される利得を変える命令を備える、請求項９に記
載のワイヤレスユーザ機器。
【請求項１４】
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリとを備え、
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　第１のセルから受信された送信に対応する第１の経路損失および第２のセルから受信さ
れた送信に対応する第２の経路損失に関する情報を送信し、
　前記送信された情報に応答してアップリンク送信電力を低減するための信号を共通制御
チャネル上で非サービングセルから受信し、
　前記アップリンク送信電力を低減するための前記信号に従ってアップリンク送信を送信
するように構成され、
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　前記共通制御チャネルに対応するチャネライゼーションコードを備えるシステム情報ブ
ロックを受信し、
　前記チャネライゼーションコードを利用して前記共通制御チャネルを復号するようにさ
らに構成される、ワイヤレスユーザ機器。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　前記第１のセルから受信された前記送信に対応する前記第１の経路損失を決定し、
　前記第２のセルから受信された前記送信に対応する前記第２の経路損失を決定し、
　前記第１の経路損失と前記第２の経路損失との間の差を判定するようにさらに構成され
、
　前記第１の経路損失および前記第２の経路損失に関する前記情報が、前記第１の経路損
失と前記第２の経路損失との間の前記差を備える、請求項１４に記載のワイヤレスユーザ
機器。
【請求項１６】
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　前記アップリンク送信電力を低減するための前記信号が、前記ユーザ機器のための最大
アップリンク送信電力を備え、
　前記アップリンク送信電力を低減するための前記信号に従って前記アップリンク送信を
前記送信することが、前記アップリンク送信電力を低減するための前記信号で受信された
最大アップリンク送信電力内に入るように前記アップリンク送信電力を低減することを備
える、請求項１４に記載のワイヤレスユーザ機器。
【請求項１７】
　第１のセルから受信された送信に対応する第１の経路損失と第２のセルから受信された
送信に対応する第２の経路損失との間の差がしきい値よりも小さいことの判定に応答して
共通制御チャネル上で非サービングセルからの情報を受信するための手段と、
　前記共通制御チャネル上で受信された前記情報に従ってアップリンク送信電力を制御す
るための手段と、
　前記共通制御チャネルに対応するチャネライゼーションコードを備えるシステム情報ブ
ロックを受信する手段と、
　前記チャネライゼーションコードを利用して前記共通制御チャネルを復号する手段とを
備える、ワイヤレスユーザ機器。
【請求項１８】
　第１のセルから受信された送信に対応する第１の経路損失および第２のセルから受信さ
れた送信に対応する第２の経路損失に関する情報を送信するための手段と、
　前記送信された情報に応答してアップリンク送信電力を低減するための信号を共通制御
チャネル上で非サービングセルから受信するための手段と、
　前記アップリンク送信電力を低減するための前記信号に従ってアップリンク送信を送信
するための手段と、
　前記共通制御チャネルに対応するチャネライゼーションコードを備えるシステム情報ブ
ロックを受信する手段と、
　前記チャネライゼーションコードを利用して前記共通制御チャネルを復号する手段とを
備える、ワイヤレスユーザ機器。
【請求項１９】
　ワイヤレスユーザ機器のコンピュータによって実行可能なコンピュータプログラムであ
って、
　　第１のセルから受信された送信に対応する第１の経路損失と第２のセルから受信され
た送信に対応する第２の経路損失との間の差がしきい値よりも小さいことの判定に応答し
て共通制御チャネル上で非サービングセルからの情報を受信するための命令と、
　　前記共通制御チャネル上で受信された前記情報に従ってアップリンク送信電力を調整
するための命令と、
　前記共通制御チャネルに対応するチャネライゼーションコードを備えるシステム情報ブ
ロックを受信するための命令と、
　前記チャネライゼーションコードを利用して前記共通制御チャネルを復号するための命
令とを備える、コンピュータプログラム。
【請求項２０】
　ワイヤレスユーザ機器のコンピュータによって実行可能なコンピュータプログラムであ
って、
　　第１のセルから受信された送信に対応する第１の経路損失および第２のセルから受信
された送信に対応する第２の経路損失に関する情報を送信するための命令と、
　　前記送信された情報に応答してアップリンク送信電力を低減するための信号を共通制
御チャネル上で非サービングセルから受信するための命令と、
　　前記アップリンク送信電力を低減するための前記信号に従ってアップリンク送信を送
信するための命令と、
　前記共通制御チャネルに対応するチャネライゼーションコードを備えるシステム情報ブ
ロックを受信するための命令と、
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　前記チャネライゼーションコードを利用して前記共通制御チャネルを復号するための命
令とを備える、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は２０１１年２月１８日に米国特許商標局に出願した特許仮出願第６１／４４４
，２６４号の優先権および利益を主張するもので、その内容全体が参照により本明細書に
組み込まれる。
【０００２】
　本開示の態様は一般にワイヤレス通信システムに関し、特に異種ワイヤレス通信システ
ム内の干渉軽減に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤレス通信ネットワークは、電話、ビデオ、データ、メッセージング、ブロードキ
ャストなどの様々な通信サービスを提供するために広く展開されている。このようなネッ
トワークは、通常、多元接続ネットワークであり、利用可能なネットワークリソースを共
有することによって複数のユーザのための通信をサポートする。このようなネットワーク
の一例は、ＵＭＴＳ地上波無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）である。ＵＴＲＡＮ
は、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）によってサポートされる第３世
代（３Ｇ）携帯電話技術である、ユニバーサルモバイル電気通信システム（ＵＭＴＳ）の
一部として規定された無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）である。ＵＭＴＳは、グロー
バルシステムフォアモバイルコミュニケーション（ＧＳＭ（登録商標））技術の後継であ
り、現在、広帯域符号分割多元接続（Ｗ－ＣＤＭＡ(登録商標)）、時分割符号分割多元接
続（ＴＤ－ＣＤＭＡ）、および時分割同期符号分割多元接続（ＴＤ－ＳＣＤＭＡ）のよう
な様々なエアインターフェース規格をサポートする。ＵＭＴＳは、より高いデータ転送速
度および容量を関連のＵＭＴＳネットワークに提供する高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ
）などの拡張型３Ｇデータ通信プロトコルもサポートする。
【０００４】
　最近、異種ネットワークが、鉄道の駅、トンネル、オフィスビル、および家庭などの、
他の方法でカバーし難いエリアにおいてワイヤレスカバレージを改善するであろうという
期待から、強い関心分野になっている。異種ネットワークは、従来の高出力マクロセルを
、容量、通信可能領域、および電源能力の異なるマイクロセル、ピコセル、およびフェム
トセルなどの様々な低電力ノードと同様に含む。しかしながら、様々な基地局が様々な電
力レベルを有するような配備に伴い、多くの問題が様々な基地局間、または、１つまたは
他のタイプの基地局によってサービスされるユーザ機器間の干渉に関連して生じ得る。加
えて、様々なタイプの基地局の異なる電源能力に起因し、あるタイプの基地局によるユー
ザ機器によるアップリンク送信の電力制御が別のタイプの基地局によるこれら送信の受信
に悪影響を及ぼし得る。
【０００５】
　モバイルブロードバンドアクセスの需要が増大し続けることから、研究開発がＵＭＴＳ
技術を進歩させて、モバイルブロードバンドアクセスの増大する需要を満たすだけでなく
、モバイル通信のユーザエクスペリエンスを発展および向上させるために継続している。
【発明の概要】
【０００６】
　以下に、本開示の１つまたは複数の態様の簡略化された概要をこうした態様の基本的理
解のために提示する。これら概要は本開示の全ての企図された特徴の広範囲にわたる概略
ではなく、本開示の全ての態様の主要または重要な要素を識別したり、本開示のいずれか
または全ての態様の範囲を定めるたりするものでもない。その唯一の目的は、後で提示さ
れるより詳細な説明への導入部として、本開示の１つまたは複数の態様のいくつかの概念
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を簡略化された形で提示することにある。
【０００７】
　一態様において、本開示はユーザ機器で動作可能なワイヤレス通信の方法を提供する。
ここで、この方法は第１のセルから受信された送信に対応する第１の経路損失と第２のセ
ルから受信された送信に対応する第２の経路損失との間の差がしきい値よりも小さいこと
の判定に応答して共通制御チャネルを監視することと、共通制御チャネル上の情報に従っ
てアップリンク送信電力を調整することとを含む。
【０００８】
　本開示の別の態様は、基地局で動作可能なワイヤレス通信の方法を提供する。ここで、
この方法は、無線ネットワークサブシステム内の少なくとも１つのセルに対応するスクラ
ンブリングコード、および共通制御チャネルに対応するチャネライゼーションコードを備
えるシステム情報ブロックを送信することと、セル間干渉がしきい値よりも大きいことの
判定に応答して共通制御チャネル上に負荷制御コマンドを送信することとを含む。いくつ
かの例において、この方法は、セル間干渉を監視することと、セル間干渉がしきい値より
も大きいことを判定することとをさらに含み、セル間干渉はアクティブセット内に基地局
を含まない１つまたは複数のユーザ機器からのアップリンク送信によって生じた干渉を含
む。いくつかのさらなる例において、共通制御チャネルはアップリンク送信に利用される
利得を変える命令を含む共通Ｅ－ＲＧＣＨである。
【０００９】
　本開示の別の態様は、ネットワークノード（例えば、基地局、ＲＮＣなど）で動作可能
なワイヤレス通信の方法を提供する。ここで、この方法は、第１の基地局が、そのアクテ
ィブセット内に第１の基地局を含まないユーザ機器からのアップリンク送信を含むセル間
干渉の被害を受ける（ｖｉｃｔｉｍ）ものであることを判定することと、バックホールイ
ンターフェースを介して第１の基地局に信号を送信して、第１の基地局にセル間干渉を抑
圧するように命令することとを含む。いくつかの例では、第１の基地局がセル間干渉の影
響を受けていることを判定することは、第１の基地局を含む複数の基地局からノードＢの
機器情報を受信し、受信されたノードＢの機器情報を利用して、第１の基地局がセル間干
渉の影響を受けていることを判定すること、第１の基地局および第２の基地局に対応する
経路損失測定情報を受信すること、または、第１の基地局からセル間干渉測定情報を受信
することのうちの少なくとも１つを含むことができ、経路損失測定情報は、第１の基地局
と第２の基地局との間のソフトハンドオーバにある少なくとも１つのユーザ機器によって
送られる。別の例では、第１の基地局にセル間干渉を抑圧するように命令する信号が、第
１の基地局にある受信機で減衰を増大させるよう命じる、第１の基地局向けの命令を含み
得る。別の例では、第１の基地局にセル間干渉を抑圧するように命令する信号が、第１の
基地局でスケジューリング目標のライズオーバサーマルを増大させるよう命じる、第１の
基地局向けの命令を含み得る。さらに別の例では、第１の基地局にセル間干渉を抑圧する
ように命令する信号が、セル間干渉にセル間干渉除去を行う、基地局向けの命令を含み得
る。この例において、この方法は、第１の基地局が少なくとも１つのユーザ機器によって
送信されたアップリンク信号のセル間干渉除去を行うことを可能にするために、少なくと
も１つのユーザ機器に対応する情報を第１の基地局に送信することをさらに含み得る。こ
の例に加えて、第１の基地局に送信された情報は、少なくとも１つのユーザ機器によって
利用されたアップリンクスクランブリングコード、少なくとも１つのユーザ機器によって
利用されたアップリンクＤＰＣＣＨスロットフォーマット、少なくとも１つのユーザ機器
によって利用されたフレームオフセット、少なくとも１つのユーザ機器によって利用され
たパンクチャリミット、少なくとも１つのユーザ機器によって利用されたＥ－ＴＦＣＳ情
報、少なくとも１つのユーザ機器によって利用されたＥ－ＴＴＩ、少なくとも１つのユー
ザ機器によって利用されたＥ－ＤＰＣＣＨ電力オフセット、少なくとも１つのユーザ機器
によって利用されたアップリンクＤＰＤＣＨの最大数、または少なくとも１つのユーザ機
器によって利用されたＥ－ＤＰＤＣＨの最大セットのうちの少なくとも１つを含み得る。
【００１０】
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　本開示の別の態様は、ユーザ機器で動作可能なワイヤレス通信の方法を提供する。ここ
で、この方法は、第１のセルから受信された送信に対応する第１の経路損失および第２の
セルから受信された送信に対応する第２の経路損失に関する情報を送信することと、送信
された情報に応答してアップリンク送信電力に関する命令を受信することと、アップリン
ク送信電力に関する命令に従ってアップリンク送信を送信することとを含む。
【００１１】
　本開示の別の態様は、ユーザ機器で動作可能なワイヤレス通信の方法を提供する。ここ
で、この方法は、アップリンク制御チャネルに対応する復号誤り率を検出することと、ア
ップリンク制御チャネルの復号の失敗に応答してアップリンク電力を増大させることと、
アップリンク制御チャネルの復号の成功に応答してアップリンク電力を減少させることと
を含む。
【００１２】
　本開示の別の態様は、ネットワークノード（例えば、基地局、ＲＮＣなど）で動作可能
なワイヤレス通信の方法を提供する。ここで、この方法は、第１のユーザ機器によって送
信され、第１の基地局によって受信されたアップリンク制御チャネルの品質がしきい値を
下回ることを検出することと、第１のユーザ機器に命令を送信することとを含み、その命
令はアップリンク制御チャネルの品質を改善するように適合される。いくつかの例では、
第１のユーザ機器に送信された命令が、アップリンク制御チャネルを送信する際に第１の
ユーザ機器によって利用される電力を増大させるように適合された電力増大値を含み得る
。いくつかの例は、第１の基地局での平均受信信号対干渉比と第１のユーザ機器に対応す
る平均目標信号対干渉比との間の差を決定することと、電力増大値を決定することとを含
み、電力増大値は、第１の基地局での平均受信信号対干渉比と第１のユーザ機器に対応す
る平均目標信号対干渉比との間の決定された差に対応する。さらに、第１のユーザ機器に
送信された命令は、ソフトハンドオーバから第１のユーザ機器を除外するように適合され
、第１のユーザ機器のためのアクティブセットから第１のセルを除く全てのセルを除外で
きる。
【００１３】
　本開示の別の態様は、ネットワークノード（例えば、基地局、ＲＮＣなど）で動作可能
なワイヤレス通信の方法を提供する。ここで、この方法は、第１のユーザ機器によって送
信され、第１の基地局によって受信されたアップリンク制御チャネルの品質がしきい値を
下回ることを検出することと、第２の基地局が第１のユーザ機器にアップリンク送信の電
力を低減する命令を送信したことを示す情報を第２の基地局から受信することと、第２の
基地局または第１のユーザ機器のうちの少なくとも１つに命令を送信することとを含み、
その命令は第１のユーザ機器の第２の基地局による電力制御を無効にするように適合され
る。いくつかの例では、命令を送信することが、ユーザ機器に第１の命令を送信して、第
２の基地局からの電力制御コマンドに従うことを停止するように第１のユーザ機器に命令
することを含み得る。別の例では、命令を送信することが、第２の基地局に第１の命令を
送信して、第１のユーザ機器に電力ダウンコマンドを送信することを停止するように第２
の基地局に命令することを含み得る。さらに別の例では、命令を送信することが、第２の
基地局に第１の命令を送信して、第１のユーザ機器の外部ループ電力制御を無効にするこ
とを含み得る。
【００１４】
　本開示の別の態様は、少なくとも１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロセッサに
結合されたメモリとを含むワイヤレスユーザ機器を提供する。ここで、少なくとも１つの
プロセッサは、第１のセルから受信された送信に対応する第１の経路損失と第２のセルか
ら受信された送信に対応する第２の経路損失との間の差がしきい値よりも小さいことの判
定に応答して共通制御チャネルを監視し、共通制御チャネル上の情報に従ってアップリン
ク送信電力を調整するように構成される。
【００１５】
　本開示の別の態様は、少なくとも１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロセッサに
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結合されたメモリとを含むワイヤレスユーザ機器を提供する。ここで、少なくとも１つの
プロセッサは、第１のセルから受信された送信に対応する第１の経路損失および第２のセ
ルから受信された送信に対応する第２の経路損失に関する情報を送信し、送信された情報
に応答してアップリンク送信電力に関する命令を受信し、アップリンク送信電力に関する
命令に従ってアップリンク送信を送信するように構成される。
【００１６】
　本開示の別の態様は、少なくとも１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロセッサに
結合されたメモリとを含むワイヤレスユーザ機器を提供する。ここで、少なくとも１つの
プロセッサは、アップリンク制御チャネルに対応する復号誤り率を検出し、アップリンク
制御チャネルの復号の失敗に応答してアップリンク電力を増大させ、アップリンク制御チ
ャネルの復号の成功に応答してアップリンク電力を減少させるように構成される。
【００１７】
　本開示の別の態様は、第１のセルから受信された送信に対応する第１の経路損失と第２
のセルから受信された送信に対応する第２の経路損失との間の差がしきい値よりも小さい
ことの判定に応答して共通制御チャネルを監視するための手段と、共通制御チャネル上の
情報に従ってアップリンク送信電力を調整するための手段とを含む、ワイヤレスユーザ機
器を提供する。
【００１８】
　本開示の別の態様は、第１のセルから受信された送信に対応する第１の経路損失および
第２のセルから受信された送信に対応する第２の経路損失に関する情報を送信するための
手段と、送信された情報に応答してアップリンク送信電力に関する命令を受信するための
手段と、アップリンク送信電力に関する命令に従ってアップリンク送信を送信するための
手段とを含む、ワイヤレスユーザ機器を提供する。
【００１９】
　本開示の別の態様は、アップリンク制御チャネルに対応する復号誤り率を検出するため
の手段と、アップリンク制御チャネルの復号の失敗に応答してアップリンク電力を増大さ
せるための手段と、アップリンク制御チャネルの復号の成功に応答してアップリンク電力
を減少させるための手段とを含む、ワイヤレスユーザ機器を提供する。
【００２０】
　本開示の別の態様は、コンピュータに、第１のセルから受信された送信に対応する第１
の経路損失と第２のセルから受信された送信に対応する第２の経路損失との間の差がしき
い値よりも小さいことの判定に応答して共通制御チャネルを監視させるための命令と、コ
ンピュータに、共通制御チャネル上の情報に従ってアップリンク送信電力を調整させるた
めの命令とを有するコンピュータ可読媒体を含む、ワイヤレスユーザ機器で動作可能なコ
ンピュータプログラム製品を提供する。
【００２１】
　本開示の別の態様は、コンピュータに、第１のセルから受信された送信に対応する第１
の経路損失および第２のセルから受信された送信に対応する第２の経路損失に関する情報
を送信させるための命令と、コンピュータに、送信された情報に応答してアップリンク送
信電力に関する命令を受信させるための命令と、コンピュータに、アップリンク送信電力
に関する命令に従ってアップリンク送信を送信させるための命令とを有するコンピュータ
可読媒体を含む、ワイヤレスユーザ機器で動作可能なコンピュータプログラム製品を提供
する。
【００２２】
　本開示の別の態様は、コンピュータに、アップリンク制御チャネルに対応する復号誤り
率を検出させるための命令と、コンピュータに、アップリンク制御チャネルの復号の失敗
に応答してアップリンク電力を増大させるための命令と、コンピュータに、アップリンク
制御チャネルの復号の成功に応答してアップリンク電力を減少させるための命令とを有す
るコンピュータ可読媒体を含む、ワイヤレスユーザ機器で動作可能なコンピュータプログ
ラム製品を提供する。
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【００２３】
　本発明の上記およびその他の態様は、発明を実施するための形態を検討すればより十分
に理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】処理システムを採用する装置のためのハードウェア実装形態の一例を示すブロッ
ク図。
【図２】ユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチャの一
例を示す概念図。
【図３】電気通信システムの一例を概念的に示すブロック図。
【図４】アクセスネットワークの一例を示す概念図。
【図５】電気通信システムにおいてＵＥと通信中のノードＢの一例を概念的に示すブロッ
ク図。
【図６】ＵＥが高電力ノードと低電力ノードとの間のソフトハンドオーバにあり、高電力
ノードがＨＳＤＰＡのためのサービングセルの役割を果たす例示的な異種ネットワークの
一部分を示す概念図。
【図７】アップリンク電力の不均衡がＨＳＤＰＡサービングセルでアップリンク制御チャ
ネルの受信不良をもたらす可能性がある図６の構成における具体的な問題を示すフローチ
ャート。
【図８】アップリンク制御チャネルのためにＵＥによって使用される電力を増大させるた
めの例示的なプロセスを示すフローチャート。
【図９】目標誤り率に従ってアップリンク制御チャネルのためにＵＥによって使用される
電力を調整する例示的なプロセスを示すフローチャート。
【図１０】非サービングセルがＵＥを電力制御することを防止するためにソフトハンドオ
ーバからＵＥを除外する例示的なプロセスを示すフローチャート。
【図１１】非サービングセルがＵＥを電力制御することを防止するためにＵＥの電力制御
を無効にする例示的なプロセスを示すフローチャート。
【図１２】アップリンク送信干渉が様々なセル間で生じる可能性のある例示的な異種ネッ
トワークの一部分を示す概念図。
【図１３】従来の方法でアップリンク電力制御に利用可能な複数のＵＥのセットの外のＵ
Ｅの電力制御を可能にするために共通制御チャネルを利用する例示的なプロセスを示すフ
ローチャート。
【図１４】干渉原因であるＵＥの最大送信電力を下げる例示的なプロセスを示すフローチ
ャート。
【図１５】雑音パッディングを適用したり、スケジューリング目標ライズオーバサーマル
を増大させたりすることでノードＢでのセル間干渉を抑圧する例示的なプロセスを示すフ
ローチャート。
【図１６】セル間干渉除去を適用することでノードＢでのセル間干渉を抑圧する例示的な
プロセスを示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　添付の図面とともに以下で説明される、発明を実施するための形態は、様々な構成を説
明するものであり、本明細書に記載された概念が実施され得る唯一の構成を表すものでは
ない。発明を実施するための形態は、様々な概念を完全に理解するための具体的な詳細を
含む。しかしながら、これらの概念はこれらの具体的な詳細なしに実施され得ることが当
業者には明らかであろう。いくつかの例では、こうした概念を不明瞭にしないように、よ
く知られている構造および構成要素がブロック図の形式で示される。
【００２６】
　図１は、処理システム１１４を採用する装置１００のためのハードウェア実装形態の一
例を示す概念図である。本開示の様々な態様によれば、要素、または要素の任意の部分、
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または要素の任意の組合せは、１つまたは複数のプロセッサ１０４を含む処理システム１
１４を用いて実装され得る。プロセッサ１０４の例には、マイクロプロセッサ、マイクロ
コントローラ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、フィールドプログラマブルゲートア
レイ（ＦＰＧＡ）、プログラマブル論理デバイス（ＰＬＤ）、状態機械、ゲートロジック
、個別ハードウェア回路、および本開示全体にわたって記載される様々な機能を行うよう
に構成された他の適切なハードウェアが含まれる。
【００２７】
　この例では、処理システム１１４が、バス１０２によって概略的に表されたバスアーキ
テクチャを用いて実装され得る。バス１０２は、処理システム１１４の特定の適用例およ
び全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続するバスとブリッジとを含み得る。バ
ス１０２は、（プロセッサ１０４によって概略的に表された）１つまたは複数のプロセッ
サと、メモリ１０５と、（コンピュータ可読媒体１０６によって概略的に表された）コン
ピュータ可読媒体とを含む、様々な回路を互いにリンクする。バス１０２はまた、タイミ
ングソース、周辺機器、電圧調整器、および電源管理の回路などの様々な他の回路をリン
クできるが、これらの回路は当技術分野においてよく知られており、従って、これ以上記
載されない。バスインターフェース１０８は、バス１０２とトランシーバ１１０との間の
インターフェースを提供する。トランシーバ１１０は、伝送媒体を介して様々な他の装置
と通信するための手段を提供する。装置の種類に応じて、ユーザインターフェース１１２
（例えば、キーパッド、ディスプレイ、スピーカ、マイクロフォン、ジョイスティック）
も提供され得る。
【００２８】
　プロセッサ１０４は、バス１０２を管理することと、コンピュータ可読媒体１０６に記
憶されたソフトウェアの実行を含む一般的な処理とを担当する。ソフトウェアは、プロセ
ッサ１０４によって実行されたとき、処理システム１１４に、任意の特定の装置のための
以下に記載される様々な機能を行わせる。コンピュータ可読媒体１０６はまた、ソフトウ
ェアを実行するときにプロセッサ１０４によって操作されるデータを記憶するために使用
され得る。
【００２９】
　処理システム内の１つまたは複数のプロセッサ１０４はソフトウェアを実行できる。ソ
フトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハード
ウェア記述言語などの名称にかかわらず、命令、命令セット、コード、コードセグメント
、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケ
ーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブル
ーチン、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プロシージャ、関数などを意味す
ると広く解釈されたい。ソフトウェアはコンピュータ可読媒体１０６に常駐できる。コン
ピュータ可読媒体１０６は非一時的コンピュータ可読媒体であり得る。非一時的コンピュ
ータ可読媒体には、例として、磁気記憶デバイス（例えば、ハードディスク、フロッピー
（登録商標）ディスク、磁気ストリップ）、光ディスク（例えば、コンパクトディスク（
ＣＤ）またはデジタル多用途ディスク（ＤＶＤ））、スマートカード、フラッシュメモリ
デバイス（例えば、カード、スティック、またはキードライブ）、ランダムアクセスメモ
リ（ＲＡＭ）、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、消去
可能ＰＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、レジスタ、リ
ムーバブルディスク、並びにコンピュータによってアクセスされ、読み取られ得るソフト
ウェアおよび／または命令を記憶するための任意の他の適切な媒体が含まれる。コンピュ
ータ可読媒体にはまた、例として、搬送波、伝送線路、並びにコンピュータによってアク
セスされ、読み取られ得るソフトウェアおよび／または命令を伝送するための任意の他の
適切な媒体が含まれ得る。コンピュータ可読媒体１０６は、処理システム１１４内に常駐
するか、処理システム１１４の外部にあるか、または処理システム１１４を含む複数のエ
ンティティにわたって分散され得る。コンピュータ可読媒体１０６はコンピュータプログ
ラム製品の中で具現化され得る。例として、コンピュータプログラム製品は、包装材料の



(11) JP 5706006 B2 2015.4.22

10

20

30

40

50

中にコンピュータ可読媒体を含み得る。当業者は、特定の適用例および全体的なシステム
に課せられた全体的な設計制約に応じて、どのようにすることが本開示全体にわたって提
示される記載の機能を実装するために最良であるかを認識されよう。
【００３０】
　本開示全体にわたって提示される様々な概念は、幅広い様々な電気通信システム、ネッ
トワークアーキテクチャ、および通信規格にわたって実装され得る。任意の特定のワイヤ
レス電気通信システムでは、通信プロトコルアーキテクチャが、特定の適用例に応じて様
々な形態をとることができる。例えば、３ＧＰＰのＵＭＴＳシステムでは、シグナリング
プロトコルスタックが非アクセス層（ＮＡＳ）とアクセス層（ＡＳ）とに分割される。Ｎ
ＡＳは、モバイルユーザ機器（ＵＥ）とコアネットワークとの間の信号伝達のために上位
レイヤを提供し、回線交換プロトコルとパケット交換プロトコルとを含み得る。ＡＳは、
アクセスネットワークとＵＥとの間の信号伝達のために下位レイヤを提供し、ユーザプレ
ーンと制御プレーンとを含み得る。ここで、ユーザプレーンすなわちデータプレーンはユ
ーザトラフィックを搬送し、制御プレーンは制御情報（すなわち、信号伝達）を搬送する
。
【００３１】
　図２を参照すると、ＡＳは３つのレイヤ、レイヤ１、レイヤ２、およびレイヤ３で示さ
れる。レイヤ１は最下位レイヤであり、様々な物理レイヤの信号処理機能を実装する。レ
イヤ１は、本明細書では物理レイヤ２０６と呼ばれる。レイヤ２　２０８と呼ばれるデー
タリンクレイヤは物理レイヤ２０６の上にあり、物理レイヤ２０６を介したＵＥ２１０と
ノードＢ２０８との間のリンクを担当する。
【００３２】
　レイヤ３で、ＲＲＣレイヤ２１６はＵＥ２１０とノードＢ２０８との間の信号を伝達す
る制御プレーンを扱う。ＲＲＣレイヤ２１６は、上位レイヤのメッセージを経路選択し、
ブロードキャストおよびページングの機能を扱い、無線ベアラを確立し構成する、などの
ためのいくつかの機能エンティティを含む。
【００３３】
　示された図では、Ｌ２レイヤ２０８がサブレイヤに分割される。制御プレーンでは、Ｌ
２レイヤ２０８が２つのサブレイヤ、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）サブレイヤ２１０と無
線リンク制御（ＲＬＣ）サブレイヤ２１２とを含む。ユーザプレーンでは、Ｌ２レイヤ２
０８がパケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）サブレイヤ２１４をさら
に含む。図示されていないが、ＵＥは、ネットワーク側のＰＤＮゲートウェイで終端され
るネットワークレイヤ（例えば、ＩＰレイヤ）と、接続の他端（例えば、ファーエンドＵ
Ｅ、サーバなど）で終端されるアプリケーションレイヤとを含む、Ｌ２レイヤ２０８の上
のいくつかの上位レイヤを有することができる。
【００３４】
　ＰＤＣＰサブレイヤ２１４は、様々な無線ベアラと論理チャネルとの間の多重化を提供
する。ＰＤＣＰサブレイヤ２１４はまた、無線送信オーバーヘッドを低減する上位レイヤ
データパケットのためのヘッダ圧縮、データパケットを暗号化することによるセキュリテ
ィ、およびノードＢの間のＵＥに対するハンドオーバサポートを提供する。
【００３５】
　ＲＬＣサブレイヤ２１２は、（確認応答および再送のプロセスが誤り訂正用に使用され
得る）確認応答モード（ＡＭ）、非確認応答モード（ＵＭ）、およびデータ転送のための
透過モードを全般的にサポートし、上位レイヤデータパケットの分割および再構築、並び
にデータパケットの並べ替えを提供して、ＭＡＣレイヤでのハイブリッド自動再送要求（
ＨＡＲＱ）に起因する異常受信を補償する。確認応答モードでは、ＲＬＣおよびＵＥなど
のＲＬＣピアエンティティが、とりわけ、ＲＬＣデータＰＤＵと、ＲＬＣ状態ＰＤＵと、
ＲＬＣリセットＰＤＵとを含む、様々なＲＬＣプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を交
換できる。本開示では、「パケット」という用語がＲＬＣピアエンティティの間で交換さ
れる任意のＲＬＣ　ＰＤＵを指すことができる。
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【００３６】
　ＭＡＣサブレイヤ２１０は、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化を
提供する。ＭＡＣサブレイヤ２１０はまた、ＵＥの間の１つのセル内の様々な無線リソー
ス（例えば、リソースブロック）を割り当てることを担当する。ＭＡＣサブレイヤ２１０
はまた、ＨＡＲＱ動作を担当する。
【００３７】
　次に図３を参照すると、本開示の様々な態様が、限定せずに示す例として、ユニバーサ
ルモバイル電気通信システム（ＵＭＴＳ）ネットワーク３００を参照して説明される。Ｕ
ＭＴＳネットワークは、３つの対話ドメイン、コアネットワーク３０４と、無線アクセス
ネットワーク（ＲＡＮ）（例えば、ＵＭＴＳ地上波無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡ
Ｎ））３０２と、ユーザ機器（ＵＥ）３１０とを含む。ＵＴＲＡＮ３０２に利用可能ない
くつかのオプションの中で、この例では、図示されたＵＴＲＡＮ３０２が、電話、ビデオ
、データ、メッセージング、ブロードキャスト、および／または他のサービスを含む様々
なワイヤレスサービスを可能にするためのＷ－ＣＤＭＡエアインターフェースを採用でき
る。ＵＴＲＡＮ３０２は無線ネットワークサブシステム（ＲＮＳ）３０７などの複数のＲ
ＮＳを含むことができ、ＲＮＳの各々は無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）３０６
などのそれぞれのＲＮＣによって制御される。ここで、ＵＴＲＡＮ３０２は、図示された
ＲＮＣ３０６とＲＮＳ３０７とに加えて、任意の数のＲＮＣ３０６とＲＮＳ３０７とを含
み得る。ＲＮＣ３０６は、とりわけ、ＲＮＳ３０７内で無線リソースを割り当て、再構成
し、解放することを担当する装置である。ＲＮＣ３０６は、任意の適切なトランスポート
ネットワークを使用して、直接物理接続、仮想ネットワークなどの様々なタイプのインタ
ーフェースを介して、ＵＴＲＡＮ３０２内の他のＲＮＣ（図示せず）と相互接続され得る
。
【００３８】
　ＲＮＳ３０７によってカバーされる地理的領域はいくつかのセルに分割されて、無線ト
ランシーバ装置が各セルをサービスするようにできる。無線トランシーバ装置は、ＵＭＴ
Ｓの適用例において通常ノードＢと呼ばれるが、当業者によっては、基地局（ＢＳ）、ト
ランシーバ基地局（ＢＴＳ）、無線基地局、無線トランシーバ、トランシーバ機能、基本
サービスセット（ＢＳＳ）、拡張サービスセット（ＥＳＳ）、アクセスポイント（ＡＰ）
、または何らかの他の適切な用語で呼ばれることもある。明確さのために、３つのノード
Ｂ３０８が各ＲＮＳ３０７内に示されているが、ＲＮＳ３０７は任意の数のワイヤレスノ
ードＢを含み得る。ノードＢ３０８は、任意の数のモバイル装置に、コアネットワーク３
０４へのワイヤレスアクセスポイントを提供する。モバイル装置の例には、携帯電話、ス
マートフォン、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）電話、ラップトップ、ノートブック
、ネットブック、スマートブック、携帯情報端末（ＰＤＡ）、衛星無線、全地球測位シス
テム（ＧＰＳ）デバイス、マルチメディアデバイス、ビデオデバイス、デジタルオーディ
オプレーヤ（例えば、ＭＰ３プレーヤ）、カメラ、ゲーム機、または任意の他の同様の機
能デバイスが含まれる。モバイル装置は、ＵＭＴＳの適用例では普通、ユーザ機器（ＵＥ
）と呼ばれるが、当業者によって、移動局（ＭＳ）、加入者局、モバイルユニット、加入
者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデ
バイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末
（ＡＴ）、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、端末、ユーザ
エージェント、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他の適切な用語で
呼ばれることもある。ＵＭＴＳシステムでは、ＵＥ３１０が、ネットワークへのユーザの
加入情報を含んでいる汎用加入者識別モジュール（ＵＳＩＭ）３１１をさらに含み得る。
説明の目的で、いくつかのノードＢ３０８と通信中の１つのＵＥ３１０が示される。順方
向リンクとも呼ばれるダウンリンク（ＤＬ）は、ノードＢ３０８からＵＥ３１０への通信
リンクを指し、逆方向リンクとも呼ばれるアップリンク（ＵＬ）は、ＵＥ３１０からノー
ドＢ３０８への通信リンクを指す。
【００３９】
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　コアネットワーク３０４は、ＵＴＲＡＮ３０２などの１つまたは複数のアクセスネット
ワークとインターフェースできる。図示されたように、コアネットワーク３０４はＵＭＴ
Ｓコアネットワークである。しかしながら、当業者が認識するように、本開示全体にわた
って提示される様々な概念は、ＵＭＴＳネットワーク以外のタイプのコアネットワークへ
のアクセスをＵＥに提供するために、ＲＡＮ、または他の適切なアクセスネットワークに
実装され得る。
【００４０】
　図示されたＵＭＴＳコアネットワーク３０４は、回線交換（ＣＳ）ドメインとパケット
交換（ＰＳ）ドメインとを含む。回線交換要素の一部は、モバイルサービス交換センタ（
ＭＳＣ）、ビジタロケーションレジスタ（ＶＬＲ）、およびゲートウェイＭＳＣ（ＧＭＳ
Ｃ）である。パケット交換要素は、サービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）と、
ゲートウェイＧＰＲＳサポートノード（ＧＧＳＮ）とを含む。ＥＩＲ、ＨＬＲ、ＶＬＲ、
およびＡｕＣのようないくつかのネットワーク要素は、回線交換ドメインとパケット交換
ドメインの両方によって共有され得る。
【００４１】
　図示された例では、コアネットワーク３０４が、ＭＳＣ３１２とＧＭＳＣ３１４とを用
いて回線交換サービスをサポートする。いくつかの適用例では、ＧＭＳＣ３１４が媒体ゲ
ートウェイ（ＭＧＷ）と呼ばれる場合がある。ＲＮＣ３０６などの１つまたは複数のＲＮ
ＣはＭＳＣ３１２に接続され得る。ＭＳＣ３１２は、呼設定機能と、呼ルーティング機能
と、ＵＥモビリティ機能とを制御する装置である。ＭＳＣ３１２はまた、ＵＥがＭＳＣ３
１２のカバレージエリア内にある間、加入者関係情報を含んでいるビジタロケーションレ
ジスタ（ＶＬＲ）を含む。ＧＭＳＣ３１４は、ＵＥが回線交換ネットワーク３１６にアク
セスするために、ＭＳＣ３１２を介したゲートウェイを提供する。ＧＭＳＣ３１４は、特
定のユーザが加入したサービスの詳細を反映するデータなどの加入者データを含んでいる
ホームロケーションレジスタ（ＨＬＲ）３１５を含む。ＨＬＲはまた、加入者固有の認証
データを含んでいる認証センタ（ＡｕＣ）に関連付けられる。特定のＵＥ向けの呼が受信
されると、ＧＭＳＣ３１４はＨＬＲ３１５に問い合わせてＵＥのロケーションを決定し、
そのロケーションをサービスする特定のＭＳＣに呼を転送する。
【００４２】
　図示されたコアネットワーク３０４は、サービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ
）３１８とゲートウェイＧＰＲＳサポートノード（ＧＧＳＮ）３２０とを用いてパケット
交換データサービスもサポートする。汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）は、標準の
回線交換データサービスで利用可能な速度よりも速い速度で、パケットデータサービスを
提供するように設計されている。ＧＧＳＮ３２０は、パケットベースネットワーク３２２
へのＵＴＲＡＮ３０２のための接続を提供する。パケットベースネットワーク３２２は、
インターネット、プライベートデータネットワーク、または何らかの他の適切なパケット
ベースネットワークであり得る。ＧＧＳＮ３２０の主要機能は、パケットベースネットワ
ーク接続をＵＥ３１０に提供することである。データパケットは、ＳＧＳＮ３１８を介し
てＧＧＳＮ３２０とＵＥ３１０との間で転送され得るし、ＳＧＳＮ３１８は、主に、ＭＳ
Ｃ３１２が回線交換ドメインで行うのと同じ機能をパケットベースドメインで行う。
【００４３】
　上記で説明されたように、ＵＴＲＡＮエアインターフェースは、Ｗ－ＣＤＭＡ規格を利
用するシステムなどの、スペクトラム拡散直接シーケンス符号分割多元接続（ＤＳ－ＣＤ
ＭＡ）システムであり得る。スペクトラム拡散ＤＳ－ＣＤＭＡは、チップと呼ばれる擬似
ランダムビットのシーケンスによる乗算によって、ユーザデータを拡散する。ＵＴＲＡＮ
３０２のためのＷ－ＣＤＭＡエアインターフェースは、こうしたＤＳ－ＣＤＭＡ技術に基
づいており、さらに周波数分割複信（ＦＤＤ）を必要とする。ＦＤＤは、ノードＢ４０８
とＵＥ３１０との間のアップリンク（ＵＬ）およびダウンリンク（ＤＬ）に対して異なる
搬送周波数を使用する。ＤＳ－ＣＤＭＡを利用し、時分割複信（ＴＤＤ）を使用するＵＭ
ＴＳのための別のエアインターフェースは、ＴＤ－ＳＣＤＭＡエアインターフェースであ
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る。本明細書に記載された様々な例はＷ－ＣＤＭＡエアインターフェースに言及する場合
があるが、基礎をなす原理はＴＤ－ＳＣＤＭＡエアインターフェースまたは他の適切なエ
アインターフェースに等しく適用可能であることを、当業者は認識されよう。
【００４４】
　次に図４を参照すると、例として、かつ限定せずに、ＵＴＲＡＮアーキテクチャにおけ
るＲＡＮ４００の簡略化された概略図が示される。システムは、セル４０２と、セル４０
４と、セル４０６とを含む複数のセルラー領域（セル）を含み、その各々は１つまたは複
数のセクタを含み得る。セルは、（例えば、カバレージエリアにより）地理的に定義され
得るし、かつ／または周波数、スクランブリングコードなどに従って定義され得る。すな
わち、図示された地理的に定義されたセル４０２、４０４、および４０６は、例えば、様
々なスクランブリングコードを利用することによって、各々複数のセルにさらに分割され
得る。例えば、セル４０４ａは第１のスクランブリングコードを利用でき、セル４０４ｂ
は、同じ地理的領域にあり同じノードＢ４４４によってサービスされるが、第２のスクラ
ンブリングコードを利用することによって区別され得る。
【００４５】
　セクタに分割されたセルでは、１つのセル内の複数のセクタがアンテナのグループによ
って形成され、各アンテナがセルの一部分におけるＵＥとの通信を担当するようにできる
。例えば、セル４０２では、アンテナグループ４１２、４１４、および４１６が各々異な
るセクタに対応できる。セル４０４では、アンテナグループ４１８、４２０、および４２
２が各々異なるセクタに対応できる。セル４０６では、アンテナグループ４２４、４２６
、および４２８が各々異なるセクタに対応できる。
【００４６】
　セル４０２、４０４、および４０６は、各セル４０２、４０４、または４０６のうちの
１つまたは複数のセクタと通信できるいくつかのＵＥを含み得る。例えば、ＵＥ４３０お
よび４３２はノードＢ４４２と通信することができ、ＵＥ４３４および４３６はノードＢ
４４４と通信でき、ＵＥ４３８および４４０はノードＢ４４６と通信できる。ここで、各
ノードＢ４４２、４４４、および４４６は、それぞれのセル４０２、４０４、および４０
６内の全てのＵＥ４３０、４３２、４３４、４３６、４３８、および４４０に、コアネッ
トワーク２０４（図２参照）へのアクセスポイントを提供するように構成され得る。
【００４７】
　ソースセルとの通話のあいだ、あるいは任意の他の時間に、ＵＥ４３６はソースセルの
様々なパラメータ並びに隣接するセルの様々なパラメータを監視できる。さらに、これら
のパラメータの品質に応じて、ＵＥ４３６は、隣接するセルのうちの１つまたは複数との
通信を維持できる。この時間のあいだ、ＵＥ４３６は、アクティブセット、すなわちＵＥ
４３６が同時に接続されるセルのリストを維持できる（すなわち、ダウンリンク専用物理
チャネルＤＰＣＨまたはフラクショナルダウンリンク専用物理チャネルＦ－ＤＰＣＨをＵ
Ｅ４３６に現在割り当てているＵＴＲＡＮセルが、アクティブセットを構成できる）。
【００４８】
　図５は、例示的なＵＥ５５０と通信中の例示的なノードＢ５１０のブロック図であり、
ノードＢ５１０が図３のノードＢ３０８であって、ＵＥ５５０が図３のＵＥ３１０であり
得る。ダウンリンク通信では、送信プロセッサ５２０が、データソース５１２からのデー
タおよびコントローラ／プロセッサ５４０からの制御信号を受信できる。送信プロセッサ
５２０は、データおよび制御信号、並びに基準信号（例えば、パイロット信号）のための
様々な信号処理機能を提供する。例えば、送信プロセッサ５２０は、誤り検出のための巡
回冗長検査（ＣＲＣ）コードと、前方誤り訂正（ＦＥＣ）を可能にするためのコーディン
グおよびインターリービングと、様々な変調方式（例えば、２位相シフトキーイング（Ｂ
ＰＳＫ）、４位相シフトキーイング（ＱＰＳＫ）、Ｍ位相シフトキーイング（Ｍ－ＰＳＫ
）、Ｍ直交振幅変調（Ｍ－ＱＡＭ）など）に基づく信号コンスタレーションへのマッピン
グと、直交可変拡散率（ＯＶＳＦ）による拡散と、一連のシンボルを生成するためのスク
ランブリングコードによる乗算とを提供できる。チャネルプロセッサ５４４からのチャネ
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ル推定値は、送信プロセッサ５２０のためのコーディング、変調、拡散、および／または
スクランブリングの方式を決定するために、コントローラ／プロセッサ５４０によって使
用され得る。これらのチャネル推定値は、ＵＥ５５０によって送信された基準信号から、
あるいはＵＥ５５０からのフィードバックから導出され得る。送信プロセッサ５２０によ
って生成されたシンボルは、フレーム構造を生成するために送信フレームプロセッサ５３
０に供給される。送信フレームプロセッサ５３０は、これらのシンボルをコントローラ／
プロセッサ５４０からの情報で多重化することによってこのフレーム構造を作成し、一連
のフレームをもたらす。次いで、これらのフレームは送信機５３２に供給され、送信機５
３２は、アンテナ５３４を通るワイヤレス媒体を介したダウンリンク送信用に、フレーム
を増幅し、フィルタリングし、キャリア上に変調することを含む様々な信号調整機能を提
供する。アンテナ５３４は、例えば、ビームステアリング双方向アダプティブアンテナア
レイ、または他の同様のビーム技術を含む１つまたは複数のアンテナを含み得る。
【００４９】
　ＵＥ５５０では、受信機５５４がアンテナ５５２を通してダウンリンク送信を受信し、
この送信を処理してキャリア上に変調された情報を復元する。受信機５５４によって復元
された情報は受信フレームプロセッサ５６０に供給され、受信フレームプロセッサ５６０
は各フレームを解析し、フレームからの情報をチャネルプロセッサ５９４に、データと、
制御信号と、基準信号とを受信プロセッサ５７０に供給する。次いで、受信プロセッサ５
７０は、ノードＢ５１０内の送信プロセッサ５２０によって行われた処理の逆を行う。よ
り具体的には、受信プロセッサ５７０は、シンボルを逆スクランブルおよび逆拡散し、次
いで、変調方式に基づいてノードＢ５１０によって送信された最も高い可能性の信号コン
スタレーション点を決定する。これらの軟判定は、チャネルプロセッサ５９４によって計
算されたチャネル推定値に基づくことができる。次いで、軟判定は復号およびデインター
リーブされて、データと、制御信号と、基準信号とを復元する。次いで、ＣＲＣコードが
チェックされて、フレームの復号に成功したかどうかを判定する。復号に成功したフレー
ムによって搬送されたデータは、次いでデータシンク５７２に供給され、データシンク５
７２は、ＵＥ５５０内で稼働中のアプリケーション、および／または様々なユーザインタ
ーフェース（例えば、ディスプレイ）を表す。復号に成功したフレームによって搬送され
た制御信号は、コントローラ／プロセッサ５９０に供給される。受信機プロセッサ５７０
によるフレームの復号が失敗したとき、コントローラ／プロセッサ５９０はまた、それら
のフレームに対する再送要求をサポートするために、肯定応答（ＡＣＫ）および／または
否定応答（ＮＡＣＫ）のプロトコルを使用することもできる。
【００５０】
　アップリンクでは、データソース５７８からのデータおよびコントローラ／プロセッサ
５９０からの制御信号が、送信プロセッサ５８０に供給される。データソース５７８は、
ＵＥ５５０内で稼働中のアプリケーションと、様々なユーザインターフェース（例えば、
キーボード）とを表すことができる。ノードＢ５１０によるダウンリンク送信に関して記
載された機能と同様に、送信プロセッサ５８０は、ＣＲＣコードと、ＦＥＣを可能にする
ためのコーディングおよびインターリービングと、信号コンスタレーションへのマッピン
グと、ＯＶＳＦによる拡散と、一連のシンボルを生成するためのスクランブリングとを含
む様々な信号処理機能を提供する。ノードＢ５１０によって送信された基準信号から、あ
るいはノードＢ５１０によって送信されたミッドアンブル内に含まれているフィードバッ
クから、チャネルプロセッサ５９４によって導出されたチャネル推定値は、適切なコーデ
ィング、変調、拡散、および／またはスクランブリングの方式を選択するために使用され
得る。送信プロセッサ５８０によって生成されたシンボルは、フレーム構造を作成するた
めに、送信フレームプロセッサ５８２に供給される。送信フレームプロセッサ５８２は、
これらのシンボルをコントローラ／プロセッサ５９０からの情報で多重化することによっ
てこのフレーム構造を作成し、一連のフレームをもたらす。次いで、これらのフレームは
送信機５５６に供給され、送信機５５６は、アンテナ５５２を通るワイヤレス媒体を介し
たアップリンク送信用に、フレームを増幅し、フィルタリングし、キャリア上に変調する
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ことを含む様々な信号調整機能を提供する。
【００５１】
　アップリンク送信は、ＵＥ５５０での受信機能に関して記載された方法と同様の方法で
、ノードＢ５１０で処理される。受信機５３５は、アンテナ５３４を通してアップリンク
送信を受信し、この送信を処理してキャリア上に変調された情報を復元する。受信機５３
５によって復元された情報は受信フレームプロセッサ５３６に供給され、これが各フレー
ムを解析してこれらフレームからの情報をチャネルプロセッサ５４４へ、並びにデータ信
号、制御信号、および基準信号を受信プロセッサ５３８へ供給する。受信プロセッサ５３
８は、ＵＥ５５０内の送信プロセッサ５８０によって行われた処理の逆を行う。復号に成
功したフレームによって搬送されたデータおよび制御信号は、次いで、それぞれデータシ
ンク５３９およびコントローラ／プロセッサに供給され得る。受信プロセッサ５３８によ
るフレームの一部の復号が失敗した場合、コントローラ／プロセッサ５４０はまた、それ
らのフレームに対する再送要求をサポートするために、肯定応答（ＡＣＫ）および／また
は否定応答（ＮＡＣＫ）のプロトコルも使用できる。
【００５２】
　コントローラ／プロセッサ５４０および５９０は、それぞれノードＢ５１０およびＵＥ
５５０での動作を指示するために使用され得る。例えば、コントローラ／プロセッサ５４
０および５９０は、タイミング、周辺インターフェース、電圧調整、電源管理、および他
の制御機能を含む、様々な機能を提供できる。メモリ５４２および５９２のコンピュータ
可読媒体は、それぞれノードＢ５１０用およびＵＥ５５０のためのデータとソフトウェア
とを記憶できる。ノードＢ５１０でのスケジューラ／プロセッサ５４６は、リソースをＵ
Ｅに割り当てるため、かつＵＥのためのダウンリンク送信および／またはアップリンク送
信をスケジュールするために使用され得る。
【００５３】
　高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ）エアインターフェースは、ＵＥ３１０とＵＴＲＡＮ
３０２との間の３Ｇ／Ｗ－ＣＤＭＡエアインターフェースに対する一連の強化を含むこと
ができ、より大きいスループットを可能にし、ユーザの待ち時間が低減される。以前の規
格の他の変更の中でも、ＨＳＰＡは、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）と、共有チ
ャネル送信と、適応変調コーディングとを利用する。ＨＳＰＡを定義する規格には、ＨＳ
ＤＰＡ（高速ダウンリンクパケットアクセス）、およびＨＳＵＰＡ（拡張アップリンクす
なわちＥＵＬとも呼ばれる、高速アップリンクパケットアクセス）が含まれる。
【００５４】
　例えば、３ＧＰＰ規格ファミリーのリリース５では、ＨＳＤＰＡが導入された。ＨＳＤ
ＰＡは、いくつかのＵＥによって共有され得る高速ダウンリンク共有チャネル（ＨＳ－Ｄ
ＳＣＨ）を、そのトランスポートチャネルとして利用する。ＨＳ－ＤＳＣＨは、３つの物
理チャネルである、高速物理ダウンリンク共有チャネル（ＨＳ－ＰＤＳＣＨ）、高速共有
制御チャネル（ＨＳ－ＳＣＣＨ）、および高速専用物理制御チャネル（ＨＳ－ＤＰＣＣＨ
）によって実装される。
【００５５】
　ＨＳ－ＳＣＣＨは、ＨＳ－ＤＳＣＨの伝送に関するダウンリンク制御情報を搬送するた
めに利用され得る物理チャネルである。ここで、ＨＳ－ＤＳＣＨは１つまたは複数のＨＳ
－ＳＣＣＨに関連付けられ得る。ＵＥはＨＳ－ＳＣＣＨを連続的に監視して、そのデータ
をいつＨＳ－ＤＳＣＨから読み込むかを決定し、割り当てられた物理チャネルで使用され
る変調方式を決定する。
【００５６】
　ＨＳ－ＰＤＳＣＨは、いくつかのＵＥによって共有され得るとともに、高速ダウンリン
クのためのダウンリンクデータを搬送できる物理チャネルである。ＨＳ－ＰＤＳＣＨは、
４位相シフトキーイング（ＱＰＳＫ）と、１６直交振幅変調（１６－ＱＡＭ）と、多重符
号伝送とをサポートできる。
【００５７】
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　ＨＳ－ＤＰＣＣＨは、ＵＥからのフィードバックを搬送して、そのスケジューリングア
ルゴリズムにおいてノードＢを支援できるアップリンク物理チャネルである。フィードバ
ックは、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）と、前のＨＳ－ＤＳＣＨ伝送の肯定応答ま
たは否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＫ）とを含み得る。
【００５８】
　リリース５のＨＳＤＰＡと以前に規格化された回線交換エアインターフェースとの間の
ダウンリンク上の１つの差異は、ＨＳＤＰＡでのソフトハンドオーバがないことである。
このことは、ＨＳＤＰＡチャネルがＨＳＤＰＡサービングセルと呼ばれる単一のセルから
ＵＥに送信されることを意味する。ユーザが移動するにつれて、または１つのセルが別の
ユーザに好ましくなるにつれて、ＨＳＤＰＡサービングセルは変化する場合がある。それ
でも、ＵＥは関連付けられたＤＰＣＨ上でソフトハンドオーバにあることができ、複数の
セルから同じ情報を受信する。
【００５９】
　リリース５のＨＳＤＰＡでは、任意のインスタンスで、ＵＥ３１０が、通常ＥC／Ｉ0の
ＵＥ測定値に従って、アクティブセット内の最強のセルである１つのサービングセルを有
する。３ＧＰＰ　ＴＳ２５．３３１のリリース５で規定されたモビリティ手順によれば、
ＨＳＰＤＡサービングセルを変更するための無線リソース制御（ＲＲＣ）信号伝達メッセ
ージは、現在のＨＳＤＰＡサービングセル（すなわち、ソースセル）から送信され、その
セルはＵＥがより強いセル（すなわち、ターゲットセル）になると報告するセルではない
。
【００６０】
　ＨＳＤＰＡネットワーク内の上述されたチャネル（ＨＳ－ＰＤＳＣＨ、ＨＳ－ＳＣＣＨ
、およびＨＳ－ＤＰＣＣＨ）は、リリース９９専用チャネル（ＤＣＨ）に対応するチャネ
ルに加えて送信される。ＤＣＨは、ユーザデータなどの情報を搬送する専用物理データチ
ャネル（ＤＰＤＣＨ）と、ＤＰＤＣＨに関連付けられた制御情報を搬送するパイロットチ
ャネルである専用物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）とを含む、物理チャネルにマップされ
たトランスポートチャネルである。ＤＰＤＣＨとＤＰＣＣＨの各々は、アップリンクとダ
ウンリンクの両方で利用される。
【００６１】
　図６は、高電力ノードＢ６０４と低電力ノードＢ６０２とを含む例示的な異種アクセス
ネットワークの一部分を示す。ここで、ノードＢ６０２とノードＢ６０４の両方は、図５
に示されたノードＢ５１０と同じであり得る。さらに、図６に示されたＵＥ６１０は、図
５に示されたＵＥ５５０と同じであり得る。図６に示されたように、ＵＥ６１０はソフト
ハンドオーバ内にあり得る。すなわち、ＵＥ６１０は、異なるノードＢ６０２とノードＢ
６０４に属する２つのセクタの重複するカバレージエリアに位置する場合があり、その結
果、リリース９９のＤＣＨ、具体的にはアップリンクＤＰＣＣＨ６２０および６２２、並
びにそれらに該当する対応ダウンリンクチャネルは、これらのチャネル上の通信が２つの
エアインターフェースチャネルを通って同時に起こる、ＵＥ６１０と該当のノードＢ６０
２および６０４との間のソフトハンドオーバにあり得る。このノードＢ６０２とノードＢ
６０４への同時通信は、電力制御および同期などの機能を調整するために使用され得る。
【００６２】
　しかしながら、ＨＳＤＰＡチャネルである、ＨＳ－ＰＤＳＣＨ６２４、ＨＳ－ＳＣＣＨ
６２６、およびＨＳ－ＤＰＣＣＨ６２８に対して、ソフトハンドオーバ機能は通常提供さ
れない。すなわち、任意のインスタンスで、ＨＳＤＰＡでは、ＵＥ６１０がサービングＨ
Ｓ－ＤＳＣＨセルと呼ばれる唯一のサービングセルを有する。サービングＨＳ－ＤＳＣＨ
セルは、各セルによって送信されたパイロットチャネル（例えば、共通パイロットチャネ
ルＣＰＩＣＨ）のＵＥ測定値に従って決定された、通常「最良」のダウンリンクセルであ
る。ＵＥ６１０が移動するにつれて、またはダウンリンクチャネルの状態が変化するにつ
れて、サービングＨＳ－ＤＳＣＨセルは、最良のＣＰＩＣＨのＵＥ報告に従って変化する
場合がある。ここで、ダウンリンクのＨＳ－ＰＤＳＣＨ６２４およびＨＳ－ＳＣＣＨ６２
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６は、サービングＨＳ－ＤＳＣＨセル６０４によって送信され、アップリンクのＨＳ－Ｄ
ＰＣＣＨ６２８は、サービングＨＳ－ＤＳＣＨセル６０４によって受信され、復号される
。
【００６３】
　任意のワイヤレス通信ネットワークの一態様は、アップリンク送信電力の電力制御であ
る。アップリンクでは、ＵＥの送信電力が隣接するセルに対する干渉量を決定し、受信電
力は同じセル内の他のＵＥに対する干渉量を決定する。Ｗ－ＣＤＭＡを利用するＵＭＴＳ
ネットワークでは、内部ループ電力制御および外部ループ電力制御がアップリンク送信電
力を管理するために一緒に機能する。しばしば高速電力制御とも呼ばれる内部ループ電力
制御は、ノードＢでの信号対干渉比（ＳＩＲ）の決定を含み、干渉が目標ＳＩＲ以上の場
合、ノードＢは、自分のアクティブセット内にノードＢを有するＵＥに電力制御コマンド
を送信し、それらのＵＥに自分の送信電力を下げるように要求できる。外部ループ電力制
御は、ＲＮＣでのアップリンク品質の判定を含み、判定された品質に基づいて、（内部ル
ープ電力制御によって使用される）目標ＳＩＲがノードＢに送られる。従って、目標ＳＩ
Ｒは、アップリンク品質の１つまたは複数の特性、例えばアップリンクパケット誤り率に
従って、経時的に上下する可能性がある。
【００６４】
　ＨＳＤＰＡネットワークでは、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ６２８のアップリンク送信電力は、Ｄ
ＰＣＣＨの電力レベルに対して決定される。すなわち、ＤＰＣＣＨの電力に対するオフセ
ットは、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ６２８の送信のための電力を決定するために、ＵＥ６１０によ
って利用される。このオフセットは制御対電力オフセット（Ｃ２Ｐ）と呼ぶことができ、
一般に、３つの異なるオフセットである、Ｄｅｌｔａ＿ＡＣＫ、Ｄｅｌｔａ＿ＮＡＣＫ、
またはＤｅｌｔａ＿ＣＱＩから選択されたオフセットである。すなわち、どの情報要素が
ＨＳ－ＤＰＣＣＨ上に送信されているかに応じて、これらのオフセットのうちの１つがア
ップリンク送信のためのＣ２Ｐになるように選択され得る。ここで、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ６
２８の送信電力の設定に対応する様々な問題が発生する可能性がある。例えば、ＨＳ－Ｄ
ＰＣＣＨはアップリンク送信電力の一部分を利用し、従って、電力を高く設定し過ぎると
、ＵＥ６１０からの他のアップリンク送信のためのリンクバジェットが影響を受ける可能
性がある。同様に、電力を高く設定し過ぎると、潜在的に不要な雑音が発生する可能性が
あり、他のＵＥからのアップリンク送信に干渉する。一方、ＨＳ－ＤＰＣＣＨの電力を低
く設定し過ぎると、送信がノードＢで正常に受信されない場合、ＨＳＤＰＡの性能が影響
を受ける可能性がある。
【００６５】
　特に、電力制御と干渉の問題は、異種ネットワークにおいて発生し、特に問題になる可
能性がある。すなわち、図６に示されたネットワークなどの多くのアクセスネットワーク
では、セルのうちの１つまたは複数が、高電力ノードと考えられ得る典型的なマクロセル
によって提供され得るとともに、セルのうちの１つまたは複数は、マクロセルのカバレー
ジエリア内に配置され得る、フェムトセル、ピコセルなどの低電力ノードによって提供さ
れ得る。例えば、図６内の例示では、ＵＥ６１０のためのサービングセルが高電力ノード
すなわちマクロセル６０４であり、ＵＥ６１０のためのソフトハンドオーバにある第２の
セルは低電力ノード６０２である。低電力ノードは、低電力ノードのいくつかの例のうち
の任意の１つであり得る。例えば、３ＧＰＰ規格においてホームノードＢと呼ばれること
があるフェムトセルは、通常、家庭またはオフィス内で使用するように構成された小型の
基地局すなわちノードＢである。フェムトセルは、コアネットワークへのそのバックホー
ル接続用に、通常、ケーブルまたはＤＳＬ接続などの高速インターネット接続を利用し得
る。ピコセル（またはマイクロセル）は、通常、マクロセルの配置から利用可能なカバレ
ージからカバレージを拡張するために、そうでなければマクロセルからのカバレージが欠
いている、例えば、ビル、モール、鉄道の駅などの中に配置された比較的小さく低コスト
の基地局である。
【００６６】
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　図７は、アップリンクＨＳ－ＤＰＣＣＨ６２８の信頼性に関する１つの具体的な問題を
示すフローチャートであり、その問題は、サービングＨＳ－ＤＳＣＨセル６０４がマクロ
セルなどの高電力ノードであり、ＵＥ６１０が低電力ノード６０２とのソフトハンドオー
バにある場合に異種ネットワーク内でしばしば発生する可能性がある。図示された例にお
いて、ブロック７０２では、ＵＥ６１０はマクロセル６０４などの高電力ノードとの接続
を確立し、その結果、マクロセル６０４はＵＥ６１０のためのサービングセルになる。ブ
ロック７０４では、ＵＥ６１０は低電力ノード６０２とのソフトハンドオーバに入り得る
。ここで、低電力ノード６０２はＵＥ６１０のためのアクティブセットのメンバーである
。ここで、ＵＥ６１０が低電力ノード６０２に物理的に非常に近い場合があり得るが、高
電力ノード６０４によって送信されたダウンリンクの高電力のために、ＵＥ６１０はより
遠くの高電力ノードによってサービスされる。この場合、低電力ノード６０２によって受
信されたアップリンク電力は、高電力ノード６０４によって受信されたアップリンク電力
よりもはるかに高い可能性がある。従って、ブロック７０６では、低電力ノード６０２が
ＵＥ６１０に電力制御コマンドを送り、ＵＥの送信電力を下げさせる。すなわち、ソフト
ハンドオーバにある非サービングセル６０２は、ＤＰＣＣＨ６２２を介してＵＥ６１０に
電力制御コマンドを送ることができる。
【００６７】
　この場合、ＵＥ６１０がそのアップリンク送信電力を小さくすると、ブロック７０８で
は、マクロセル６０４で受信されたＨＳ－ＤＰＣＣＨ６２８の送信が非常に弱くなる可能
性があり、その結果、ＨＳ－ＤＰＣＣＨの信頼性が悪化する。すなわち、マクロセル６０
４は、ＵＥ６１０からのアップリンクＨＳ－ＤＰＣＣＨ送信の受信に失敗する可能性があ
る。アップリンク制御チャネルＨＳ－ＤＰＣＣＨ６２８は、サービングＨＳ－ＤＳＣＨセ
ルのためのダウンリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫおよびＣＱＩなどの情報を搬送するので、ＨＳ
リンクの性能はこのアップリンク不均衡に起因して悪化する可能性がある。
【００６８】
　図８～図１１は、図６および図７に示されたこのリンク不均衡問題に対処するように適
合された本開示のいくつかの態様を示す。すなわち、図８～図１１の各々は、上述され、
図６および図７に示されたリンク不均衡問題に対処するために、単独で、または図示され
たプロセスのうちの他のプロセスと連携して使用され得る、異なるプロセスを示す。
【００６９】
　一例では、ＲＮＣ６０８が、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ制御対パイロット比（Ｃ２Ｐ）を適応的
に調整でき、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ制御対パイロット比（Ｃ２Ｐ）は、パイロット信号を搬送
するＤＰＣＣＨに対するＨＳ－ＤＰＣＣＨ送信の電力を決定するために、ＵＥが利用する
電力オフセットである。すなわち、ＲＮＣ６０８が上述されたアップリンク不均衡を検出
すると、ＲＮＣ６０８はＵＥ６１０にそのアップリンク送信電力を高めて不均衡を補償し
、かつＨＳ－ＤＰＣＣＨがサービングノードＢで確実に復号され得る確度を改善するよう
に命令し得る。
【００７０】
　図８は、ＲＮＣ６０８、サービングノードＢ６０４、およびＵＥ６１０で動作可能であ
り得るステップを有する、上述された例示的なプロセス８００を示すフローチャートであ
る。ブロック８０２で、ＵＥ６１０は、サービングセルおよび非サービングセルとのソフ
トハンドオーバに入ることができる。例えば、上述されたように、ＵＥ６１０は、そのサ
ービングセルとしてマクロセルなどの高電力ノードを有することができ、ＵＥ６１０は、
そのアクティブセット内に低電力ノード６０２などの低電力ノードを有することができる
。ここで、上述されたように、外部ループ電力制御の目的で、ＲＮＣ６０８は、被サービ
スＵＥ６１０からのアップリンク送信のための目標ＳＩＲを維持できる。さらに、ＵＥの
アクティブセット内の各ノードＢは、アップリンク制御チャネルの品質、例えば、ＵＥ６
１０からのアップリンクのための受信ＳＩＲを報告できる。例えば、ノードＢ５１０（図
５参照）などのノードＢでは、受信機５３５がアップリンクＨＳ－ＤＰＣＣＨ６２８など
のＵＥからのアップリンク送信を受信すると、受信プロセッサ５３８、チャネルプロセッ
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サ５４４、および／またはコントローラ／プロセッサ５４０のうちの１つまたは複数は、
受信された実際のアップリンク送信に対応する受信ＳＩＲを決定できる。さらに、コント
ローラ／プロセッサ５４０は受信ＳＩＲの測定値をメモリ５４２に記憶でき、その結果、
経時的に、平均受信ＳＩＲは複数の受信ＳＩＲの測定値に従って計算され得る。
【００７１】
　従来のネットワークでは、複数のノードＢが、高速内部ループ電力制御でＵＥ６１０か
らのアップリンク送信を受信し復号できるので、通常、ＵＥ６１０から最良のアップリン
ク信号を受信するノードＢがＵＥ６１０を電力制御して、そのアップリンク送信電力を低
減できる場合があり、その結果、ノードＢでの受信ＳＩＲは目標ＳＩＲかそれに近くなる
。ここでの問題は、Ｃ２Ｐオフセットに起因して、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ６２８がサービング
ノードＢ６０４で正常に復号され得ないほど大きく、その電力が低減され得ることであり
得る。従って、この問題に対処するために、本開示の一態様では、サービングノードＢ６
０４および／またはＲＮＣ６０８のうちのいずれか１つまたは両方が、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ
６２８などのアップリンク制御チャネルの品質がしきい値を下回ることを検出できる。こ
の目的を達成するために、ブロック８０４で、サービングノードＢ６０４はその受信ＳＩ
ＲをＲＮＣ６０８に送信できる。上述されたアップリンク不均衡のケースでは、低電力ノ
ード６０２がＵＥ６１０にそのアップリンク電力を実質的に低減させた場合、サービング
ノードＢ６０４での受信ＳＩＲは実質的に目標ＳＩＲを下回り得る。例えば、目標ＳＩＲ
を下回るしきい値の量を確立でき、その結果、受信ＳＩＲがこのしきい値を下回ると、そ
のことはリンク不均衡が存在することを示す可能性がある。この場合、ブロック８０６で
、ＲＮＣ６０８はリンク不均衡を検出できる。例えば、サービングノードＢ６０４からバ
ックホールインターフェースを介して、一連の検出されたＳＩＲ測定値を経時的に受信す
るＲＮＣ６０８は、平均検出ＳＩＲを計算できる。さらに、外部ループ電力制御の一部と
して目標ＳＩＲは変化する場合があり、本開示の一態様では、ＲＮＣ６０８が目標ＳＩＲ
の時間平均に対応する平均目標ＳＩＲを計算できる。本開示の一態様では、サービングノ
ードＢ６０４での平均受信ＳＩＲと平均目標ＳＩＲとの間の差が、例えば差があるしきい
値よりも大きいリンク不均衡状態を判定するために利用され得る。
【００７２】
　リンク不均衡状態に応答して、本開示の一態様では、ＲＮＣ６０８および／またはサー
ビングノードＢ６０４のうちの１つが、ＵＥ６１０に命令を送信でき、その命令はアップ
リンク制御チャネルの品質を改善するように適合される。この目的を達成するために、ブ
ロック８０８では、ＲＮＣ６０８が、サービングノードＢ６０４での平均受信ＳＩＲと平
均目標ＳＩＲとの間の差に対応する電力オフセット、例えばＣ２Ｐ増大値を計算できる。
すなわち、サービングノードＢ６０４での平均受信ＳＩＲと平均目標ＳＩＲとの間の差は
、差の増分値がＣ２Ｐ増大値内での増加分に対応できるように、量子化され得る。別の例
では、Ｃ２Ｐ増大値のための特定の増大量を送ることよりむしろ、Ｃ２Ｐ増大の信号伝達
が、従来のアップリンク電力制御アルゴリズムによって利用されたパワーアップコマンド
および電力ダウンコマンドと同様に、パワーアップコマンドまたは電力ダウンコマンドを
含み得るにすぎない。
【００７３】
　ブロック８１０で、ＲＮＣ６０８は、ＵＥ６１０にそのアップリンク送信電力を変更す
る命令を送信でき、その命令は、決定されたＵＥ６１０へのＣ２Ｐ増大値を含む。この命
令に応答して、ブロック８１２で、ＵＥ６１０は受信されたＣ２Ｐ増大値を適用して次の
アップリンク送信の電力を増大させることができる。例えば、Ｄｅｌｔａ＿ＡＣＫ、Ｄｅ
ｌｔａ＿ＮＡＣＫ、またはＤｅｌｔａ＿ＣＱＩのうちの１つに対応するＣ２Ｐ値は、受信
されたＣ２Ｐ増大値に従って増加され得るし、それにより、ＵＥ６１０によるＨＳ－ＤＰ
ＣＣＨ送信の電力を変更し、サービングノードＢ６０４での受信に成功する確度を改善す
る。
【００７４】
　この例に対する変形形態では、ＲＮＣ６０８に集中するよりむしろ、サービングノード
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Ｂ６０４がＣ２Ｐ増大に対応する計算を行える。すなわち、この例において、ブロック８
０４では、サービングノードＢ６０４が検出した受信ＳＩＲをサービングノードＢ６０４
がＲＮＣ６０８に送信するよりむしろ、ＲＮＣ６０８は目標ＳＩＲをサービングノードＢ
６０４に送信できる。従って、この例において、ブロック８０６では、サービングノード
Ｂ６０４が、ＲＮＣ６０８がこの判定を行ったところで上述された同じ方式で、平均受信
ＳＩＲと平均目標ＳＩＲとの間の差に従って、リンク不均衡状態が存在するかどうかを判
定できる。ここで、ブロック８１０では、上述されたように、サービングノードＢ６０４
が新しいＣ２Ｐ増大値をＵＥ６１０に送信できる。
【００７５】
　別の例では、ＵＥ６１０が、ハイレベルのアップリンクＨＳ－ＤＰＣＣＨの復号誤りを
検出すると、そのアップリンク送信電力を自動的に増大させることができる。すなわち、
本開示の一態様では、ＵＥ６１０が、重複送信率、例えば、所与の時間にわたってＨＳ－
ＰＤＳＣＨ６２４上でサービングノードＢ６０４によって送信された重複パケットの数を
測定できる。上述されたように、ＨＡＲＱ肯定応答メッセージを搬送するＨＳ－ＤＰＣＣ
Ｈ６２８がサービングノードＢ６０４によって正常に受信されなかった（不連続送信すな
わちＤＴＸとしてノードＢによってみなされた）場合、または、サービングノードＢ６０
４がＨＳ－ＤＰＣＣＨ６２８上でＮＡＣＫを受信した場合、サービングノードＢ６０４は
、通常ＨＳ－ＰＤＳＣＨ６２４上に対応するパケットを再送する。従って、いくつかの場
合には、ＵＥ６１０が、正常に受信され復号されたパケットを示すＡＣＫを送信しても、
ＡＣＫがノードＢで受信されなかった場合、パケットはそれでも再送され得る。ここで、
ＵＥ６１０が再送を受信すると、ＵＥ６１０は、再送されたパケットは重複送信に対応す
ると判定し、それに応じて重複送信率を更新できる。この重複送信率は、ＡＣＫ対ＮＡＣ
Ｋ／ＤＴＸ比に対応でき、ＡＣＫ対ＮＡＣＫ／ＤＴＸ比はＵＭＴＳ規格に従っていくつか
の従来のＵＥ内で測定され得る。
【００７６】
　図９は、上述された例示的なプロセス９００を示すフローチャートであり、そこでＵＥ
６１０は、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ復号誤りのレベルに従って、そのアップリンク送信電力を自
動的に調整する。ブロック９０２では、ＵＥ６１０が、サービングセルおよび非サービン
グセルとのソフトハンドオーバに入ることができる。例えば、上述されたように、ＵＥ６
１０は、そのサービングセルとしてマクロセルなどの高電力ノードを有することができ、
ＵＥ６１０は、そのアクティブセット内に低電力ノードを有することができる。ブロック
９０４では、ＵＥ６１０によって決定されたか、またはＲＮＣ６０８によって決定された
かのいずれであれ、公称ＡＣＫ対ＮＡＣＫ／ＤＴＸ誤り率が設定され、ＵＥ６１０に信号
伝達される。
【００７７】
　一方、ＵＥ６１０は、ＨＳ－ＰＤＳＣＨ６２４上のダウンリンクパケットを受信し、受
信されたパケットの各々について、対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫをＨＳ－ＤＰＣＣＨ６２８
上に送信できる。上述されたように、経時的に、ＵＥ６１０は、正常に受信され、復号さ
れ、すでに肯定応答されたパケットの再送に対応するＡＣＫ対ＮＡＣＫ／ＤＴＸ誤り率を
追跡できる。ブロック９０６では、ＵＥ６１０が、すなわち、アップリンク制御チャネル
（例えば、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ６２８）に対応する復号誤り率を検出することによって、リ
ンク不均衡を検出する。例えば、ＵＥ６１０は、ＡＣＫ対ＮＡＣＫ／ＤＴＸ誤り率が、ブ
ロック９０４で設定された公称または目標のＡＣＫ対ＮＡＣＫ／ＤＴＸ誤り率にあるか、
またはそれよりも大きいことを検出できる。この時、ＵＥ６１０は、例えば、公称ＡＣＫ
対ＮＡＣＫ／ＤＴＸ誤り率を超えないように、または維持するように、必要に応じてＣ２
Ｐ比を増大または減少させることによって、そのアップリンク送信電力を自動的に調整で
きる。例えば、ブロック９０８では、ＵＥ６１０が、サービングノードＢで、アップリン
クＨＳ－ＤＰＣＣＨ上に送信されたＡＣＫの復号に成功したかどうかを判定できる。すな
わち、次のシーケンス番号を有するパケットが送信される前に、確認応答されたパケット
が再送されない場合、ＡＣＫ復号の成功が判定され得る。同様に、確認応答されたパケッ
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トがノードＢによって再送された場合、ＡＣＫ復号の失敗が判定され得る。従って、本開
示の一態様では、ＨＳ－ＤＰＣＣＨの復号の失敗に従って、ＵＥ６１０はアップリンク電
力を増大させることができる。さらに、ＨＳ－ＤＰＣＣＨの復号の成功に従って、ＵＥ６
１０はアップリンク電力を減少させることができる。例えば、ＡＣＫ復号失敗の場合、ブ
ロック９１２では、ＵＥ６１０が指定された量Ｃ２Ｐ＿ｄｏｗｎだけＣ２Ｐマージンを減
少させることができ、ＡＣＫ復号成功の場合、ブロック９１０では、ＵＥ６１０が指定さ
れた量Ｃ２Ｐ＿ｕｐだけＣ２Ｐマージンを増大させることができる。本開示の様々な態様
では、値Ｃ２Ｐ＿ｄｏｗｎおよびＣ２Ｐ＿ｕｐが、ＡＣＫ対ＮＡＣＫ／ＤＴＸ誤り率を所
望の値に維持するのに適した任意の値に設定され得る。一例では、Ｃ２Ｐ＿ｕｐとＣ２Ｐ
＿ｄｏｗｎとの間の比率が、Ｃ２Ｐ＿ｕｐ／Ｃ２Ｐ＿ｄｏｗｎ＝（１－ＴＥＲ）／ＴＥＲ
に設定でき、ここで、ＴＥＲは目標誤り率、すなわち、ブロック９０４で設定された公称
または目標のＡＣＫ対ＮＡＣＫ／ＤＴＸ誤り率である。
【００７８】
　別の例では、ＲＮＣ６０８が、不均衡、すなわちＨＳ－ＤＰＣＣＨが信頼できないこと
を検出できる。この場合、ＵＥのアクティブセット内にあるセルが、ＵＥにそのアップリ
ンク送信電力を極端に低減するように命令しており、その結果ＨＳ－ＤＰＣＣＨが信頼で
きない可能性に起因して、ＲＮＣ６０８は、ソフトハンドオーバからＵＥ６１０を単に除
外する場合がある。このようにして、ＵＥ６１０にその送信電力を低減するように命令し
ている他のノードＢは、もはやＵＥ６１０を電力制御できない。
【００７９】
　図１０は、上述された例示的なプロセス１０００を示すフローチャートであり、そこで
ＲＮＣは、信頼できないＨＳ－ＤＰＣＣＨの場合、ソフトハンドオーバからＵＥ６１０を
除外できる。ブロック１００２では、ＵＥ６１０が、サービングセルおよび非サービング
セルとのソフトハンドオーバに入ることができる。例えば、上述されたように、ＵＥ６１
０は、そのサービングセルとしてマクロセルなどの高電力ノードを有することができ、Ｕ
Ｅ６１０は、そのアクティブセット内に低電力ノードを有することができる。本開示の一
態様では、ネットワークノード（例えば、ＲＮＣ６０８および／またはサービングノード
Ｂ６０４）が、アップリンク制御チャネル（例えば、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ６２８）の品質が
しきい値を下回ることを検出できる。例えば、ブロック１００４において、ＲＮＣ６０８
は、ＵＥ６１０によって送信され、サービングノードＢ６０４によって受信されたＨＳ－
ＤＰＣＣＨ６２８が信頼できるかどうかを判定できる。例えば、サービングノードＢ６０
４は、フィンガートラッキング問題をもち始める場合があるか、またはサービングノード
Ｂ６０４は、パイロットＳＩＮＲが非常に低い、例えばしきい値を下回ることを検出する
場合がある。いずれの場合でも、サービングノードＢは、ＵＥ６１０によって送信された
アップリンクが信頼できなくなったことを、ＲＮＣ６０８に知らせることができる。この
場合、この判定に応答して、ＲＮＣ６０８は、ＵＥ６１０に命令を送信でき、その命令は
アップリンク制御チャネルの品質を改善するように適合される。例えば、ブロック１００
６では、ＲＮＣ６０８が、ＵＥ６１０にソフトハンドオーバからＵＥ６１０を除外する命
令を送信でき、ＵＥのアクティブセット内にサービングＨＳ－ＤＳＣＨセルだけを残す。
例えば、ＲＮＣ６０８は、ＲＲＣシグナリングを利用して、ＵＥのアクティブセットから
サービングノードＢ６０４以外の各ノードＢを除外するのに適したモビリティイベントを
通信できる。このようにして、ＵＥ６１０は、他の非サービングノードＢによって電力制
御されず、アップリンクは、サービングノードＢ６０４によってより確実に受信されるよ
うになることができる。
【００８０】
　別の例では、ソフトハンドオーバからＵＥを除外することよりもいくぶん急激でない手
段が、ＲＮＣ６０８によって取られ得る。すなわち、ソフトハンドオーバからＵＥ６１０
を完全に除外するよりむしろ、ＲＮＣ６０８は、問題のあるノードＢ、すなわちＵＥ６１
０にアップリンク送信電力を低減するように命令しているノードＢの電力制御を無効にす
る命令を、ＵＥ６１０に送信できる。
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【００８１】
　図１１は、上述された例示的なプロセス１１００を示すフローチャートであり、そこで
ＲＮＣ６０８は、問題のあるノードＢの電力制御を無効にできる。ブロック１１０２では
、ＵＥ６１０が、サービングセルおよび非サービングセルとのソフトハンドオーバに入る
ことができる。例えば、上述されたように、ＵＥ６１０は、そのサービングセルとしてマ
クロセルなどの高電力ノードを有することができ、ＵＥ６１０は、そのアクティブセット
内に低電力ノードを有することができる。本開示の一態様において、ＲＮＣ６０８は、ア
ップリンク制御チャネル（例えば、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ６２８）の品質がしきい値を下回る
ことを検出できる。例えば、ブロック１１０４において、ＲＮＣ６０８は、ＵＥ６１０に
よって送信されたＨＳ－ＤＰＣＣＨが信頼できるかどうかを判定できる。例えば、サービ
ングノードＢ６０４は、フィンガートラッキング問題をもち始める場合があるか、または
サービングノードＢ６０４は、パイロットＳＩＮＲが低い、例えば適切なしきい値を下回
ることを検出する場合がある。いずれの場合でも、サービングノードＢは、ＵＥ６１０に
よって送信されたアップリンクが信頼できなくなったことを、ＲＮＣ６０８に知らせるこ
とができる。さらに、第２の基地局、例えばＵＥ６１０のアクティブセット内の低電力ノ
ード６０２は、第２の基地局がＵＥ６１０にそのアップリンク送信の電力を低減する命令
を送信したことを示す情報を、ＲＮＣ６０８に送信できる。この場合、ＲＮＣ６０８は、
第２の基地局および／またはＵＥ６１０のうちの少なくとも１つに命令を送信でき、その
命令はＵＥ６１０の第２の基地局による電力制御を無効にするように適合される。例えば
、ブロック１１０６において、ＲＮＣ６０８は、問題のあるソフトハンドオーバリンクか
らの外部ループ電力制御を無効にする命令を送信できる。例えば、ＲＮＣ６０８は、ＵＥ
６１０とのソフトハンドオーバで選択されたノードＢからの復号結果に基づいて、選択さ
れたノードＢでの目標ＳＩＲの更新を終えることができる。ブロック１１０８では、ＲＮ
Ｃ６０８が、選択されたノードＢによるＵＥの内部ループ電力制御を無効にできる。例え
ば、ＲＮＣ６０８は選択されたノードＢに信号を送信して、選択されたノードＢがＵＥ６
１０に電力制御コマンドを送信しないように防止するか、または、ＵＥ６１０にパワーア
ップコマンドのみを送信し、電力ダウンコマンドを送信しないように、選択されたノード
Ｂに命令できる。別の例では、ＲＮＣ６０８が、選択されたノードＢからの電力制御コマ
ンドを聴くことを止めるようにＵＥ６１０に命令する信号を、ＵＥ６１０に送信できる。
【００８２】
　異種ネットワーク内で発生する可能性がある別の具体的な問題は、高電力ノードと低電
力ノードとの間で発生する可能性がある高レベルの干渉に関する。例えば、次に図１２を
参照すると、異種ネットワークは、マクロセル１２０４などの高電力ノードと、フェムト
セルまたはピコセルなどの低電力ノード１２０２とを含むことができ、両方ともそれぞれ
のバックホール接続１２１２と１２１４とを介して、ＲＮＣ１２１８によって制御される
。このネットワークでは、高電力ノード１２０４と低電力ノード１２０２の両方が、図５
に示されたノードＢ５１０と同じであり得る。さらに、図１２に示されたＵＥ１２０６、
ＵＥ１２０８、ＵＥ１２１０、およびＵＥ１２１６は、図５に示されたＵＥ５５０と同じ
であり得る。
【００８３】
　ここで、高電力ノード１２０４は、その高電力ダウンリンクのおかげで、高電力ノード
１２０４がサービングセルになることができる多数のＵＥを引きつけることができる。い
くつかの場合において、このことは比較的多数のＵＥ１２０６、ＵＥ１２０８、およびＵ
Ｅ１２１０を生じ、それらの各々は自分のサービングセルとして高電力ノード１２０４を
有し、低電力ノード１２０２に極めて近接しているが、自分のアクティブセット内に低電
力ノード１２０２を有さない。この場合、これらのＵＥ１２０６、ＵＥ１２０８、および
ＵＥ１２１０は高電力ノード１２０４へのアップリンク送信上にデータを送り、それらは
低電力ノード１２０２のためのアップリンク上に非常に高レベルの干渉を引き起こす場合
があり、さらに、低電力ノード１２０２はそれらのＵＥ１２０６、ＵＥ１２０８、および
ＵＥ１２１０のアクティブセット内にないので、低電力ノード１２０２は、それらのＵＥ
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を電力制御するか、またはそれらのＵＥのスケジューリング許可を制限する方法を有する
ことができない。従って、低電力ノード１２０２は、近くのマクロセルから生じる大きく
制御不能な干渉の犠牲になる可能性があり、低電力ノード１２０２によってサービスされ
る任意のＵＥ１２１６からのアップリンク送信は悪化する可能性がある。
【００８４】
　同様に、小型の電力ノード１２０２は、近くの高電力ノード１２０４と比べて、比較的
小さい数のＵＥ１２１６をサービスするにすぎない場合がある。ここで、低電力ノード１
２０２によってサービスされる各ＵＥ１２１６は、非常に寛大なスケジューリング許可を
受信する場合があり、それにより非常に高い電力でアップリンクを送信する場合がある。
この場合、それらのＵＥ１２１６が近くの高電力ノード１２０４とのソフトハンドオーバ
にないとき、それらは、隣接する高電力ノード１２０４に高レベルの干渉を引き起こす場
合があり、犠牲になった高電力ノード１２０４によってサービスされる他のＵＥ１２０６
、ＵＥ１２０８、およびＵＥ１２１０のアップリンクスループットを劣化させる。
【００８５】
　図１３～図１６は、図１２に関して上述されたこれらの干渉問題に対処するように適合
された、本開示のいくつかの態様を示す。すなわち、図１３～図１６の各々は、図１２に
関して上述された干渉問題に対処するために、単独で、または図示されたプロセスのうち
の他のプロセスと連携して利用され得る、異なるプロセスを示す。
【００８６】
　一例では、高レベルのセル間干渉を示す状態を低電力ノード１２０２が検出すると、低
電力ノード１２０２は、近くのＵＥに自分の送信電力を下げるように要求する共通制御信
号を送信できる。ここで、高電力ノード１２０４と低電力ノード１２０２との間の顕著な
電力差を検出するそれらのＵＥだけが、共通制御信号を聴き、実際に自分の送信電力を下
げる。
【００８７】
　図１３は、共通制御チャネルを利用して異種ネットワーク内の干渉を軽減する、上述さ
れた例示的なプロセス１３００および１３５０を示すフローチャートである。ここで、プ
ロセス１３００は、アクセスネットワーク内、例えばＲＮＣ１２１８および低電力ノード
Ｂ１２０２で動作可能なプロセスステップを示し、プロセス１３５０は、干渉するＵＥ、
例えばＵＥ１２０６で動作可能なプロセスステップを示す。２つのプロセス１３００およ
び１３５０は、いくつかの例では並行して動作できる。
【００８８】
　例示的なプロセス１３００によれば、ブロック１３０２では、ＲＮＣ１２１８が、シス
テム情報ブロック（ＳＩＢ）を介して共通制御チャネルに関する情報をブロードキャスト
できる。すなわち、ＲＮＣ１２１８は、それぞれのバックホールインターフェース（例え
ば、Ｉｕｂインターフェース）を介して、近接のＵＥにノードＢによってブロードキャス
トされるべき情報を、ＲＮＣ１２１８に結合された様々なノードＢに送信できる。ここで
、ＳＩＢブロードキャスト内に含まれるべき、共通制御チャネルに関する情報は、ＲＮＣ
１２１８に結合された無線ネットワークサブシステム（ＲＮＳ）内の一組の近接セルのプ
ライマリスクランブリングコード（ＰＳＣ）を含むことができ、ここで一組の近接セルの
サイズは任意の適切なサイズに制限され得る。さらに、ＳＩＢブロードキャスト内に含ま
れるべき情報は、ＳＩＢを受信するＵＥがそのチャネルを復号することを可能にするため
の、共通制御チャネルのためのチャネライゼーションコードを含み得る。共通制御チャネ
ルは、他のセルのユーザに相対許可(relative grants)を送るために利用される、共通Ｅ
－ＲＧＣＨであり得る。ここで、共通Ｅ－ＲＧＣＨは、セル内のユーザに相対許可を送る
ために利用される拡張アップリンク（ＥＵＬ）チャネルである、従来の共通Ｅ－ＲＧＣＨ
とは異なるチャネルである。すなわち、ＵＥは、複数の共通Ｅ－ＲＧＣＨ送信上で２つ以
上の相対許可を受信でき、ＵＥは、一般に、それが受信する最も低い相対許可を取る。
【００８９】
　ブロック１３０４において、低電力ノード１２０２は、セル間干渉Ｉｏｃがしきい値よ
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りも大きいかどうかを検出できる。すなわち、低電力ノードは、アップリンク送信に利用
されるチャネル上の干渉レベル（Ｉｏ）を、連続的または定期的に測定できる。この干渉
は、Ｉｏ＝Ｉｏｒ＋Ｉｏｃ＋Ｎｏとして特徴づけられ、ここで、Ｉｏｒは自分のアクティ
ブセット内に低電力ノード１２０２を有するＵＥからの総受信エネルギーを指し、Ｉｏｃ
はセル間干渉、すなわち自分のアクティブセット内に低電力ノード１２０２を含まないＵ
Ｅからのアップリンク送信によって引き起こされた干渉を指し、Ｎｏは雑音レベルである
。従って、低電力ノード１２０２は、測定された干渉のＩｏｃ成分を取り出し、その成分
がある適切なしきい値よりも大きいかどうかを判定することが可能であり得る。
【００９０】
　ブロック１３０４で判定されたように、Ｉｏｃがしきい値よりも大きい場合、ブロック
１３０６では、低電力ノード１２０２が、共通Ｅ－ＲＧＣＨ上に適切な負荷制御コマンド
を送信でき、共通Ｅ－ＲＧＣＨ用にチャネライゼーションコードがブロック１３０２でブ
ロードキャストされる。このようにして、以下でさらに詳細に記載されるように、自分の
アクティブセット内に低電力ノード１２０２を含まないＵＥは、低電力ノード１２０２が
ＤＰＣＣＨ上に電力制御コマンドを送信することが可能ではあり得ないように、依然とし
て電力制御され得るとともに、共通Ｅ－ＲＧＣＨ上の負荷制御コマンドに応答して、自分
のアップリンク送信電力を低減できる。
【００９１】
　プロセス１３５０は、そのアクティブセット内に低電力ノード１２０２を含まないＵＥ
１２０６のための対応手順を示す。上述されたように、１つまたは複数のＵＥ１２０６が
自分のサービングセルとして高電力ノード１２０４を有し、高電力ノード１２０４が近接
の低電力ノード１２０２に法外な量の干渉を引き起こす可能性がある場合があり得る。プ
ロセス１３５０は、プロセス１３００と連動して機能して、ＵＥ１２０６が自分のアクテ
ィブセット内に低電力ノード１２０２を含まなくても、犠牲になった低電力ノード１２０
２が、干渉するＵＥ１２０６の電力を低減させる方法を提供する。
【００９２】
　ブロック１３５２では、ＵＥ１２０６が、ブロック１３０２に上述されたように１つま
たは複数のノードＢからブロードキャストされたシステム情報ブロック（ＳＩＢ）を受信
できる。ここで、ＳＩＢは、１つまたは複数の近接セルに対応するスクランブリングコー
ド（例えば、ＰＳＣ）、および／または負荷制御コマンドを搬送できる共通Ｅ－ＲＧＣＨ
に対応するチャネライゼーションコードのうちの１つまたは複数を含み得る。
【００９３】
　低電力ノード１２０２などの近接セルの複数のＰＳＣを有し、ブロック１３５４で、Ｕ
Ｅ１２０６が、そのサービングセル１２０４と例えば低電力ノード１２０２などの非サー
ビングセルとの間の経路損失の差を測定できる。すなわち、経路損失は、サービングセル
と非サービングセルの各々について決定され得る。経路損失は、当業者に知られている任
意の適切な方式で決定され得る。一例において、各ノードＢは、ノードＢがパイロット送
信に利用する電力レベルを示す情報要素をブロードキャストできる。ここで、ＵＥがその
ノードＢからパイロット送信を受信すると、ＵＥは受信電力の測定値を取り、経路損失を
決定するために受信電力と送信電力との間の差を判定できる。別の例において、ＵＥは、
受信されたパイロット電力の測定値をノードＢに報告でき、その結果、どの電力をパイロ
ット送信に利用したかを知るノードＢは、自分自身でＵＥでの送信電力と受信電力との間
の差を取って、経路損失を決定できる。いずれの場合でも、経路損失は、ノードＢでの送
信電力とＵＥでの受信電力との間の差に対応する。
【００９４】
　経路損失が、ＵＥのサービングセル、並びにＰＳＣがブロック１３５２で受信された近
接セルについて決定されると、ＵＥはその２つの間の差を計算できる。非サービングセル
からの経路損失とサービングセルからの経路損失との間の差が適切なしきい値の量よりも
小さい（すなわち、干渉するセルからの経路損失がサービングセルからの経路損失に非常
に近いか、またはそれよりも低い）場合、このことは、低電力ノードがＵＥの近くにあり
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、ＵＥからの法外な量のアップリンク干渉に苦しんでいることを示す。従って、ブロック
１３５６において、ＵＥ１２０６は、測定された経路損失の差が適切なしきい値よりも小
さいかどうかを判定できる。ここで、しきい値は、あらかじめ決定されＵＥ１２０６の中
にプログラムされ得るか、またはＲＮＣ１２１８などのネットワークノードで構成され、
例えばＲＲＣシグナリングを利用してＵＥ１２０６に送信され得る。経路損失の差がしき
い値よりも小さいとき、このことは、犠牲になったセル、例えば低電力ノード１２０２が
、電力制御できないＵＥからの干渉に苦しんでいることを示すことができる。すなわち、
第１のセルから受信された送信に対応する第１の経路損失と第２のセルから受信された送
信に対応する第２の経路損失との間の差がしきい値よりも小さいことの判定に応答して、
ＵＥ１２０６は共通制御チャネルの監視を開始できる。すなわち、ブロック１３５６で、
ＵＥ１２０６がそのサービングセル１２０４と非サービングセル１２０２との間の経路損
失の差がしきい値よりも小さいと判定した場合、ブロック１３５８で、ＵＥ１２０６は、
そのサービング許可を修正するかどうかを判定する目的で、ブロック１３５２で受信され
たＳＩＢ内に構成された共通Ｅ－ＲＧＣＨの監視を開始できる。ブロック１３６０では、
ＵＥ１２０６が、犠牲になったノードＢ１２０２によって送信された負荷制御コマンドを
受信すると、ＵＥ１２０６は、それに応じて、共通Ｅ－ＲＧＣＨ上の情報に従ってそのア
ップリンク送信電力を調整できる。例えば、ＵＥ１２０６は、その送信電力を下げ、それ
により、犠牲になった低電力ノード１２０２に引き起こされた干渉を低減できる。
【００９５】
　別の例では、低電力ノードによってサービスされたＵＥによって引き起こされたマクロ
セルに対する干渉を軽減するために、そのＵＥが、マクロセルの経路損失およびそのサー
ビングセルへの経路損失に関する情報を、ＲＮＣに信号伝達できる。ここで、ＲＮＣは、
経路損失の差が低過ぎるかどうかを判定し、この場合、ＵＥにその送信電力を低減するよ
うに信号伝達し、それにより、犠牲になったマクロセルに引き起こされた干渉を低減でき
る。
【００９６】
　図１４は、上述された例示的なプロセス１４００を示すフローチャートであり、そこで
ＲＮＣ１２１８は、ＵＥ１２１６によって提供された経路損失情報を利用して、近接マク
ロセル１２０４への干渉を低減する必要に応じてＵＥ１２１６を電力制御する。ブロック
１４０２では、ＵＥが、低電力ノード１２０２にキャンプし、低電力ノード１２０２との
セッションを開始できる。通信セッション中、ブロック１４０４では、ＵＥ１２１６が、
マクロセル１２０４であり得るその最強の近接セルへの経路損失と、そのサービングセル
１２０２への経路損失とを測定できる。ブロック１４０６では、ＵＥ１２１６が、最強の
近接セルおよびサービングセルについて測定された経路損失を、ＲＮＣ１２１８に報告で
きる。
【００９７】
　ブロック１４０６でＵＥ１２１６によって提供された受信情報を使用し、ブロック１４
０８において、ＲＮＣ１２１８は、報告された近接セル１２０４と低電力ノード１２０２
との間の経路損失の差を決定でき、ブロック１４１０では、ＲＮＣ１２１８が、この経路
損失の差が適切なしきい値よりも小さいかどうかを判定できる。経路損失の差がしきい値
よりも小さいと判定された場合、このことは、一般に、低電力ノードでの高レベルの干渉
を示し、この場合、プロセスはブロック１４１２に進むことができる。ブロック１４１２
では、ＲＮＣ１２１８が、ＵＥ１２１６のための最大送信電力を計算できる。ここで、最
大送信電力は、目標ライズオーバサーマル雑音（ＲｏＴ）、ＵＥの経路損失、および／ま
たはマクロセルの雑音指数のうちの１つまたは複数に基づくことができる。
【００９８】
　ＲｏＴは、任意の特定のＵＥのための送信電力にリンクされ得る、ＲＮＣ１２１８が決
定できるパラメータである。すなわち、ＲｏＴはノードＢでの総受信電力に対応する。Ｕ
Ｅの送信電力が増大する場合、ノードＢでのＲｏＴは増大し、相応に、ＵＥの送信電力が
減少する場合、ノードＢでのＲｏＴは減少する。従って、ＲＮＣは、目標ＲｏＴ値に従っ
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て、ＵＥのための低下した最大送信電力を計算できる。さらに、経路損失は、ブロック１
４０６でＵＥによって提供された数であり得るとともに、マクロセルのための雑音指数は
、マクロセル１２０４によりＲＮＣ１２１８に提供された指数であり得る。
【００９９】
　ブロック１４１４では、ＲＮＣ１２１８が、計算された最大送信電力をＵＥ１２１６に
送信でき、ブロック１４１６では、ＵＥ１２１６が、その送信電力を、ブロック１４１４
でＲＮＣ１２１８によって信号伝達された最大送信電力以内に変更できる。従って、
　別の例では、低電力ノードが近接マクロセルにキャンプした１つまたは複数のＵＥから
の大量の干渉に苦しんでいることをＲＮＣが検出すると、ＲＮＣが、低電力ノードにその
アップリンク受信信号を、例えば雑音パッディングを利用することによって人為的に減衰
させるように要求するか、または低電力ノードにそのスケジューリング目標ＲｏＴを増加
させるように要求できる。
【０１００】
　ここで、雑音パッディング、またはアップリンク受信信号の減衰を増加させることは、
受信アップリンク信号の電力を低減するようにノードＢでの受信回路内の回路値を修正す
ることによって達成され得る。ここで、受信機での減衰を増加させることによって、低電
力ノードは、低電力ノードによってサービスされたＵＥからのアップリンク送信に実質的
に影響を及ぼさずに、セル間干渉を低減できる。すなわち、低電力ノードによってサービ
スされたＵＥは、自分のアップリンク送信電力を増大させて、低電力ノードで増加した減
衰を補償できる。
【０１０１】
　同様に、ノードＢのスケジューリング目標ＲｏＴを増加させることによって、ノードＢ
によってサービスされたＵＥは、セル間干渉にかかわらず自分の信号をノードＢに通過さ
せることをさらに可能にするために、自分のそれぞれのアップリンク送信電力を各々増大
させることができる。すなわち、低電力ノードは、高レベルの干渉を引き起こしているセ
ル間のＵＥを従来の方法で電力制御する能力をもたないので、目標ＲｏＴが増加した場合
、それは自分の送信電力を結果として増大させる、低電力ノードによってサービスされた
ＵＥに効果的になり、こうしてセル間干渉の影響を低減する。
【０１０２】
　図１５は、上述された例示的なプロセス１５００を示すフローチャートであり、そこで
ＲＮＣ１２１８は、低電力ノード１２０２にそのアップリンク受信信号を減衰させるか、
またはそのスケジューリング目標ＲｏＴを増加させるように要求することによって、低電
力ノード１２０２での干渉を軽減できる。ここで、基地局は、自分のアクティブセット内
にその基地局を含まない１つまたは複数のＵＥからのアップリンク送信を含むセル間干渉
の影響を受けていることを判定できる。すなわち、ブロック１５０２では、ＲＮＣ１２１
８が、低電力ノードと高電力ノードとの間のセル間干渉状態を検出できる。例えば、ＲＮ
Ｃ１２１８は、低電力ノード１２０２が大量の干渉に苦しんでいることを示す、それぞれ
のノードＢによってＲＮＣ１２１８に提供された、アップリンク感度または雑音指数など
のノードＢの機器情報を受信できる。別の例では、ＲＮＣ１２１８が、低電力ノード１２
０２およびマクロセル１２０４との間のソフトハンドオーバにある１つまたは複数のＵＥ
から、低電力ノード１２０２およびマクロセル１２０４間の経路損失の差などの測定情報
を受信できる。さらに別の例では、ＲＮＣ１２１８が、低電力ノード１２０２によって判
定され、ＲＮＣ１２１８に信号伝達された、低電力ノード１２０２上のセル間干渉Ｉｏｃ
を使用できる。いずれの場合でも、ブロック１５０４では、ＲＮＣ１２１８が、低電力ノ
ード１２０２での法外な量の干渉をもたらす、アップリンク不均衡が起きているかどうか
を判定できる。高レベルのアップリンク不均衡が検出された場合、ブロック１５０６では
、ＲＮＣ１２１８が、例えば適切な雑音パッディングをその受信機に提供することによっ
てセル間干渉を抑圧するように、または低電力ノード１２０２にそのスケジューリング目
標ＲｏＴ（例えばその負荷）を増加させるように信号伝達するように低電力ノード１２０
２に命令する情報を、バックホールインターフェースを介して低電力ノード１２０２に送
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信できる。このようにして、低電力ノード１２０２は、低電力ノード１２０２により従来
の方法では電力制御され得ない、近接セルにキャンプしたＵＥによって引き起こされた干
渉の影響を低減できる。
【０１０３】
　別の例において、低電力ノードでのセル間干渉に対処するために、ＲＮＣは、低電力ノ
ードがセル間干渉除去を行うことを可能にできる。すなわち、セル間干渉除去（ＩＣＩＣ
）は、様々な無線リソース管理の方法を利用することによって、セル間干渉を低減する１
つの方法である。
【０１０４】
　ここで、干渉信号の特性を知ることにより、高度なＩＣＩＣ対応受信機は、セル間干渉
の問題のある影響を低減できる。すなわち、従来のノードＢはセル間干渉除去を利用でき
、そこでノードＢは、ノードＢによってサービスされた他のＵＥからの干渉を抑圧するこ
とが可能である。しかしながら、こうした干渉除去技法は、従来のシステムでは、ノード
ＢがＵＥアップリンク送信情報を欠いているので、ノードＢによってサービスされないＵ
Ｅからの干渉を抑圧することは通常可能でない。従って、本開示の一態様では、それらの
セル外ＵＥの関連情報が犠牲になったノードＢに提供され得るし、その結果、ノードＢは
それらのセル外ＵＥ上で干渉除去技法を利用できる。
【０１０５】
　図１６は、低電力ノードがセル間干渉を引き起こすＵＥを他の方法で電力制御できない
ときに、低電力ノードがセル間干渉除去を行うことを可能にするための、上述された例示
的なプロセス１６００を示すフローチャートである。ブロック１６０２では、ＲＮＣ１２
１８が、受信するノードＢがセル間干渉除去を行うことを可能にするための、１つまたは
複数のＵＥに関する情報を、低電力ノード１２０２などのノードＢに送信できる。例えば
、特定のＵＥの場合、ＲＮＣ１２１８は、ＵＥアップリンクスクランブリングコード、ア
ップリンクＤＰＣＣＨスロットフォーマット、フレームオフセット、パンクチャリミット
、Ｅ－ＴＦＣＳ情報、Ｅ－ＴＴＩ、Ｅ－ＤＰＣＣＨ電力オフセット、アップリンクＤＰＤ
ＣＨの最大数、および／またはＥ－ＤＰＤＣＨの最大セットのうちの１つまたは複数を、
ノードＢに提供できる。この情報を用いて、ＲＮＣ１２１８は、次いで、低電力ノードＢ
が、自分のアクティブセット内に低電力ノードＢを含まない１つまたは複数のＵＥからの
送信を含むセル間干渉の影響を受けていることを判定し、それに応じてバックホールイン
ターフェースを介して低電力ノードＢに信号を送信して、例えば、それらのＵＥからのア
ップリンク送信上でセル間干渉除去を行うことによって、セル間干渉を抑圧するように低
電力ノードＢに命令できる。
【０１０６】
　低電力ノードＢがセル間干渉の影響を受けていることを判定するために、ブロック１６
０４では、そのサービングセルとして低電力ノード１２０２を有するＵＥ１２１６などの
ＵＥが、そのサービングセルと高電力ノード１２０４などの非サービング近接セルとの間
の経路損失の差を測定でき、ブロック１６０６において、ＵＥは測定された経路損失の差
が適切なしきい値よりも小さいかどうかを判定できる。ここで、経路損失の差が小さい、
例えばしきい値を下回る場合、そのことはセル間干渉が高いことを示すことができる。測
定された経路損失がしきい値よりも小さいとブロック１６０６で判定された場合、ブロッ
ク１６０８では、ＵＥが不均衡状態をＲＮＣ１２１８に報告できる。当然、いくつかの例
では、ＵＥが、代わりにそのサービングセルおよび近接セルに経路損失情報を報告できる
だけで、ＲＮＣ１２１８が２つの間の経路損失の差がしきい値よりも小さいかどうかを判
定できる。いずれの場合でも、経路損失がしきい値よりも小さいことをＲＮＣ１２１８が
通知されるか、または判定すると、ブロック１６１０では、ＲＮＣ１２１８がノードＢ、
例えば低電力ノード１２０２に、ノードＢがブロック１６０２で受信した情報を利用して
セル間干渉除去を行う命令を送信できる。従って、ブロック１６１２では、ノードＢが命
令されたセル間干渉除去を行える。
【０１０７】
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　電気通信システムのいくつかの態様が、Ｗ－ＣＤＭＡシステムを参照して提示されてき
た。当業者なら容易に理解するように、本開示全体にわたって記載された様々な態様は、
他の電気通信システム、ネットワークアーキテクチャ、および通信規格に拡張され得る。
【０１０８】
　例として、様々な態様は、ＴＤ－ＳＣＤＭＡおよびＴＤ－ＣＤＭＡなどの他のＵＭＴＳ
システムに拡張され得る。様々な態様は、（ＦＤＤ、ＴＤＤ、または両モードでの）ロン
グタームエボリューション（ＬＴＥ）、（ＦＤＤ、ＴＤＤ、または両モードでの）ＬＴＥ
アドバンス（ＬＴＥ－Ａ）、ＣＤＭＡ２０００、エボリューションデータ最適化（ＥＶ－
ＤＯ）、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆ
ｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２０、ウルトラワイドバ
ンド（ＵＷＢ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、および／または他の適切なシステム
を採用するシステムにも拡張され得る。採用された実際の電気通信規格、ネットワークア
ーキテクチャ、および／または通信規格は、特定の適用例およびシステムに課せられる全
体的な設計制約に依存する。
【０１０９】
　開示された方法におけるステップの特定の順序または階層は、例示的なプロセスの一例
であることを理解されたい。設計上の選好に基づいて、方法におけるステップの特定の順
序または階層は、並べ替えられ得ることを理解されたい。添付の方法クレームは、様々な
ステップの要素を例示的な順序で提示し、本明細書で特に説明されない限り、提示された
特定の順序または階層に限定されるものではない。
【０１１０】
　以上の説明は、いかなる当業者も本明細書に記載された様々な態様を実施可能にするた
めに提供される。これらの態様に対する様々な変更は当業者には容易に明らかであり、本
明細書に定義された一般原理は他の態様に適用され得る。従って、特許請求の範囲は、本
明細書に示された態様に限定されるものではなく、特許請求の範囲の言い回しに矛盾しな
い全範囲を与えられるべきであり、単数形の要素への言及は、そのように明記されていな
い限り、「唯一無二」を意味するものではなく、むしろ「１つまたは複数」を意味するも
のである。別段に明記されない限り、「いくつか」という語は１つまたは複数を表す。項
目のリスト「のうちの少なくとも１つ」を指す語句は、個々のメンバーを含む、それらの
項目の任意の組合せを指す。一例として、「ａ、ｂまたはｃのうちの少なくとも１つ」は
、ａと、ｂと、ｃと、ａおよびｂと、ａおよびｃと、ｂおよびｃと、ａ、ｂおよびｃとを
包含するものである。当業者に知られている、または後で知られるようになる、本開示全
体を通して記載された様々な態様の要素の構造的および機能的な均等物のすべては、参照
により本明細書に明確に組み込まれ、特許請求の範囲によって包含されるものである。さ
らに、本明細書に開示されたいかなることも、こうした開示が特許請求の範囲に明示的に
列挙されているかどうかにかかわらず、公に供されるものではない。いかなるクレーム要
素も、その要素が「手段」という語句を使用して明白に記載されていない限り、または方
法クレームの場合には、その要素が「ステップ」という語句を使用して記載されていない
限り、米国特許法第１１２条第６項の規定に基づいて解釈されるものではない。
　以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　ユーザ機器で動作可能なワイヤレス通信の方法であって、
　第１のセルから受信された送信に対応する第１の経路損失と第２のセルから受信された
送信に対応する第２の経路損失との間の差がしきい値よりも小さいことの判定に応答して
共通制御チャネルを監視することと、
　前記共通制御チャネル上の情報に従ってアップリンク送信電力を調整することとを備え
る、方法。
［Ｃ２］
　前記第１のセルから受信された前記送信に対応する前記第１の経路損失を決定すること
と、
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　前記第２のセルから受信された前記送信に対応する前記第２の経路損失を決定すること
と、
　前記第１の経路損失と前記第２の経路損失との間の前記差が前記しきい値よりも小さい
ことを判定することと
をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記第１のセルからの前記送信が第１のパイロット信号を備え、前記第２のセルからの
前記送信が第２のパイロット信号を備える、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記第１のセルが前記ユーザ機器のためのサービングセルであり、前記方法が、
　前記第２のセルに対応するスクランブリングコードを備えるシステム情報ブロックを受
信することをさらに備え、前記第２のセルからの前記送信に対応する前記第２の経路損失
を前記決定することが、前記第２のセルに対応する前記スクランブリングコードを利用し
て前記第２のパイロット信号を復号することを備える、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記共通制御チャネルに対応するチャネライゼーションコードを備えるシステム情報ブ
ロックを受信することをさらに備え、前記共通制御チャネルを前記監視することが、前記
チャネライゼーションコードを利用して前記共通制御チャネルを復号することを備える、
Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記共通制御チャネルが、アップリンク送信用に利用される利得を変える命令を備える
共通Ｅ－ＲＧＣＨを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ７］
　ユーザ機器で動作可能なワイヤレス通信の方法であって、
　第１のセルから受信された送信に対応する第１の経路損失および第２のセルから受信さ
れた送信に対応する第２の経路損失に関する情報を送信することと、
　前記送信された情報に応答してアップリンク送信電力に関する命令を受信することと、
　前記アップリンク送信電力に関する前記命令に従ってアップリンク送信を送信すること
と
を備える、方法。
［Ｃ８］
　前記第１のセルから受信された前記送信に対応する前記第１の経路損失を決定すること
と、
　前記第２のセルから受信された前記送信に対応する前記第２の経路損失を決定すること
と、
　前記第１の経路損失と前記第２の経路損失との間の前記差を判定することとをさらに備
え、
　前記第１の経路損失および前記第２の経路損失に関する前記情報が、前記第１の経路損
失と前記第２の経路損失との間の前記差を備える、Ｃ７に記載の方法。
［Ｃ９］
　前記アップリンク送信電力に関する前記命令が、前記ユーザ機器のための最大アップリ
ンク送信電力を備え、
　前記アップリンク送信電力に関する前記命令に従って前記アップリンク送信を前記送信
することが、前記受信された最大アップリンク送信電力内に入るように前記アップリンク
送信電力を低減することを備える、Ｃ７に記載の方法。
［Ｃ１０］
　ユーザ機器で動作可能なワイヤレス通信の方法であって、
　アップリンク制御チャネルに対応する復号誤り率を検出することと、
　前記アップリンク制御チャネルの復号の失敗に応答してアップリンク電力を増大させる
ことと、
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　前記アップリンク制御チャネルの復号の成功に応答して前記アップリンク電力を減少さ
せることと
を備える、方法。
［Ｃ１１］
　前記復号誤り率が、アップリンクＨＳ－ＤＰＣＣＨに対応するＡＣＫ対ＮＡＣＫ／ＤＴ
Ｘ誤り率に対応する、Ｃ１０に記載の方法。
［Ｃ１２］
　目標ＡＣＫ対ＮＡＣＫ／ＤＴＸ誤り率を設定することをさらに備え、
　前記アップリンク電力を前記増大させることが、量Ｃ２Ｐ＿ｕｐだけ前記アップリンク
電力を増大させることを備え、前記アップリンク電力を前記減少させることが、量Ｃ２Ｐ
＿ｄｏｗｎだけ前記アップリンク電力を減少させることを備え、
　Ｃ２Ｐ＿ｕｐ／Ｃ２Ｐ＿ｄｏｗｎ＝（１－ＴＥＲ）／ＴＥＲであり、ここでＴＥＲは前
記目標ＡＣＫ対ＮＡＣＫ／ＤＴＸ誤り率である、Ｃ１１に記載の方法。
［Ｃ１３］
　前記目標ＡＣＫ対ＮＡＣＫ／ＤＴＸ誤り率を前記設定することが、前記ユーザ機器で前
記ＡＣＫ対ＮＡＣＫ／ＤＴＸ誤り率を決定すること、または前記ＡＣＫ対ＮＡＣＫ／ＤＴ
Ｘ誤り率を備えるダウンリンク送信を受信することのうちの少なくとも１つを備える、Ｃ
１２に記載の方法。
［Ｃ１４］
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと
を備え、
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　第１のセルから受信された送信に対応する第１の経路損失と第２のセルから受信された
送信に対応する第２の経路損失との間の差がしきい値よりも小さいことの判定に応答して
共通制御チャネルを監視し、
　前記共通制御チャネル上の情報に従ってアップリンク送信電力を調整するように構成さ
れた、ワイヤレスユーザ機器。
［Ｃ１５］
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　前記第１のセルから受信された前記送信に対応する前記第１の経路損失を決定し、
　前記第２のセルから受信された前記送信に対応する前記第２の経路損失を決定し、
　前記第１の経路損失と前記第２の経路損失との間の前記差が前記しきい値よりも小さい
ことを判定するように構成された、Ｃ１４に記載のワイヤレスユーザ機器。
［Ｃ１６］
　前記第１のセルからの前記送信が第１のパイロット信号を備え、前記第２のセルからの
前記送信が第２のパイロット信号を備える、Ｃ１５に記載のワイヤレスユーザ機器。
［Ｃ１７］
　前記第１のセルが前記ワイヤレスユーザ機器のためのサービングセルであり、前記少な
くとも１つのプロセッサが、
　前記第２のセルに対応するスクランブリングコードを備えるシステム情報ブロックを受
信するようにさらに構成され、前記第２のセルからの前記送信に対応する前記第２の経路
損失を前記決定することが、前記第２のセルに対応する前記スクランブリングコードを利
用して前記第２のパイロット信号を復号することを備える、Ｃ１５に記載のワイヤレスユ
ーザ機器。
［Ｃ１８］
　前記少なくとも１つのプロセッサが、前記共通制御チャネルに対応するチャネライゼー
ションコードを備えるシステム情報ブロックを受信するようにさらに構成され、
　前記共通制御チャネルを前記監視することが、前記チャネライゼーションコードを利用
して前記共通制御チャネルを復号することを備える、Ｃ１４に記載のワイヤレスユーザ機
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器。
［Ｃ１９］
　前記共通制御チャネルが、アップリンク送信用に利用される利得を変える命令を備える
共通Ｅ－ＲＧＣＨを備える、Ｃ１４に記載のワイヤレスユーザ機器。
［Ｃ２０］
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと
を備え、
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　第１のセルから受信された送信に対応する第１の経路損失および第２のセルから受信さ
れた送信に対応する第２の経路損失に関する情報を送信し、
　前記送信された情報に応答してアップリンク送信電力に関する命令を受信し、
　前記アップリンク送信電力に関する前記命令に従ってアップリンク送信を送信するよう
に構成された、ワイヤレスユーザ機器。
［Ｃ２１］
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　前記第１のセルから受信された前記送信に対応する前記第１の経路損失を決定し、
　前記第２のセルから受信された前記送信に対応する前記第２の経路損失を決定し、
　前記第１の経路損失と前記第２の経路損失との間の前記差を判定する
ようにさらに構成され、
　前記第１の経路損失および前記第２の経路損失に関する前記情報が、前記第１の経路損
失と前記第２の経路損失との間の前記差を備える、Ｃ２０に記載のワイヤレスユーザ機器
。
［Ｃ２２］
　前記アップリンク送信電力に関する前記命令が、前記ユーザ機器のための最大アップリ
ンク送信電力を備え、
　前記アップリンク送信電力に関する前記命令に従って前記アップリンク送信を前記送信
することが、前記受信された最大アップリンク送信電力内に入るように前記アップリンク
送信電力を低減することを備える、Ｃ２０に記載のワイヤレスユーザ機器。
［Ｃ２３］
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと
を備え、
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　アップリンク制御チャネルに対応する復号誤り率を検出し、
　前記アップリンク制御チャネルの復号の失敗に応答してアップリンク電力を増大させ、
　前記アップリンク制御チャネルの復号の成功に応答して前記アップリンク電力を減少さ
せるように構成された、ワイヤレスユーザ機器。
［Ｃ２４］
　前記復号誤り率が、アップリンクＨＳ－ＤＰＣＣＨに対応するＡＣＫ対ＮＡＣＫ／ＤＴ
Ｘ誤り率に対応する、Ｃ２３に記載のワイヤレスユーザ機器。
［Ｃ２５］
　前記少なくとも１つのプロセッサが、目標ＡＣＫ対ＮＡＣＫ／ＤＴＸ誤り率を設定する
ようにさらに構成され、
　前記アップリンク電力を前記増大させることが、量Ｃ２Ｐ＿ｕｐだけ前記アップリンク
電力を増大させることを備え、前記アップリンク電力を前記減少させることが、量Ｃ２Ｐ
＿ｄｏｗｎだけ前記アップリンク電力を減少させることを備え、
　Ｃ２Ｐ＿ｕｐ／Ｃ２Ｐ＿ｄｏｗｎ＝（１－ＴＥＲ）／ＴＥＲであり、ここでＴＥＲは前
記目標ＡＣＫ対ＮＡＣＫ／ＤＴＸ誤り率である、Ｃ２４に記載のワイヤレスユーザ機器。
［Ｃ２６］
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　前記目標ＡＣＫ対ＮＡＣＫ／ＤＴＸ誤り率を前記設定することが、前記ユーザ機器で前
記ＡＣＫ対ＮＡＣＫ／ＤＴＸ誤り率を決定すること、または前記ＡＣＫ対ＮＡＣＫ／ＤＴ
Ｘ誤り率を備えるダウンリンク送信を受信することのうちの少なくとも１つを備える、Ｃ
２５に記載のワイヤレスユーザ機器。
［Ｃ２７］
　第１のセルから受信された送信に対応する第１の経路損失と第２のセルから受信された
送信に対応する第２の経路損失との間の差がしきい値よりも小さいことの判定に応答して
共通制御チャネルを監視するための手段と、
　前記共通制御チャネル上の情報に従ってアップリンク送信電力を調整するための手段と
を備える、ワイヤレスユーザ機器。
［Ｃ２８］
　第１のセルから受信された送信に対応する第１の経路損失および第２のセルから受信さ
れた送信に対応する第２の経路損失に関する情報を送信するための手段と、
　前記送信された情報に応答してアップリンク送信電力に関する命令を受信するための手
段と、
　前記アップリンク送信電力に関する前記命令に従ってアップリンク送信を送信するため
の手段と
を備える、ワイヤレスユーザ機器。
［Ｃ２９］
　アップリンク制御チャネルに対応する復号誤り率を検出するための手段と、
　前記アップリンク制御チャネルの復号の失敗に応答してアップリンク電力を増大させる
ための手段と、
　前記アップリンク制御チャネルの復号の成功に応答して前記アップリンク電力を減少さ
せるための手段と
を備える、ワイヤレスユーザ機器。
［Ｃ３０］
　ワイヤレスユーザ機器で動作可能なコンピュータプログラム製品であって、
　　コンピュータに、第１のセルから受信された送信に対応する第１の経路損失と第２の
セルから受信された送信に対応する第２の経路損失との間の差がしきい値よりも小さいこ
との判定に応答して共通制御チャネルを監視させるための命令と、
　　コンピュータに、前記共通制御チャネル上の情報に従ってアップリンク送信電力を調
整させるための命令と
　を備えるコンピュータ可読媒体を備える、コンピュータプログラム製品。
［Ｃ３１］
　ワイヤレスユーザ機器で動作可能なコンピュータプログラム製品であって、
　　コンピュータに、第１のセルから受信された送信に対応する第１の経路損失および第
２のセルから受信された送信に対応する第２の経路損失に関する情報を送信させるための
命令と、
　　コンピュータに、前記送信された情報に応答してアップリンク送信電力に関する命令
を受信させるための命令と、
　　コンピュータに、前記アップリンク送信電力に関する前記命令に従ってアップリンク
送信を送信させるための命令と
　を備えるコンピュータ可読媒体を備える、コンピュータプログラム製品。
［Ｃ３２］
　ワイヤレスユーザ機器で動作可能なコンピュータプログラム製品であって、
　　コンピュータに、アップリンク制御チャネルに対応する復号誤り率を検出させるため
の命令と、
　　コンピュータに、前記アップリンク制御チャネルの復号の失敗に応答してアップリン
ク電力を増大させるための命令と、
　　コンピュータに、前記アップリンク制御チャネルの復号の成功に応答して前記アップ
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リンク電力を減少させるための命令と
　を備える、コンピュータ可読媒体
を備える、コンピュータプログラム製品。
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