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(57)【要約】
アクセス端末速度に応じて異なる電力制御アルゴリズム
を利用することを容易にするシステムおよび方法が記述
される。例えば、瞬時的チャネル品質インジケータ（Ｃ
ＱＩ）レポートが、低速度で移動しているアクセス端末
について反転される一方、高速度で移動しているアクセ
ス端末について、長期的ジオミトリの反転（例えば、平
均ＣＱＩレポート反転）が利用されうる。アクセス端末
の速度は、ＣＱＩ値の時間相関に基づいて推定されうる
。さらに、瞬時的ＣＱＩの反転または長期的ジオミトリ
の反転を実施することの選択は、アクセス端末の推定速
度に基づきうる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信環境において電力を制御することを容易にする方法であって、
　アクセス端末からのチャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）レポートを受信することと、
　前記アクセス端末の速度を推定することと、
　少なくとも前記ＣＱＩレポートと、前記アクセス端末の推定された速度とに基づいて、
送信のための電力レベルを選択することと
を備える方法。
【請求項２】
　前記ＣＱＩレポートの、前記アクセス端末から以前に受信した別のＣＱＩレポートとの
時間相関に基づいて、前記アクセス端末の速度を推定することをさらに備える請求項１の
記載の方法。
【請求項３】
　前記ＣＱＩレポートは、複数のＣＱＩレポートのシーケンスの一部であり、
　前記シーケンスにおける複数のＣＱＩレポートのおのおのは、前記アクセス端末から定
期的に取得される請求項１の記載の方法。
【請求項４】
　前記ＣＱＩレポートは、複数のＣＱＩレポートのシーケンスの一部であり、
　前記シーケンスにおける複数のＣＱＩレポートのおのおのは、前記アクセス端末から非
定期的に取得される請求項１の記載の方法。
【請求項５】
　前記ＣＱＩレポートは、前記アクセス端末によって計算されたフレームの平均キャリア
／平均干渉（ａｖｇＣ／ａｖｇＩ）に対応する量子化値を含む請求項１の記載の方法。
【請求項６】
　規格化された相関を計算するために、無限インパルス応答（ＩＩＲ）フィルタを利用し
て、前記ＣＱＩレポートを評価することをさらに備える請求項１の記載の方法。
【請求項７】
　前記規格化された相関がしきい値を上回る場合、前記アクセス端末が低速度で移動して
いるか、静止していると判定することと、
　前記規格化された相関が前記しきい値を下回る場合、前記アクセス端末が高速度で移動
していると判定することと
をさらに備える請求項６の記載の方法。
【請求項８】
　前記アクセス端末が高速度で移動していると推定された場合、長期的ジオミトリに基づ
く第１の電力制御アルゴリズムを利用することによって、送信のための電力レベルを選択
することと、
　前記アクセス端末が低速度で移動しているか、静止していると推定された場合、直近の
未消去のＣＱＩレポートに基づく第２の電力制御アルゴリズムを利用することによって、
前記送信のための電力レベルを選択することと
をさらに備える請求項１の記載の方法。
【請求項９】
　前記アクセス端末が高速度で移動していると推定された場合、ＣＱＩレポートの時間に
わたる平均に基づくチャネル反転（inversion）によって、前記送信のための電力レベル
を決定することと、
　前記アクセス端末が低速度で移動しているか、静止していると推定された場合、瞬時的
ＣＱＩレポートに基づくチャネル反転によって、前記送信のための電力レベルを決定する
ことと
をさらに備える請求項１の記載の方法。
【請求項１０】
　無線通信装置であって、
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　アクセス端末からチャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）レポートを取得することと、
　前記アクセス端末の速度を推定することと、
　少なくとも前記ＣＱＩレポートと、前記アクセス端末の推定された速度とに基づいて、
送信のための電力レベルを選択することと
に関連する命令群を保持するメモリと、
　前記メモリに接続され、前記メモリに保持された命令群を実行するように構成されたプ
ロセッサと
を備える無線通信装置。
【請求項１１】
　前記メモリはさらに、前記ＣＱＩレポートの、前記アクセス端末から以前に受信した別
のＣＱＩレポートとの時間相関に基づいて、前記アクセス端末の速度を推定することに関
連する命令群を保持する請求項１０に記載の無線通信装置。
【請求項１２】
　前記ＣＱＩレポートは、複数のＣＱＩレポートのシーケンスの一部であり、
　前記シーケンスにおける複数のＣＱＩレポートのおのおのは、前記アクセス端末から定
期的に取得される請求項１０に記載の無線通信装置。
【請求項１３】
　前記ＣＱＩレポートは、複数のＣＱＩレポートのシーケンスの一部であり、
　前記シーケンスにおける複数のＣＱＩレポートのおのおのは、前記アクセス端末から非
定期的に取得される請求項１０に記載の無線通信装置。
【請求項１４】
　前記ＣＱＩレポートは、前記アクセス端末によって計算されたフレームの平均キャリア
／平均干渉（ａｖｇＣ／ａｖｇＩ）に対応する量子化値を含む請求項１０に記載の無線通
信装置。
【請求項１５】
　前記メモリはさらに、規格化された相関を計算するために、無限インパルス応答（ＩＩ
Ｒ）フィルタを利用して、前記ＣＱＩレポートを評価することに関連する命令群を保持す
る請求項１０に記載の無線通信装置。
【請求項１６】
　前記メモリはさらに、
　前記規格化された相関がしきい値を上回る場合、前記アクセス端末が低速度で移動して
いるか、静止していると判定することと、
　前記規格化された相関が前記しきい値を下回る場合、前記アクセス端末が高速度で移動
していると判定することと
に関連する命令群を保持する請求項１５に記載の無線通信装置。
【請求項１７】
　前記メモリはさらに、
　前記アクセス端末が高速度で移動していると推定された場合、長期的ジオミトリに基づ
く第１の電力制御アルゴリズムを利用することによって、送信のための電力レベルを選択
することと、
　前記アクセス端末が低速度で移動しているか、静止していると推定された場合、直近の
未消去のＣＱＩレポートに基づく第２の電力制御アルゴリズムを利用することによって、
前記送信のための電力レベルを選択することと
に関連する命令群を保持する請求項１０に記載の無線通信装置。
【請求項１８】
　前記メモリはさらに、
　前記アクセス端末が高速度で移動していると推定された場合、ＣＱＩレポートの時間に
わたる平均に基づくチャネル反転（inversion）によって、前記送信のための電力レベル
を決定することと、
　前記アクセス端末が低速度で移動しているか、静止していると推定された場合、瞬時的
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ＣＱＩレポートに基づくチャネル反転によって、前記送信のための電力レベルを決定する
ことと
に関連する命令群を保持する請求項１０に記載の無線通信装置。
【請求項１９】
　無線通信環境において、アクセス端末速度を考慮することに基づいて、電力を制御する
ことを可能にする無線通信装置であって、
　アクセス端末からチャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）レポートを取得する手段と、
　前記アクセス端末の速度を推定する手段と、
　少なくとも前記ＣＱＩレポートと、前記推定された速度とに基づいて、前記アクセス端
末への送信のための電力レベルを特定することと
を備える無線通信装置。
【請求項２０】
　前記ＣＱＩレポートの、前記アクセス端末から以前に受信した少なくとも１つのＣＱＩ
レポートとの時間相関に基づいて、前記アクセス端末の速度を推定する手段をさらに備え
る請求項１９に記載の無線通信装置。
【請求項２１】
　前記ＣＱＩレポートは、複数のＣＱＩレポートのシーケンスに含まれ、
　前記シーケンスにおける複数のＣＱＩレポートのおのおのは、前記アクセス端末から定
期的に取得される請求項１９に記載の無線通信装置。
【請求項２２】
　前記ＣＱＩレポートは、複数のＣＱＩレポートのシーケンスに含まれ、
　前記シーケンスにおける複数のＣＱＩレポートのおのおのは、前記アクセス端末から非
定期的に取得される請求項１９に記載の無線通信装置。
【請求項２３】
　前記ＣＱＩレポートは、前記アクセス端末によって計算されたフレームの平均キャリア
／平均干渉（ａｖｇＣ／ａｖｇＩ）に対応する量子化値を含む請求項１９に記載の無線通
信装置。
【請求項２４】
　規格化された相関を計算する手段と、
　前記規格化された相関がしきい値を上回る場合、前記アクセス端末が低速度で移動して
いるか、静止していると判定し、前記規格化された相関が前記しきい値を下回る場合、前
記アクセス端末が高速度で移動していると判定する手段と
をさらに備える請求項１９に記載の無線通信装置。
【請求項２５】
　前記アクセス端末が高速度で移動していると推定された場合、長期的ジオミトリに基づ
く第１の電力制御アルゴリズムが、送信のために利用されるべきであると特定され、前記
アクセス端末が低速度で移動しているか、静止していると推定された場合、直近の未消去
のＣＱＩレポートに基づく第２の電力制御アルゴリズムが、ダウンリンク送信のために利
用されるべきであると特定される請求項１９に記載の無線通信装置。
【請求項２６】
　前記アクセス端末が高速度で移動していると推定された場合、前記送信のための電力レ
ベルは、ＣＱＩレポートの時間にわたる平均に基づくチャネル反転（inversion）を含む
電力制御アルゴリズムに基づいて決定され、前記アクセス端末が低速度で移動しているか
、静止していると推定された場合、前記送信のための電力レベルは、瞬時的ＣＱＩレポー
トに基づくチャネル反転を含む電力制御アルゴリズムに基づいて決定される
請求項１９に記載の無線通信装置。
【請求項２７】
　コンピュータ読取可能媒体を備えるコンピュータ・プログラム製品であって、
　前記コンピュータ読取可能媒体は、
　アクセス端末からのチャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）レポートを受信するためのコ
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ードと、
　前記アクセス端末の速度を推定するためのコードと、
　少なくとも前記ＣＱＩレポートと、前記アクセス端末の推定された速度とに基づいて、
送信のための電力レベルを選択するためのコードと
を備えるコンピュータ・プログラム製品。
【請求項２８】
　前記コンピュータ読取可能媒体はさらに、
　前記ＣＱＩレポートの、前記アクセス端末から以前に受信した別のＣＱＩレポートとの
時間相関に基づいて、前記アクセス端末の速度を推定するためのコードを備える請求項２
７に記載のコンピュータ・プログラム製品。
【請求項２９】
　前記ＣＱＩレポートは、複数のＣＱＩレポートのシーケンスの一部であり、
　前記シーケンスにおける複数のＣＱＩレポートのおのおのは、前記アクセス端末から定
期的に取得される請求項２７に記載のコンピュータ・プログラム製品。
【請求項３０】
　前記ＣＱＩレポートは、複数のＣＱＩレポートのシーケンスの一部であり、
　前記シーケンスにおける複数のＣＱＩレポートのおのおのは、前記アクセス端末から非
定期的に取得される請求項２７に記載のコンピュータ・プログラム製品。
【請求項３１】
　前記ＣＱＩレポートは、前記アクセス端末によって計算されたフレームの平均キャリア
／平均干渉（ａｖｇＣ／ａｖｇＩ）に対応する量子化値を含む請求項２７に記載のコンピ
ュータ・プログラム製品。
【請求項３２】
　前記コンピュータ読取可能媒体はさらに、
　規格化された相関を計算するために、無限インパルス応答（ＩＩＲ）フィルタを利用し
て、前記ＣＱＩレポートを評価し、前記規格化された相関を、しきい値と比較するための
コードを備える請求項２７に記載のコンピュータ・プログラム製品。
【請求項３３】
　前記コンピュータ読取可能媒体はさらに、
　前記アクセス端末が高速度で移動していると推定された場合、長期的ジオミトリに基づ
く第１の電力制御アルゴリズムに応じて、送信のための電力レベルを選択し、前記アクセ
ス端末が低速度で移動しているか、静止していると推定された場合、直近の未消去のＣＱ
Ｉレポートに基づく第２の電力制御アルゴリズムに応じて、前記送信のための電力レベル
を選択するためのコードを備える請求項２７に記載のコンピュータ・プログラム製品。
【請求項３４】
　無線通信システムにおける装置であって、
　アクセス端末からＣＱＩレポートを取得し、
　前記ＣＱＩレポートと、前記アクセス端末から以前に受信した少なくとも１つのＣＱＩ
レポートとの時間相関に基づいて、前記アクセス端末の速度を推定し、
　少なくとも前記ＣＱＩレポートと、前記推定された速度とに基づいて、前記アクセス端
末への送信のための電力レベルを選択する
ように構成されたプロセッサを備える装置。
【請求項３５】
　無線通信環境において、推定された速度に応じてＣＱＩ値をレポートすることを容易に
する方法であって、
　アクセス端末において、基地局から取得されたパイロットの評価に基づいて、瞬時的Ｃ
ＱＩレポートを判定することと、
　平均ＣＱＩレポートを生成するために、前記瞬時的ＣＱＩを、少なくとも１つの以前に
判定された瞬時的ＣＱＩを用いて平均化することと、
　前記瞬時的ＣＱＩレポートの、前記少なくとも１つの以前に判定された瞬時的ＣＱＩレ
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ポートとの時間相関に基づいて、前記アクセス端末において、前記アクセス端末の速度を
推定することと、
　電力制御に関連した利用のために、前記推定された速度に基づいて、前記瞬時的ＣＱＩ
レポートまたは前記平均ＣＱＩレポートのうちの１つを前記基地局へ送信することと
を備える方法。
【請求項３６】
　前記瞬時的ＣＱＩレポートは、フレームについての平均キャリア／平均干渉（ａｖｇＣ
／ａｖｇＩ）の計算値を含む請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　規格化された相関を計算するために、フィルタを用いて、前記瞬時的ＣＱＩレポートを
評価することをさらに備える請求項３５に記載の方法。
【請求項３８】
　前記規格化された相関がしきい値を上回る場合、前記アクセス端末が低速度で移動して
いるか、静止していると判定することと、
　前記規格化された相関が前記しきい値を下回る場合、前記アクセス端末が高速度で移動
していると判定することと
をさらに備える請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　前記アクセス端末が低速度で移動しているか、静止していると推定された場合、前記瞬
時的ＣＱＩレポートを送信することと、
　前記アクセス端末が高速度で移動していると推定された場合、前記平均ＣＱＩレポート
を送信することと
をさらに備える請求項３５に記載の方法。
【請求項４０】
　無線通信装置であって、
　　アクセス端末において、基地局から取得されたパイロットの評価に基づいて、瞬時的
ＣＱＩレポートを判定することと、
　　平均ＣＱＩレポートを生成するために、前記瞬時的ＣＱＩを、少なくとも１つの以前
に判定された瞬時的ＣＱＩを用いて平均化することと、
　　前記瞬時的ＣＱＩレポートの、前記少なくとも１つの以前に判定された瞬時的ＣＱＩ
レポートとの時間相関に基づいて、前記アクセス端末において、前記アクセス端末の速度
を推定することと、
　　電力制御に関連した利用のために、前記推定された速度に基づいて、前記瞬時的ＣＱ
Ｉレポートまたは前記平均ＣＱＩレポートのうちの１つを前記基地局へ送信することと
に関連する命令群を保持するメモリと、
　前記メモリに接続され、前記メモリに保持された命令群を実行するように構成されたプ
ロセッサと
を備える無線通信装置。
【請求項４１】
　前記瞬時的ＣＱＩレポートは、フレームについての平均キャリア／平均干渉（ａｖｇＣ
／ａｖｇＩ）の計算値を含む請求項４０に記載の無線通信装置。
【請求項４２】
　前記メモリはさらに、規格化された相関を計算するために、フィルタを用いて、前記瞬
時的ＣＱＩレポートを評価することに関連する命令群を保持する請求項４０に記載の無線
通信装置。
【請求項４３】
　前記メモリはさらに、
　前記規格化された相関がしきい値を上回る場合、前記アクセス端末が低速度で移動して
いるか、静止していると判定することと、
　前記規格化された相関が前記しきい値を下回る場合、前記アクセス端末が高速度で移動
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していると判定することと
に関連する命令群を保持する請求項４２に記載の無線通信装置。
【請求項４４】
　前記メモリはさらに、
　前記アクセス端末が低速度で移動しているか、静止していると推定された場合、前記瞬
時的ＣＱＩレポートを送信することと、
　前記アクセス端末が高速度で移動していると推定された場合、前記平均ＣＱＩレポート
を送信することと
に関連する命令群を保持する請求項４０に記載の無線通信装置。
【請求項４５】
　無線通信環境において、電力制御に関連した利用のために、アクセス端末速度に応じて
、基地局へＣＱＩレポートを送信することを選択することを可能にする無線通信装置であ
って、
　瞬時的ＣＱＩレポートを生成する手段と、
　平均ＣＱＩレポートを生成するために、前記瞬時的ＣＱＩを、少なくとも１つの以前に
生成された瞬時的ＣＱＩを用いて平均化する手段と、
　前記瞬時的ＣＱＩレポートの、前記少なくとも１つの以前に生成された瞬時的ＣＱＩレ
ポートとの時間相関に基づいて、速度を推定する手段と、
　前記推定された速度に基づいて、前記瞬時的ＣＱＩレポートまたは前記平均ＣＱＩレポ
ートのうちの１つを基地局へ送信する手段と
を備える無線通信装置。
【請求項４６】
　前記瞬時的ＣＱＩレポートは、フレームについての平均キャリア／平均干渉（ａｖｇＣ
／ａｖｇＩ）の計算値を含む請求項４５に記載の無線通信装置。
【請求項４７】
　前記速度を推定するために、前記瞬時的ＣＱＩレポートに少なくとも部分的に基づいて
計算された規格化された相関を、しきい値と比較する手段をさらに備える請求項４６に記
載の無線通信装置。
【請求項４８】
　前記規格化された相関がしきい値を上回る場合、前記速度が低いと推定され、前記規格
化された相関が前記しきい値を下回る場合、前記速度が高いと推定される請求項４７に記
載の無線通信装置。
【請求項４９】
　前記アクセス端末が低速度で移動しているか、静止していると推定された場合、前記瞬
時的ＣＱＩレポートが送信され、前記アクセス端末が高速度で移動していると推定された
場合、前記平均ＣＱＩレポートが送信される請求項４５に記載の無線通信装置。
【請求項５０】
　コンピュータ読取可能媒体を備えるコンピュータ・プログラム製品であって、
　前記コンピュータ読取可能媒体は、
　瞬時的ＣＱＩレポートを生成するためのコードと、
　平均ＣＱＩレポートを生成するために、前記瞬時的ＣＱＩを、少なくとも１つの以前に
生成された瞬時的ＣＱＩを用いて平均化するためのコードと、
　前記瞬時的ＣＱＩレポートの、前記少なくとも１つの以前に生成された瞬時的ＣＱＩレ
ポートとの時間相関に基づいて、速度を推定するためのコードと、
　前記推定された速度に基づいて、前記瞬時的ＣＱＩレポートまたは前記平均ＣＱＩレポ
ートのうちの１つを基地局へ送信するためのコードと
を備えるコンピュータ・プログラム製品
【請求項５１】
　前記瞬時的ＣＱＩレポートは、フレームについての平均キャリア／平均干渉（ａｖｇＣ
／ａｖｇＩ）の計算値を含む請求項５０に記載のコンピュータ・プログラム製品。
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【請求項５２】
　前記コンピュータ読取可能媒体はさらに、
　前記瞬時的ＣＱＩレポートに少なくとも部分的に基づいて規格化された相関を計算する
ためのコードと、
　前記速度を推定するために、前記規格化された相関を、しきい値と比較するためのコー
ドと
を備える請求項５０に記載のコンピュータ・プログラム製品。
【請求項５３】
　前記規格化された相関が前記しきい値を上回る場合、前記速度が低いと推定され、前記
規格化された相関が前記しきい値を下回る場合、前記速度が高いと推定される請求項５２
に記載のコンピュータ・プログラム製品。
【請求項５４】
　前記アクセス端末が低速度で移動しているか、静止していると推定された場合、前記瞬
時的ＣＱＩレポートが送信され、前記アクセス端末が高速度で移動していると推定された
場合、前記平均ＣＱＩレポートが送信される請求項５０に記載のコンピュータ・プログラ
ム製品。
【請求項５５】
　無線通信システムにおける装置であって、
　アクセス端末において、基地局から取得されたパイロットの評価に基づいて、瞬時的Ｃ
ＱＩレポートを判定し、
　平均ＣＱＩレポートを生成するために、前記瞬時的ＣＱＩを、少なくとも１つの以前に
判定された瞬時的ＣＱＩを用いて平均化し、
　前記瞬時的ＣＱＩレポートの、前記少なくとも１つの以前に判定された瞬時的ＣＱＩレ
ポートとの時間相関に基づいて、前記アクセス端末において、前記アクセス端末の速度を
推定し、
　電力制御に関連した利用のために、前記推定された速度に基づいて、前記瞬時的ＣＱＩ
レポートまたは前記平均ＣＱＩレポートのうちの１つを前記基地局へ送信する
ように構成されたプロセッサを備える装置。

【発明の詳細な説明】
【関連出願に対する相互参照】
【０００１】
　本出願は、２００７年１２月２８日に出願された"SPEED ESTIMATION AND POWER CONTRO
L BASED ON CQI REPORTS"と題された米国仮出願６１／０１７，５１６号の利益を主張す
る。上記出願の全体は、参照によって本明細書に組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　以下の記載は、一般に、無線通信に関し、さらに詳しくは、無線通信システムにおける
電力制御のために、アクセス端末の速度の推定値を利用することに関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信システムはさまざまなタイプの通信を提供するために広く開発された。例えば
、音声および／またはデータが、そのような無線通信システムによって提供されうる。一
般的な無線通信システムまたはネットワークは、（例えば、帯域幅、送信電力等のような
）１または複数の共有されたリソースへのアクセスを複数のユーザに提供しうる。例えば
、システムは、例えば周波数分割多重化（ＦＤＭ）、時分割多重化（ＴＤＭ）、符号分割
多重化（ＣＤＭ）、直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）のようなさまざまな多元接続技術
を使用することができる。
【０００４】
　一般に、無線多元接続通信システムは、複数のアクセス端末のための通信を同時にサポ
ートすることができる。アクセス端末はおのおのの、順方向リンクおよび逆方向リンクに
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よる送信を介して１または複数の基地局と通信することができる。順方向リンク（すなわ
ちダウンリンク）は、基地局からアクセス端末への通信リンクを称し、逆方向リンク（す
なわちアップリンク）は、アクセス端末から基地局への通信リンクを称する。この通信リ
ンクは、単一入力単一出力システム、複数入力単一出力システム、または、複数入力複数
出力（ＭＩＭＯ）システムによって確立されうる。
【０００５】
　ＭＩＭＯシステムはデータ送信のために一般に、複数（ＮＴ個）の送信アンテナと複数
（ＮＲ個）の受信アンテナとを適用する。ＮＴ個の送信アンテナおよびＮＲ個の受信アン
テナによって形成されるＭＩＭＯチャネルは、空間チャネルとも称されるＮＳ個の独立チ
ャネルへ分割される。ここでＮＳ≦ｍｉｎ｛ＮＴ、ＮＲ｝である。ＮＳ個の独立チャネル
のおのおのは、ディメンションに相当する。さらに、複数の送信アンテナおよび受信アン
テナによって生成される追加のディメンションが利用される場合、ＭＩＭＯシステムは、
（例えば、高められたスペクトル効率、より高いスループット、および／または、より高
い信頼性のような）向上されたパフォーマンスを与える。
【０００６】
　ＭＩＭＯシステムは、共通の物理媒体によって順方向リンク通信および逆方向リンク通
信を分割するさまざまなデュプレクス技術をサポートしうる。例えば、周波数分割デュプ
レクス（ＦＤＤ）システムは、順方向リンク通信および逆方向リンク通信について、異な
る周波数領域を利用することができる。さらに、時分割デュプレクス（ＴＤＤ）システム
では、順方向リンク通信と逆方向リンク通信とが、共通の周波数領域を使用しうる。これ
によって、相互原理により、逆方向リンク・チャネルから順方向リンク・チャネルを推定
することが可能となる。
【０００７】
　無線通信システムは、しばしば、有効通信範囲領域を提供する１または複数の基地局を
適用する。一般的な基地局は、ブロードキャスト・サービス、マルチキャスト・サービス
、および／またはユニキャスト・サービスのために、複数のデータ・ストリームを送信す
る。ここで、データ・ストリームは、モバイル・デバイスに対して興味のある独立した受
信からなるデータのストリームでありうる。そのような基地局の有効通信範囲領域内のア
クセス端末は、合成ストリームによって搬送される１つ、１つより多い、または全てのデ
ータ・ストリームを受信するために適用されうる。同様に、アクセス端末は、基地局ある
いは他のアクセス端末へデータを送信することができる。
【０００８】
　無線チャネルによる信号の送信は、そのような信号の変化をもたらす場合がある。例え
ば、信号は、第１の電力レベルで送信され、異なる第２の電力レベルで受信されうる。送
信電力は、受信電力が所望のレベルになるように、チャネル情報（例えば、ゲイン、損失
、チャネル条件、干渉等）に基づいて制御されうる。例示によって、基地局は、アクセス
端末が所望の電力レベルで信号を受信できるように、送信される信号の電力レベルを制御
しうる。これによって、アクセス端末はさらに、この信号によって伝送されたメッセージ
を処理、格納、利用等できるようになる。しかしながら、任意の時間において、チャネル
状態を完全に把握することは可能ではないので、以前のリンク品質の推定値に基づいて電
力制御が実行される。しかしながら、基地局において電力を制御する従来の技術は、一般
には、アクセス端末の速度（例えば、これは、最後の推定からチャネルがどれくらい速く
変化したかを判定する）を考慮することに失敗し、異なる速度で移動しているアクセス端
末に対しても、しばしば、一般的な電力制御アルゴリズムが適用される。そのようなシナ
リオは、最悪ケースのチャネル条件の設計に至るので、単なる次善策にすぎない。
【発明の概要】
【０００９】
　以下は、１または複数の実施形態の基本的な理解を提供するために、これら実施形態の
簡単な概要を示す。この概要は、考えられる全ての実施形態の広範な概観ではなく、全て
の実施形態の重要要素または決定的要素を特定することでもなく、任意または全ての実施
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形態の範囲を線引きすることも意図されていない。その唯一の目的は、１または複数の実
施形態のいくつかの概念を、後に示されるより詳細な記載に対する前置きとして、より簡
単な形式で表すことである。
【００１０】
　１または複数の実施形態およびその対応する開示によれば、アクセス端末の速度に応じ
て、異なる電力制御アルゴリズムを用いることを容易にすることに関するさまざまな態様
が記載される。例えば、低速度で移動しているアクセス端末について、瞬時的チャネル品
質インジケータ（ＣＱＩ）レポートが反転（invert）される一方、高速度で移動している
アクセス端末について、長期的ジオミトリの反転（例えば、平均ＣＱＩレポート反転）が
利用されうる。アクセス端末の速度は、ＣＱＩ値の時間相関に基づいて推定されうる。さ
らに、瞬時的ＣＱＩの反転を実施するか、または長期的ジオミトリの反転を実施するかの
選択は、アクセス端末の推定速度に基づきうる。
【００１１】
　関連する態様によれば、無線通信環境において電力を制御することを容易にする方法が
、本明細書で記載される。この方法は、アクセス端末からチャネル品質インジケータ（Ｃ
ＱＩ）レポートを受信することを含む。さらに、この方法は、アクセス端末の速度を推定
することを備えうる。さらに、この方法は、少なくともＣＱＩレポートと、アクセス端末
の推定速度とに基づいて、送信電力レベルを選択することを含みうる。
【００１２】
　別の態様は無線通信装置に関する。この無線通信装置は、アクセス端末からチャネル品
質インジケータ（ＣＱＩ）レポートを取得することと、アクセス端末の速度を推定するこ
とと、少なくともＣＱＩレポートと、アクセス端末の推定された速度とに基づいて、送信
のための電力レベルを選択することとに関連する命令群を保持するメモリを含みうる。さ
らに、この無線通信装置は、メモリに接続され、メモリに保持された命令群を実行するよ
うに構成されたプロセッサを含みうる。
【００１３】
　また別の態様は、無線通信環境におけるアクセス端末速度の考慮に基づいて電力を制御
することを可能にする無線通信装置に関連する。この無線通信装置は、アクセス端末から
ＣＱＩレポートを取得する手段を含みうる。さらに、この無線通信装置は、アクセス端末
の速度を推定する手段を含みうる。さらに、この無線通信装置は、少なくともＣＱＩレポ
ートと、推定された速度とに基づいて、アクセス端末への送信の電力レベルを特定する手
段を含みうる。
【００１４】
　また別の態様は、コンピュータ読取可能媒体を備えるコンピュータ・プログラム製品に
関する。このコンピュータ読取可能媒体は、アクセス端末からチャネル品質インジケータ
（ＣＱＩ）レポートを受信するためのコードを含みうる。さらに、コンピュータ読取可能
媒体は、アクセス端末の速度を推定するためのコードを含みうる。さらに、コンピュータ
読取可能媒体は、少なくともＣＱＩレポートと、アクセス端末の推定された速度とに基づ
いて、送信のための電力レベルを選択するためのコードを備えうる。
【００１５】
　別の態様によれば、無線通信システムにおける装置は、プロセッサを含みうる。このプ
ロセッサは、アクセス端末からＣＱＩレポートを取得するように構成されうる。さらに、
このプロセッサは、このＣＱＩレポートの、アクセス端末から以前に受信した少なくとも
１つのＣＱＩレポートとの時間相関に基づいて、アクセス端末の速度を推定するように構
成されうる。さらに、プロセッサは、少なくともＣＱＩレポートと、推定された速度とに
基づいて、アクセス端末への送信の電力レベルを選択するように構成されうる。
【００１６】
　他の態様によれば、本明細書では、無線通信環境において、推定された速度に応じてＣ
ＱＩ値をレポートすることを容易にする方法が記載される。この方法は、アクセス端末に
おいて、基地局から取得したパイロットの評価に基づいて、瞬時的ＣＱＩレポートを判定
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することを含みうる。さらに、この方法は、平均ＣＱＩレポートを生成するために、瞬時
的ＣＱＩレポートを、以前に判定された少なくとも１つの瞬時的ＣＱＩレポートを用いて
平均化することを含みうる。さらに、この方法は、瞬時的ＣＱＩレポートの、以前に判定
された少なくとも１つの瞬時的ＣＱＩレポートのうちの１または複数との時間相関に基づ
いて、アクセス端末においてアクセス端末の速度を推定することを備えうる。この方法は
さらに、電力制御に関連して利用される推定された速度に基づいて、瞬時的ＣＱＩレポー
トまたは平均ＣＱＩレポートのうちの１つを基地局へ送信することをも含みうる。
【００１７】
　また別の態様は、メモリを含む無線通信装置に関連する。このメモリは、アクセス端末
において、基地局から取得したパイロット評価に基づいて、瞬時的ＣＱＩレポートを判定
することと、平均ＣＱＩレポートを生成するために、瞬時的ＣＱＩレポートを、以前に判
定された少なくとも１つの瞬時的ＣＱＩを用いて平均化することと、瞬時的ＣＱＩレポー
トの、以前に判定された少なくとも１つの瞬時的ＣＱＩレポートのうちの１または複数と
の時間相関に基づいて、アクセス端末においてアクセス端末の速度を推定することと、電
力制御と関連して利用するために、推定された速度に基づいて、瞬時的ＣＱＩレポートま
たは平均ＣＱＩレポートのうちの１つを基地局へ送信することと、に関連する命令群を保
持する。さらに、この無線通信装置は、メモリに保持された命令群を実行するように構成
され、メモリに接続されたプロセッサを備えうる。
【００１８】
　別の態様は、無線通信環境において、電力制御に関連する利用のために、アクセス端末
の速度に応じて、ＣＱＩレポートを基地局へ送信することを選択することを可能にする無
線通信装置に関する。この無線通信装置は、瞬時的ＣＱＩレポートを生成する手段を含み
うる。さらに、この無線通信装置は、平均ＣＱＩレポートを生成するために、瞬時的ＣＱ
Ｉレポートを、以前に生成された少なくとも１つの瞬時的ＣＱＩレポートを用いて平均化
する手段を含みうる。さらに、この無線通信装置は、瞬時的ＣＱＩレポートの、以前に生
成された少なくとも１つの瞬時的ＣＱＩレポートのうちの１または複数との時間相関に基
づいて、速度を推定する手段を備えうる。この無線通信装置はさらに、推定された速度に
基づいて、瞬時的ＣＱＩレポートまたは平均ＣＱＩレポートのうちの１つを基地局へ送信
する手段を含みうる。
【００１９】
　また別の態様は、コンピュータ読取可能媒体を備えうるコンピュータ・プログラム製品
に関する。このコンピュータ読取可能媒体は、瞬時的ＣＱＩレポートを生成するためのコ
ードを含みうる。さらに、コンピュータ読取可能媒体は、平均ＣＱＩレポートを生成する
ために、瞬時的ＣＱＩレポートを、以前に生成された少なくとも１つの瞬時的ＣＱＩレポ
ートを用いて平均化するためのコードを含みうる。コンピュータ読取可能媒体はさらに、
瞬時的ＣＱＩレポートの、以前に生成された少なくとも１つの瞬時的ＣＱＩレポートのう
ちの１または複数との時間相関に基づいて、速度を推定するためのコードを含みうる。さ
らに、このコンピュータ読取可能媒体は、推定された速度に基づいて、瞬時的ＣＱＩレポ
ートまたは平均ＣＱＩレポートのうちの１つを基地局へ送信するためのコードを含みうる
。
【００２０】
　別の態様によれば、無線通信システムにおける装置は、プロセッサを含みうる。このプ
ロセッサは、アクセス端末において、基地局から取得したパイロットの評価に基づいて、
瞬時的ＣＱＩレポートを判定するように構成されうる。さらに、このプロセッサは、平均
ＣＱＩレポートを生成するために、瞬時的ＣＱＩレポートを、以前に判定された少なくと
も１つの瞬時的ＣＱＩレポートを用いて平均化するように構成されうる。さらに、このプ
ロセッサは、瞬時的ＣＱＩレポートの、以前に判定された少なくとも１つの瞬時的ＣＱＩ
レポートのうちの１または複数との時間相関に基づいて、アクセス端末において、アクセ
ス端末の速度を推定するように構成されうる。このプロセッサはまた、電力制御と関連し
て利用するために、推定された速度に基づいて、瞬時的ＣＱＩレポートまたは平均ＣＱＩ
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レポートのうちの１つを基地局へ送信するようにも構成されうる。
【００２１】
　前述した目的および関連する目的を達成するために、１または複数の実施形態は、以下
に十分説明され、特に特許請求の範囲で指摘される特徴を備える。以下の記載および関連
する図面は、１または複数の実施形態のある例示的な態様を詳細に述べる。これらの態様
は、さまざまな実施形態の原理が適用されるさまざまな方法のうちのほんのいくつかを示
すのみであり、記載された実施形態は、そのようなすべての態様およびそれらの均等物を
含むことが意図される。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、本明細書に記載されたさまざまな態様にしたがう無線通信システムの実
例である。
【図２】図２は、無線通信環境において、アクセス端末速度を推定し、推定された速度に
応じて送信電力を制御するシステムの一例が例示される。
【図３】図３は、無線通信環境において、ＣＱＩレポートおよび順方向リンク電力制御を
有効にするシステムの一例が例示される。
【図４】図４は、無線通信環境において、電力を制御することに関連してアクセス端末速
度を考慮するシステムの一例が例示される。
【図５】図５は、無線通信環境において、制御電力を容易にする方法の一例が例示される
。
【図６】図６は、無線通信環境において、推定された速度に応じて、ＣＱＩ値をレポート
することを容易にする方法の一例が例示される。
【図７】図７は、無線通信システムにおいて、電力制御と関連して利用するために、ＣＱ
Ｉレポートに基づいて速度推定値を適用するアクセス端末の一例が例示される。
【図８】図８は、無線通信環境において推定されたアクセス端末速度に基づいて電力制御
を適用するシステムの一例が例示される。
【図９】図９は、本明細書に記載されたさまざまなシステムおよび方法と連携して適用さ
れうる無線ネットワーク環境の一例が例示される。
【図１０】図１０は、無線通信環境において、アクセス端末速度の考慮に基づいて、電力
制御を可能にするシステムの一例が例示される。
【図１１】図１１は、無線通信環境において、電力制御と関連して適用するためのアクセ
ス端末速度に応じて、基地局へＣＱＩレポートを送信することを選択することを可能にす
るシステムの一例が例示される。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　さまざまな実施形態が、全体を通じて同一要素を示すために同一の参照番号が使用され
る図面を参照して説明される。以下の記載では、説明の目的のために、１または複数の実
施形態の完全な理解を提供するために、多くの具体的な詳細が述べられる。しかしながら
、そのような実施形態は、これら具体的な詳細無しで実現されうることが明からである。
他の事例では、１または複数の実施形態の記載を容易にするために、周知の構成およびデ
バイスがブロック図形式で示される。
【００２４】
　本願で使用されるように、用語「構成要素」、「モジュール」、「システム」等は、ハ
ードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせ、ソフトウェ
ア、または実行中のソフトウェアのようなコンピュータ関連エンティティを称することが
意図される。例えば、構成要素は、限定される訳ではないが、プロセッサ上で実行中のプ
ロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行形式、実行スレッド、プログラム、および／ま
たはコンピュータでありうる。例示によれば、コンピュータ・デバイス上で実行中のアプ
リケーションと、コンピュータ・デバイスとの両方が構成要素になりえる。１または複数
の構成要素は、プロセスおよび／または実行スレッド内に存在し、構成要素は、１つのコ
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ンピュータに局在化されるか、および／または、２つ以上のコンピュータに分散されうる
。さらに、これらの構成要素は、さまざまなデータ構造を格納したさまざまなコンピュー
タ読取可能媒体から実行可能である。これら構成要素は、（例えば、信号によってローカ
ル・システムや分散システム内の他の構成要素とインタラクトする１つの構成要素からの
データ、および／または、他のシステムを備えた例えばインターネットのようなネットワ
ークを介して他の構成要素とインタラクトする１つの構成要素からのデータのような）１
または複数のデータのパケットを有する信号にしたがって、ローカル処理および／または
リモート処理によって通信することができる。
【００２５】
　本明細書に記載された技術は、例えば符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割
多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、直交周波数
分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、シングル・キャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）
システム、およびその他のシステムのようなさまざまな無線通信システムのために使用さ
れうる。「システム」、「ネットワーク」という用語はしばしば置換可能に使用される。
ＣＤＭＡシステムは、例えばユニバーサル地上ラジオ・アクセス（ＵＴＲＡ）、ＣＤＭＡ
２０００等のようなラジオ技術を実現することができる。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（
Ｗ－ＣＤＭＡ）およびＣＤＭＡのその他の変形を含んでいる。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ
－２０００規格、ＩＳ－９５規格、およびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＴＤＭＡシス
テムは、例えばグローバル移動体通信システム（ＧＳＭ）のような無線技術を実現するこ
とができる。ＯＦＤＭＡシステムは、例えばイボルブドＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウル
トラ・モバイル・ブロードバンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ　８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、
ＩＥＥＥ　８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ　８０２．２０、フラッシュ－ＯＦＤ
Ｍ（登録商標）等のような無線技術を実現することができる。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲ
Ａは、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム（ＵＭＴＳ）の一部
である。３ＧＰＰロング・ターム・イボリューション（ＬＴＥ）は、ダウンリンクではＯ
ＦＤＭＡを適用し、アップリンクではＳＣ－ＦＤＭＡを適用するＥ－ＵＴＲＡを用いるＵ
ＭＴＳの最新のリリースである。
【００２６】
　シングル・キャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）は、単一のキャリア変調お
よび周波数領域等値化を利用する。ＳＣ－ＦＤＭＡは、ＯＦＤＭＡシステムと実質的に同
じ複雑さと同程度のパフォーマンスとを有する。ＳＣ－ＦＤＭＡ信号は、その固有のシン
グル・キャリア構造により、低いピーク対平均電力比（ＰＡＰＲ）を有する。ＳＣ－ＦＤ
ＭＡは、送信電力効率の観点において、低いＰＡＰＲがモバイル端末に大いに有益となる
アップリンク通信において特に、大きな注目を集めた。したがって、ＳＣ－ＦＤＭＡは、
３ＧＰＰロング・ターム・イボリューション（ＬＴＥ）またはイボルブドＵＴＲＡにおけ
るアップリンク多元接続スキームとして実施されうる。
【００２７】
　さらに、本明細書では、さまざまな実施形態が、アクセス端末に関連して記載される。
アクセス端末はまた、システム、加入者ユニット、加入者局、モバイル局、モバイル、遠
隔局、遠隔端末、モバイル・デバイス、ユーザ端末、端末、無線通信デバイス、ユーザ・
エージェント、ユーザ・デバイス、あるいはユーザ機器（ＵＥ）とも称されうる。アクセ
ス端末は、セルラ電話、コードレス電話、セッション初期化プロトコル（ＳＩＰ）電話、
無線ローカル・ループ（ＷＬＬ）局、携帯情報端末（ＰＤＡ）、無線接続機能を有する携
帯型デバイス、コンピュータ・デバイス、あるいは無線モデムに接続されたその他の処理
デバイスでありうる。さらに、本明細書では、さまざまな実施形態が、基地局に関連して
記載される。基地局は、アクセス端末と通信するために利用され、アクセス・ポイント、
ノードＢ、イボルブド・ノードＢ（ｅノードＢ）、あるいはその他いくつかの専門用語で
称されうる。
【００２８】
　さらに、本明細書に記載のさまざまな態様または特徴は、標準的なプログラミング技術
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および／またはエンジニアリング技術を用いた方法、装置、または製造物品として実現さ
れうる。本明細書で使用される用語「製造物品」は、任意のコンピュータ読取可能デバイ
ス、キャリア、または媒体からアクセスすることが可能なコンピュータ・プログラムを含
むことが意図される。例えば、コンピュータ読取可能媒体は、限定される訳ではないが、
磁気記憶装置（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
リップ等）、光ディスク（例えば、コンパクト・ディスク（ＣＤ）、ＤＶＤ等）、スマー
ト・カード、およびフラッシュ・メモリ・デバイス（例えば、ＥＰＲＯＭ、カード、ステ
ィック、キー・ドライブ等）を含みうる。さらに、本明細書に記載されたさまざまな記憶
媒体は、情報を格納するための１または複数のデバイス、および／または、その他の機械
読取可能媒体を表すことができる。用語「機械読取可能媒体」は、限定されることなく、
無線チャネル、および、命令群および／またはデータを格納、包含、および／または搬送
することができるその他任意の媒体を含みうる。
【００２９】
　図１に示すように、主題とするイノベーションにしたがった無線通信システム１００が
例示されている。システム１００は、複数のアンテナ・グループを含むことができる基地
局１０２を含む。例えば、１つのアンテナ・グループは、アンテナ１０４およびアンテナ
１０６を含むことができ、別のグループはアンテナ１０８およびアンテナ１１０を備える
ことができ、さらに別のグループはアンテナ１１２およびアンテナ１１４を含むことがで
きる。２本のアンテナが各アンテナ・グループのために例示されているが、２本より多い
アンテナ、または２本より少ないアンテナも、各グループのために利用されうる。基地局
１０２はさらに、送信機チェーンおよび受信機チェーンを含みうる。それらおのおのは、
当業者によって理解されるように、信号の送信および受信に関連する複数の構成要素（例
えば、プロセッサ、変調器、マルチプレクサ、復調器、デマルチプレクサ、アンテナ等）
を備えうる。
【００３０】
　基地局１０２は、例えばアクセス端末１１６およびアクセス端末１２２のような１また
は複数のアクセス端末と通信することができる。しかしながら、基地局１０２は、アクセ
ス端末１１６およびアクセス端末１２２に類似した実質的に任意の数のアクセス端末と通
信しうることが理解されるべきである。アクセス端末１１６およびアクセス端末１２２は
例えば、セルラ電話、スマート・フォン、ラップトップ、ハンドヘルド通信デバイス、ハ
ンドヘルド・コンピュータ・デバイス、衛星ラジオ、全地球測位システム、ＰＤＡ、およ
び／または、無線通信システム１００を介して通信するのに適切なその他任意のデバイス
でありうる。図示するように、アクセス端末１１６は、アンテナ１１２およびアンテナ１
１４と通信している。ここで、アンテナ１１２およびアンテナ１１４は、順方向リンク１
１８によってアクセス端末１１６へ情報を送信し、逆方向リンク１２０によってアクセス
端末１１６から情報を受信する。さらに、アクセス端末１２２はアンテナ１０４およびア
ンテナ１０６と通信している。ここで、アンテナ１０４およびアンテナ１０６は、順方向
リンク１２４でアクセス端末１２２へ情報を送信し、逆方向リンク１２６でアクセス端末
１２２から情報を受信する。周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ）システムでは、例えば、
順方向リンク１１８は、逆方向リンク１２０によって使用されるものとは異なる周波数帯
域を使用し、順方向リンク１２４は、逆方向リンク１２６によって使用されるものとは異
なる周波数帯域を使用することができる。さらに、時分割デュプレクス（ＴＤＤ）システ
ムでは、順方向リンク１１８および逆方向リンク１２０は、共通の周波数帯域を使用し、
順方向リンク１２４および逆方向リンク１２６は、共通の周波数帯域を使用することがで
きる。
【００３１】
　通信するように指定された領域および／またはアンテナのおのおののグループは、基地
局１０２のセクタと称されうる。例えば、基地局１０２によってカバーされる領域のセク
タ内のアクセス端末に通信するように、複数のアンテナが設計されうる。順方向リンク１
１８および順方向リンク１２４による通信では、基地局１０２の送信アンテナは、アクセ
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ス端末１１６およびアクセス端末１２２のための順方向リンク１１８および順方向リンク
１２４の信号対雑音比を改善するためにビームフォーミングを適用することができる。ま
た、基地局１０２が、関連する有効通信範囲にランダムに散在したアクセス端末１１６、
１２２に送信するためにビームフォーミングを利用している間、近隣セル内のアクセス端
末は、すべてのアクセス端末に対して単一のアンテナによって送信している基地局に比べ
て、少ない干渉しか被らない。
【００３２】
　システム１００は、アクセス端末が移動する別の速度に対応する別の電力制御アルゴリ
ズムを利用する。一例によれば、アクセス端末１１６は、高速度で移動しており、アクセ
ス端末１２２は、低速度で移動しているか、あるいは静止している。アクセス端末１１６
とアクセス端末１２２との両方は、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）レポートを基地
局１０２へ送信する。これらのＣＱＩレポートは、チャネル品質測定値を提供しうる。基
地局１０２は、受信したＣＱＩ値の時間相関に基づいて、アクセス端末の速度の推定値を
与える。その後、基地局１０２は、（例えば、前述したアクセス端末１２２のように、歩
行者のように低速度で移動しているアクセス端末の場合には）瞬時的ＣＱＩの反転を、あ
るいは、（例えば、前述したアクセス端末１１６のように、車に乗って高速度で移動して
いるアクセス端末の場合には）長期的ジオミトリの反転を有効にすることによって電力制
御を実行しうる。したがって、システム１００は、異なる速度のアクセス端末について１
つの電力制御アルゴリズムしか用いないのではなく、（例えば、ＣＱＩ値の時間相関に基
づいて）アクセス端末の速度を判定すること、および、アクセス端末の判定された速度に
応じて選択される適切な電力制御技術を利用することを可能にする。異なる速度のアクセ
ス端末について１つの電力制御アルゴリズムしか用いないことは、最悪ケースのチャネル
条件に対する設計に至るので、次善策にしかなり得ない、しかしながら、権利主張される
主題は、前述した例に限定されないことが認識されるべきである。さらに、システム１０
０は、制御チャネルの電力を有用に制御するため、移動推定を導入することが可能となり
うる。そして、本明細書に記載された技術を適用することにより、（例えば、制御チャネ
ルに限定されないような）任意のタイプのチャネルが、電力制御されうることが考慮され
る。
【００３３】
　図２を参照して、無線通信環境において、アクセス端末速度を推定し、推定された速度
に応じて送信電力を制御するシステム２００が例示される。システム２００は、情報、信
号、データ、命令群、指示、ビット、シンボル等を送信および／または受信しうる基地局
２０２を含む。基地局２０２は、順方向リンクおよび／または逆方向リンクによってアク
セス端末２０４と通信しうる。アクセス端末２０４は、情報、信号、データ、命令群、指
示、ビット、シンボル等を送信および／または受信しうる。さらに、図示していないが、
基地局２０２と類似の任意の数の基地局がシステム２００に含まれ、および／または、ア
クセス端末２０４と類似の任意の数のアクセス端末がシステム２００に含まれることが考
慮される。
【００３４】
　基地局２０２はさらに、速度推定器２０６および電力コントローラ２０８を含みうる。
速度推定器２０６は、アクセス端末２０４の速度（および／または、（図示しない）任意
の別のアクセス端末のそれぞれの速度）を判定しうる。例えば、速度推定器２０６は、２
つの可能な推定速度のうちの１つになるアクセス端末２０４の移動を区別しうる。よって
、この例にしたがって、速度推定器２０６は、アクセス端末２０４が高速度で移動してい
るか、あるいは低速度で移動しているかを特定しうる。しかしながら、権利主張される主
題は、速度推定器２０６によって特定されうる２つの可能な推定速度を用いることに限定
されず、任意の可能な数の推定速度が、速度推定器２０６において適用されうることが認
識されるべきである。さらに、電力コントローラ２０８は、後の順方向リンク送信のため
に利用される送信電力を規定するために、アクセス端末２０４の推定速度を利用しうる。
例えば、電力コントローラ２０８は、制御チャネルの電力を制御しうるが、非制御チャネ
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ルに関連して使用される電力も電力コントローラ２０８によって規定されることが考慮さ
れるので、権利主張される主題は、それに限定されない。
【００３５】
　アクセス端末２０４はさらに、チャネル品質に関連する情報を提供するＣＱＩレポート
を生成するＣＱＩレポート生成器２１０を含みうる。ＣＱＩレポート生成器２１０は、実
質的に任意の周期でＣＱＩレポートを生成しうる。あるいは、ＣＱＩレポート生成器２１
０は、非定期的にＣＱＩレポートを生成しうる。さらに、アクセス端末２０４は、ＣＱＩ
レポート生成器２１０を適用することによって得られたＣＱＩレポートを基地局２０２へ
送信しうる。基地局２０２は、このＣＱＩレポートを用いて、アクセス端末２０４の速度
を推定し、その後、順方向リンク送信のための送信電力を制御しうる。
【００３６】
　ＣＱＩレポート生成器２１０によって測定されるチャネルは、アクセス端末２０４の速
度に依存して、高速度であるいは低速度で変化しうる。一例によれば、アクセス端末２０
４が低速度で移動しているかまたは静止している場合、ＣＱＩレポート生成器２１０によ
って生成されることによりアクセス端末２０４によってレポートされたＣＱＩ値は、もし
あれば、時間にわたって低速度で変化しうる。したがって、この例によれば、速度推定器
２０６は、ＣＱＩ値が時間にわたって低速度で変化していることを認識し、その後、第１
の期間において基地局２０２によって取得されたＣＱＩレポートは、次の期間のために適
用される送信電力を選択するために、電力コントローラ２０８によって使用されうる。ア
クセス端末２０４が低速度で移動していると判定された場合、電力コントローラ２０８は
、送信電力を選択するために、チャネル反転を実行することによって、ＣＱＩレポートか
ら識別されるチャネル条件を補償しうる。さらに、アクセス端末２０４が低速度で移動し
ている場合、さらなるバックオフを加えながら、電力コントローラ２０８によってチャネ
ル反転（例えば、瞬時的ＣＱＩの反転）が実行されうる。ここでは、バックオフは、最後
のＣＱＩレポートからのＣＱＩレポートの量子化誤り、ＣＱＩレポートの測定誤り、およ
び／またはチャネル条件の変化を補償するために使用されうる。
【００３７】
　さらなる例によれば、アクセス端末２０４が高速度で移動している場合、アクセス端末
２０４によってレポートされるＣＱＩ値は、時間にわたって高速度で変化しうる。したが
って、速度推定器２０６は、異なるメトリックに至るチャネルの高速な変化は、（例えば
、取得されたＣＱＩレポートの評価に基づいて、アクセス端末２０４が高速度で移動して
いると速度推定器２０６によって判定された場合のような）条件において、電力コントロ
ーラ２０８によって使用されることを認識しうる。そのようなシナリオでは、電力コント
ローラ２０８は、追加のバックオフを加えながら、チャネル反転を実行しうる。チャネル
が高速度で変化している場合、時間にわたってアクセス端末２０４において受信される平
均電力は、電力コントローラ２０８によって判定されうる。電力コントローラ２０８は、
チャネルの平均ロスを判定するために、アクセス端末２０４で受信された平均電力を導入
しうる。さらに、電力コントローラ２０８は、この平均ロスを適用することにより、チャ
ネル反転を実行しうる。したがって、アクセス端末２０４における合計受信電力は平均し
て、（例えば、高速なフェードのような）変動を持つ所望の電力に近い。この変動を補償
するために、アクセス端末２０４が高速度で移動していると速度推定器２０６によって判
定された場合、電力コントローラ２０８によって、さらなるバックオフが送信電力に追加
される。
【００３８】
　このバックオフは、アクセス端末２０４が高速度で移動していると特定された場合、許
容可能なパフォーマンスを提供するために、電力コントローラ２０８によって使用されう
る。平均に基づいてチャネル反転が有効とされる場合、アクセス端末２０４によって受信
された信号は、所望の電力から変化量（例えば、変動）を引いたものか、所望の電力に変
化量（例えば、変動）を加えたものになりうる。バックオフは、この変化量を補償するた
めに加えられうる。したがって、電力コントローラ２０８が、送信された信号にバックオ



(17) JP 2011-509574 A 2011.3.24

10

20

30

40

50

フを加えると、アクセス端末２０４は、バックオフおよび変動が加えられた所望の電力で
信号を取得しうる。受信電力レベルが目標電力レベルを下回った場合、システム２００の
性能は、悪影響を受ける一方、受信電力レベルが目標電力レベルを上回った場合、悪影響
は感じられない。したがって、電力コントローラ２０８によって加えられるバックオフは
、前述した変動によって目標電力レベルを下回る受信電力レベルを緩和するために、受信
電力レベルを増加させうる。チャネル反転が瞬時的ＣＱＩレポートに基づいて有効とされ
る場合（例えば、アクセス端末２０４が低速度で移動していると判定された場合）、この
場合のためのバックオフを選択するために、同様の考慮がなされうる。しかしながら、低
速度および高速度の場合それぞれに使用されるバックオフは、異なりうる。別の例によれ
ば、低速度および／または高速度の場合に使用されるバックオフは、測定された相関（例
えば、ＣＱＩレポートの時間相関）に応じて定められうることが考慮される。この例によ
れば、増加する関数も、低下する関数もあり、低速度対高速度等についてのバックオフを
生成するために、異なる関数が使用されうる。しかしながら、権利主張される主題は、前
述した例に限定されないことが認識されるべきである。
【００３９】
　例によれば、電力コントローラ２０８は、誤り要件に基づいてバックオフを選択しうる
。例えば、バックオフが増加すると、誤りの可能性は低下しうる。したがって、所望の誤
り確率をもたらす最小のバックオフ値が、電力コントローラ２０８によって選択されるが
、権利主張される主題は、それに限定されない。
【００４０】
　システム２００は、順方向リンク送信電力を制御する場合、判定されたアクセス端末速
度を利用することを可能にする。例えば、基地局２０２の速度推定器２０６は、アクセス
端末２０４が低速度で移動しているか、あるいは高速度で移動しているかを判定しうる。
基地局２０２において受信されたアクセス端末２０４からの（例えば、ＣＱＩレポート生
成器２１０によって生成された）ＣＱＩレポートにおいてほとんど変動がない場合、速度
推定器２０６は、アクセス端末２０４が低速度で移動していると認識する。この場合、電
力制御は、電力コントローラ２０８によって瞬時的な電力反転によって有効とされる。こ
こでは、電力コントローラ２０８は、アクセス端末２０４が認識するよう求め、適用する
送信電力レベルを特定するために遡って動作することが可能な電力レベルを選択しうる。
さらに、電力コントローラ２０８によって特定された送信電力にバックオフが追加されう
る。一方、ＣＱＩレポートにおいて、短期間において示される大きな変動に基づいて、ア
クセス端末２０４が高速度で移動していると速度推定器２０６が判定した場合、電力コン
トローラ２０８は、ＣＱＩ値を時間にわたって平均し、この平均値に基づいてチャネル反
転を実行し、送信電力を生成する。さらに、そのような電力に対してバックオフが追加さ
れうる。低速度に関して適用されるバックオフは、例えば、高速度に関して適用されるバ
ックオフとは異なりうる。しかしながら、権利主張される主題は、前述した例に限定され
ないことが認識されうる。
【００４１】
　図３に移って、無線通信環境において、ＣＱＩレポートおよび順方向リンク電力制御を
有効にするシステム３００が例示される。システム３００は、基地局２０２およびアクセ
ス端末２０４を含み、システム３００は、任意の数の追加の基地局および／またはアクセ
ス端末を含みうることが考慮される。基地局２０２はさらに、速度推定器２０６と電力コ
ントローラ２０８とを含み、アクセス端末２０４はさらに、ＣＱＩレポート生成器２１０
を含みうる。また、基地局２０２の電力コントローラ２０８はさらに、以下に説明するよ
うに、ＣＱＩフィルタ３０２およびインバータ３０４を含みうる。
【００４２】
　システム３００は、（例えば、ＣＱＩレポート生成器２１０を適用することによる）ア
クセス端末２０４におけるＣＱＩレポートおよび（例えば、電力コントローラ２０８を適
用することによる）基地局２０２における電力制御を有効にする本明細書に記載のアルゴ
リズムを導入することをサポートする。さまざまな理由が、そのようなアルゴリズムの利
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ｖｇＣ）と実効キャリア（ｅｆｆＣ）との比較、（例えば、干渉変動の効果を解明しうる
）ａｖｇＣ／平均干渉（ａｖｇＩ）と平均（Ｃ／Ｉ）との比較、（例えば、長さ判定をフ
ィルタリングすることを含む）長期的ジオミトリの反転に対する瞬時的ＣＱＩの反転、お
よび、順方向専用チャネル（Ｆ－ＤＣＨ）電力制御におけるインパクトに基づきうる。
【００４３】
　アクセス端末２０４のＣＱＩレポート生成器２１０は、ＣＱＩレポートのために以下の
ようなアルゴリズムを使用することができる。ＣＱＩレポート生成器２１０は、毎８フレ
ームのうちの１フレームに対するａｖｇＣ／ａｖｇＩを計算しうる。その後、生成された
ａｖｇＣ／ａｖｇＩ値が、基地局２０２へレポートされうる。例えば（例えば、ウルトラ
・モバイル・ブロードバンド（ＵＭＢ）環境では）、順方向ＣＱＩパイロット・チャネル
（Ｆ－ＣＱＩＰＩＣＨ）を用いてａｖｇＣが計算され、（例えば、干渉統計値がすべての
インタレースについて実質的に同じであると仮定して）８つのフレームにわたって順方向
リンク制御セグメント（ＦＬＣＳ）専用パイロット・チャネル（Ｆ－ＤＰＩＣＨ）でａｖ
ｇＩが計算されうる。さらに、ＣＱＩレポート生成器２１０は、ＣＱＩレポートを量子化
し、そのレポートを、（例えば、量子化テーブルを用いて）逆方向ＣＱＩチャネル（Ｒ－
ＣＱＩＣＨ）で基地局２０２へレポートしうる。さらに、逆方向ＭＩＭＯチャネル品質イ
ンジケータ・チャネル（Ｒ－ＭＱＩＣＨ）が存在する場合、ＣＱＩレポート生成器２１０
は、Ｒ－ＭＱＩＣＨでｅｆｆＣ／ａｖｇＩをレポートしうるが、権利主張される主題はそ
れに限定されない。それに加えて、順方向アクノレッジメント・チャネル（Ｆ－ＡＣＫＣ
Ｈ）および／または順方向パイロット品質インジケータ・チャネル（Ｆ－ＰＣＩＣＨ）が
、例えば、本明細書に記載するように有効化される電力制御を有しうる。別の実例によれ
ば、システム３００は、ロング・ターム・イボリューション（ＬＴＥ）環境で利用されう
る。それゆえ、チャネルおよび干渉推定のために、ＵＭＢで適用されるようなＦ－ＣＱＩ
ＰＩＣＨおよびＦ－ＤＰＩＣＨではなく、共通基準信号（ＣＲＣ）が利用され、ＵＭＢで
適用されるようなＦ－ＡＣＫＣＨおよび／またはＦ－ＰＱＩＣＨではなく、ＬＴＥ制御チ
ャネル（例えば、物理ハイブリッドＡＲＱインジケータ・チャネル（ＰＨＩＣＨ）、物理
ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ））において電力制御が有効化され、ＣＱＩレポ
ートのために、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）の適切なフォーマットが使
用されうる。さらに、アクセス端末２０４のＣＱＩレポート生成器２１０は、ＣＱＩレポ
ートを、非定期的に生成するか、および／または、基地局２０２へ送信しうることが考慮
される。
【００４４】
　ＣＱＩフィルタ３０２は、アクセス端末２０４から取得したＣＱＩレポートをフィルタ
しうる。電力コントローラ２０８に含まれているとして示されているが、ＣＱＩフィルタ
３０２は、少なくとも部分的に電力コントローラ２０８から分離することができ、少なく
とも部分的に速度推定器２０６に含まれうることが認識されるべきである。例によれば、
ＣＱＩフィルタ３０２は、無限インパルス応答（ＩＩＲ）フィルタでありうるが、権利主
張される主題はそれに限定されない。ＩＩＲフィルタは、規格化された相関を計算するた
めに、係数α＝０．１を利用することができる。したがって、以下は、そのようなＩＩＲ
フィルタによって得られうる。　
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【数１】

【００４５】
上記計算は、ＣＱＩが線形領域にあると仮定することができる。さらに、上記では、ｎが
、（例えば、受信したレポートのシーケンス内で）受信したＣＱＩレポートの数（例えば
、インデクス）を示し、ＣＱＩ［ｎ］が、ｎ番目のＣＱＩレポートを示し、αが、フィル
タリング定数でありうる。
【００４６】
　上記計算を利用して、電力コントローラ２０８は、ＮｏｒｍＣｏｒｒがしきい値未満で
ある場合、長期的ジオミトリに基づいて、基地局２０２の電力レベルを選択しうる。さら
に、電力コントローラ２０８は、ＮｏｒｍＣｏｒｒがしきい値を超える場合、直近の未消
去のＣＱＩレポートに基づいて、基地局２０２の電力レベルを選択しうる。直近の未消去
のＣＱＩレポートを適用することにより、低速度で移動しているアクセス端末のための電
力を節約しうる（例えば、歩行者用チャネルにおける電力を節約する）。３ｋｍｐｈチャ
ネルが一般にしきい値を上回るように、（例えば、１つの受信アンテナ（１Ｒｘ）と２つ
の受信アンテナ（２Ｒｘ）との両方のために）しきい値は０．９でありうるが、権利主張
される主題は、予め定められた、適応的に判定された等の実質的に任意のしきい値を利用
しうることが考慮される。
【００４７】
　インバータ３０４は、アクセス端末２０４に関連付けられた速度推定値に基づいて、ア
クセス端末２０４へのダウンリンク送信のために基地局２０２によって適用されるべき送
信電力を選択するために、瞬時的ＣＱＩの反転および／または長期的ジオミトリの反転を
有効化しうる。例えば、電力制御は、アクノレッジメント（ＡＣＫ）チャネルのためのも
のでありうるが、権利主張される主題は、それに限定されない。
【００４８】
　ＮｏｒｍＣｏｒｒ［ｎ］＞しきい値である場合、基地局２０２のインバータ３０４は、
（例えば、瞬時的ＣＱＩの反転を適用することにより）以下を評価することによって電力
（ＰＴＸ－ＡＣＫ）を選択しうる。　

【数２】

【００４９】
さらに詳しくは、ＳＮＲＴＡＲＧＥＴ（例えば、ターゲット信号対雑音比）は、ＦＬＣＳ
チャネル・タイプ（例えば、パイロット品質インジケータ・チャネル（ＰＱＩＣＨ）、Ａ
ＣＫ）依存の量である。例えば、ＳＮＲＴＡＲＧＥＴは、所望の誤り率を得るために必要
なアディティブ・ホワイト・ガウシアン・ノイズ（ＡＷＧＮ）１ＲｘチャネルにおけるＳ
ＮＲに等しくなりうる。さらに、ＣＱＩレポートが、ＦＬＣＳタイルで見られる正確なＳ
ＮＲに対応していないという事実を補償するために、ＢａｃｋｏｆｆＳＨＯＲＴ－ＴＥＲ

Ｍが利用されうる。例えば、これは、モビリティ、ホッピング、量子化等によりうる。Ｂ
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ａｃｋｏｆｆＳＨＯＲＴ－ＴＥＲＭは、受信アンテナの数に依存して異なる値をとりうる
。さらに、ＦＬＣＳチャネル・タイプにおけるＢａｃｋｏｆｆＳＨＯＲＴ－ＴＥＲＭの依
存度は、小さいと予想される。しかしながら、ＢａｃｋｏｆｆＳＨＯＲＴ－ＴＥＲＭ＋Ｓ
ＮＲＴＡＲＧＥＴは、パフォーマンスの向上のために、異なるＦＬＣＳチャネルについて
ともに最適化されうる。
【００５０】
　さらに、ＮｏｒｍＣｏｒｒ［ｎ］＜しきい値である場合、基地局２０２のインバータ３
０４は（例えば、長期的ジオミトリの反転を適用することによって）、以下を分析するこ
とにより、電力（ＰＴＸ－ＡＣＫ）を選択しうる。　
【数３】

【００５１】
例によれば、高ジオミトリ・ユーザのために、ジオミトリ・キャッピングが有効とされう
る。さらに、（ＢａｃｋｏｆｆＬＯＮＧ－ＴＥＲＭ＋ＳＮＲＴＡＲＧＥＴ）は、ＦＬＣＳ
チャネル・タイプ（例えば、ＰＱＩＣＨ、ＡＣＫ）に依存する量でありうる。例えば、（
ＢａｃｋｏｆｆＬＯＮＧ－ＴＥＲＭ＋ＳＮＲＴＡＲＧＥＴ）は、最悪ケース・チャネル・
モデル（例えば、歩行者用チャネル）において要求されるＳＮＲと等しくなりうる。
【００５２】
　ＣＱＩフィルタ３０２は、アクセス端末２０４から取得したＣＱＩレポートをフィルタ
しうる。例によれば、ＣＱＩフィルタ３０２は、ＩＩＲフィルタでありうる。さらに、Ｃ
ＱＩフィルタ３０２は、以下にしたがってＣＱＩレポートをフィルタしうる。　
【数４】

【００５３】
ここで、αは、フィルタリング定数である。さらに、以下にしたがって（例えば、電力コ
ントローラ２０８によって）送信電力が選択されうる。　
【数５】

【００５４】
例示によれば、フィルタリング定数は、特定のモデルおよび速度について選択されたオフ
セットの関数であるか、および／または、速度およびチャネル・モデルに依存しないオフ
セットの関数でありうる。
【００５５】
　速度推定器２０６（および／またはＣＱＩフィルタ３０２）は、チャネルが変化する速
度を推定しうる。例えば、高速度では、ＣＱＩレポートは、チャネルの認識とは無関係で
ありうる。この例によれば、インバータ３０４は、長期的ジオミトリの反転を最適に適用
しうる。別の例によれば、低速度では、ＣＱＩレポートは、次のチャネルの認識と大きく
相関しうる。したがって、インバータ３０４は、瞬時的ＣＱＩの反転を最適に適用しうる
。アクセス端末２０４における前述した相関は、受信したＣＱＩレポートを用いて推定さ
れうる。相関を推定するためにさまざまなメトリックが利用されうる。例えば、次の３つ
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のメトリックのうちの１または複数が使用されうるが、権利主張される主題は、それに限
定されない。　
【数６】

【００５６】
例えば、係数αを持つＩＩＲフィルタを用いて期待値が計算されうる。さらに、別の例に
よれば、速度推定器２０６および／またはＣＱＩフィルタ３０２によってメトリック２が
導入されうるが、権利主張される主題は、それに限定されない。
【００５７】
　さらに、ＣＱＩレポート生成器２１０は、ＣＱＩレポートを量子化しうる。例えば、４
ビットＣＱＩ量子化が導入されうる（例えば、ＣＱＩ量子化は、速度推定に大きなインパ
クトは与えず、損失は、量子化損失と調和している）。さらに、より低いジオミトリにつ
いて、より精細な量子化が利用されうる。しかしながら、実質的に一様な量子化が利用さ
れうることが認識されるべきである。
【００５８】
　別の例示によれば、速度推定器２０６によってなされた速度推定はさらに、あるいは、
代わりに、レート予測等のために適用されうる。例えば、速度推定器２０６が、低速度で
移動するアクセス端末２０４を特定した場合、アクセス端末２０４との接続のために導入
されるレートを決定するために、瞬時的ＣＱＩレポートが、基地局２０２（例えば、基地
局２０に含まれるレート・セレクタ（図示せず））によって利用されうる。さらに、速度
推定器２０６が、高速度で移動するアクセス端末２０４を認識した場合、長期的ジオミト
リが、アクセス端末２０４と関連して適用されるレートを決定するために、基地局２０２
（例えば、レート・セレクタ）によって利用されうる。一般に、アクセス端末２０４の速
度が低い場合、瞬時的ＣＱＩレポートがチャネル条件をより良く反映し、アクセス端末２
０４の速度が高い場合、平均ＣＱＩレポート（例えば、長期的ジオミトリ）がチャネル条
件をより良く反映しうる。したがって、速度推定器２０６によって判定されたアクセス端
末速度の考慮は、例えば電力制御、レート選択能のように、チャネル品質を反映するため
にＣＱＩレポートを用いることを含む問題のために適用されうる。
【００５９】
　図４を参照して、無線通信環境において、電力を制御することに関連してアクセス端末
速度を考慮することを導入するシステム４００が例示される。システム４００は、基地局
２０２およびアクセス端末２０４を含む。システム４００で例示される例によれば、本明
細書で記載しているように、基地局２０２はさらに、電力コントローラ２０８を含み、ア
クセス端末２０４は、ＣＱＩレポート生成器２１０を含みうる。アクセス端末２０４はさ
らに、速度推定器４０２およびＣＱＩレポート・セレクタ４０４を含みうる。
【００６０】
　例示によれば、（アクセス端末２０４に関連付けられた）速度推定器４０２は、図２の
（基地局２０２に関連付けられた）速度推定器２０６と実質的に同一でありうる。ＣＱＩ
レポート生成器２１０は、（例えば、受信したパイロットに基づいて）瞬時的ＣＱＩレポ
ートを生成し、これらＣＱＩレポートが、時間にわたって平均化されうる。さらに、一例
として、速度推定器４０２は、ＣＱＩレポートに応じてアクセス端末２０４の速度を判定
するために、上述したような速度推定技術を利用しうる。速度推定器４０２が、高速度で
移動しているアクセス端末２０４を認識すると、ＣＱＩレポート・セレクタ４０４は、Ｃ
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ＱＩレポート生成器２１０によって時間にわたって生成された平均ＣＱＩレポートを転送
することを選択しうる。その後、本明細書に記載されているように、平均ＣＱＩレポート
が、アクセス端末２０４から基地局２０２へ送信され、電力コントローラ２０８は、送信
電力を選択するために、平均ＣＱＩレポートを利用しうる。さらに、アクセス端末２０４
が低速度で移動しているかあるいは静止していると速度推定器４０２が判定すると、ＣＱ
Ｉレポート・セレクタ４０４は、ＣＱＩレポート生成器２１０によって生成された瞬時的
ＣＱＩレポートを送信することを選択しうる。例えば、この瞬時的ＣＱＩレポートは、Ｃ
ＱＩレポート生成器２１０によって生成された直近の利用可能なＣＱＩレポートでありう
る。したがって、この瞬時的ＣＱＩレポートは、アクセス端末２０４から基地局２０２へ
送信され、電力コントローラ２０８が、本明細書で記載されたように、送信電力を制御す
るために、この瞬時的ＣＱＩレポートを適用しうる。アクセス端末２０４内に速度推定器
４０２およびＣＱＩレポート・セレクタ４０４を含めることによって、ＣＱＩレポート生
成器２１０によって生成されたＣＱＩレポートの前処理が有効とされ、アクセス端末の速
度に応じて、適切な（例えば、瞬時的、平均）ＣＱＩレポートが基地局２０２へ送信され
るようになる。
【００６１】
　図５および図６を参照して、無線通信環境において、電力制御のために速度推定値を適
用することに関連する方法が例示される。説明を単純にする目的で、これら方法は、一連
の動作として示され説明されているが、これら方法は、１または複数の実施形態にしたが
って、幾つかの動作が本明細書で示され記載されたものとは異なる順序で、あるいは他の
動作と同時に生じうるので、動作の順序によって限定されないことが理解され認識される
べきである。例えば、当業者であれば、これら方法はその代わりに、例えば状態図におけ
るように、一連の相互関連する状態またはイベントとして表されうることを理解し認識す
るだろう。さらに、１または複数の実施形態にしたがって方法を実現するために、必ずし
も例示された全ての動作が必要とされる訳ではない。
【００６２】
　図５を参照して、無線通信環境において、電力を制御することを容易にする方法５００
が例示される。５０２において、アクセス端末からのＣＱＩレポートが受信されうる。例
えば、このＣＱＩレポートは、アクセス端末から取得されるＣＱＩレポートのシーケンス
の一部でありうる。アクセス端末では、このシーケンスにおけるＣＱＩレポートのおのお
のが、定期的または非定期的に取得されうる。さらに、ＣＱＩレポートは、アクセス端末
によって計算されたフレームの平均キャリア／平均干渉（ａｖｇＣ／ａｖｇＩ）に対応す
る量子化された値を含みうる（例えば、毎８フレームのうちの１フレームが、アクセス端
末によってレポートされうる。）。５０４において、アクセス端末の速度が推定されうる
。例えば、アクセス端末の速度は、ＣＱＩレポートの、アクセス端末から以前に受信した
別のＣＱＩレポートとの時間相関に基づいて推定されうる。さらに、または、その代わり
に、アクセス端末の速度は、逆方向リンク・パイロット・チャネルや、アクセス端末から
の別のレポート等に基づいて推定されうる。さらなる例によれば、ＣＱＩレポートは、規
格化された相関を計算するために、無限インパルス応答（ＩＩＲ）フィルタを用いて評価
されうる。さらに、規格化された相関がしきい値を下回る場合、アクセス端末は（例えば
、ＣＱＩ値が時間にわたって高速度で変化することにより）、高速度で移動していると判
定されうる。さらに、規格化された相関がしきい値を上回る場合、アクセス端末は（例え
ば、ＣＱＩ値が時間にわたって低速度でしか変化しない、および／または、全く変化しな
いことにより）、低速度で移動しているか、および／または、静止していると判定されう
る。５０６において、少なくともこのＣＱＩレポートと、アクセス端末の推定速度とに基
づいて、送信電力レベルが選択されうる。例えば、アクセス端末が高速度で移動している
と判定された場合、電力レベルは、（例えば、時間にわたるＣＱＩレポートの平均の関数
である）長期的ジオミトリに基づきうる電力制御アルゴリズムに応じて決定され、アクセ
ス端末が低速度で移動しているおよび／または静止していると推定された場合、電力レベ
ルは、（例えば、瞬時的ＣＱＩレポートのような）直近の未消去のＣＱＩレポートに基づ
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きうる電力制御アルゴリズムに応じて決定されうる。一例として、アクセス端末が高速度
で移動していると推定された場合、送信電力レベルは、ＣＱＩレポートの時間平均に基づ
くチャネル反転によって決定されうる（例えば、ＣＱＩレポートの平均は、基地局におい
て受信されたＣＱＩレポートから生成されうる。）。さらなる例によれば、アクセス端末
が低速度で移動しているか、および／または、静止していると推定される場合、送信電力
レベルは、瞬時的ＣＱＩレポートに基づくチャネル反転によって決定されうる。
【００６３】
　図６に移って、無線通信環境において、推定された速度に応じてＣＱＩ値をレポートす
ることを容易にする方法６００が例示される。６０２において、アクセス端末では、基地
局から取得したパイロットの評価に基づいて、瞬時的ＣＱＩレポートが判定されうる。例
えば、瞬時的ＣＱＩレポートは、フレームの平均キャリア／平均干渉（ａｖｇＣ／ａｖｇ
Ｉ）の計算値を含みうる（ここで、そのような値は、毎８フレームのうちの１フレームに
ついて計算されうる。）。６０４において、平均ＣＱＩレポートを生成するために、瞬時
的ＣＱＩレポートが、以前に判定された少なくとも１つの瞬時的ＣＱＩレポートを用いて
平均化されうる。６０６において、瞬時的ＣＱＩレポートの、以前に判定された少なくと
も１つの瞬時的ＣＱＩレポートとの時間相関に基づいて、アクセス端末の速度が、アクセ
ス端末において推定されうる。一例として、規格化された相関を計算するために、ＣＱＩ
レポートが、無限インパルス応答（ＩＩＲ）フィルタを用いて評価されうる。さらに、こ
の規格化された相関がしきい値を下回る場合（例えば、ＣＱＩ値の時間にわたる高速度な
変化により）、アクセス端末は高速度で移動していると判定されうる。さらに、規格化さ
れた相関がしきい値を上回る場合（例えば、ＣＱＩ値の時間にわたる低速度による変化、
および／または、無変化によって）、アクセス端末は低速度で移動しているか、および／
または、静止していると判定されうる。６０８において、電力制御に関連した利用のため
に推定された速度に基づいて、瞬時的ＣＱＩレポートまたは平均ＣＱＩレポートのうちの
１つが、基地局へ送信されうる。例えば、アクセス端末が低速度で移動しているか、ある
いは静止していると推定される場合、瞬時的ＣＱＩレポートが送信され、アクセス端末が
高速度で移動していると推定される場合、平均ＣＱＩレポートが送信されうる。
【００６４】
　本明細書に記載された１または複数の態様によれば、無線通信環境において、アクセス
端末速度を判定するためにＣＱＩレポートを評価し、そのように判定された速度を、電力
制御アルゴリズムを選択するために導入することに関して推論がなされうることが認識さ
れるだろう。本明細書で使用されるように、「推論する」または「推論」という用語は一
般に、イベントおよび／またはデータによって取得されるような観察のセットから、シス
テム、環境、および／または、ユーザの状態を推理または推論するプロセスを称する。推
論は、特定のコンテキストまたは動作を特定するために適用されるか、あるいは、例えば
状態にわたる確率分布を生成しうる。推論は、確率論的、すなわち、データおよびイベン
トの考慮に基づいて、興味のある状態にわたる確率分布を計算することでありうる。推論
はまた、イベントおよび／またはデータのセットから、より高いレベルのイベントを構築
するために適用される技術を称することができる。そのような推論によって、イベントが
時間的に近接していようといまいと、これらイベントおよびデータが１または幾つかのイ
ベント・ソースおよびデータ・ソースに由来していようと、観察されたイベントおよび／
または格納されたイベント・データのセットから、新たなイベントまたは動作を構築する
ことができる。
【００６５】
　一例によれば、上述した１または複数の方法は、ＣＱＩレポートに基づいてアクセス端
末の速度を判定することに関する推論を行うことを含みうる。さらなる例によれば、アク
セス端末の推定された速度に基づいて、アクセス端末に適用される電力制御アルゴリズム
を判定することに関する推論がなされうる。前述した例は、本質的に例示であって、その
ような推論が、本明細書で記載された様々な実施形態および／または方法と連携してなさ
れる推論の数あるいは方式を限定するとは意図されていないことが認識されよう。
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【００６６】
　図７は、無線通信システムにおいて、電力制御と関連して利用するために、ＣＱＩレポ
ートに基づく速度推定を適用するアクセス端末７００の例示である。アクセス端末７００
は、例えば受信アンテナ（図示せず）から信号を受信し、受信した信号について一般的な
動作（例えば、フィルタ、増幅、ダウンコンバート等）を実行し、この調整された信号を
デジタル化してサンプルを得る受信機７０２を備える。受信機７０２は、例えばＭＭＳＥ
受信機であり、受信したシンボルを復調し、それらをチャネル推定のためにプロセッサ７
０６へ送る復調器７０４を備えうる。プロセッサ７０６は、受信機７０２によって受信さ
れた情報を分析し、および／または、送信機７１６による送信のための情報を生成するこ
とに特化されたプロセッサ、アクセス端末７００の１または複数の構成要素を制御するプ
ロセッサ、および／または、受信機７０２によって受信された情報を分析することと、送
信機７１６による送信のための情報を生成することと、アクセス端末７００のうちの１ま
たは複数の構成要素を制御することとをすべて行うプロセッサでありうる。
【００６７】
　アクセス端末７００はさらに、プロセッサ７０６と動作可能に接続されたメモリ７０８
を備える。このメモリ７０８は、送信されるデータ、受信されたデータ、および、本明細
書に記載されたさまざまな動作および機能を実行することに関連するその他任意の適切な
情報を格納しうる。メモリ７０８はさらに、基地局へ送信するレポート（例えば、ＣＱＩ
レポート）を生成すること、送信するレポート（例えば、平均ＣＱＩレポート対瞬時的Ｃ
ＱＩレポート）を選択すること、および／または、生成されたレポートに基づいてアクセ
ス端末７００の速度を推定することとに関連付けられたプロトコルおよび／またはアルゴ
リズムを格納しうる。
【００６８】
　本明細書に記載されたデータ・ストア（例えば、メモリ７０８）は、揮発性メモリであ
るか、あるいは不揮発性メモリである。あるいは、揮発性メモリと不揮発性メモリとの両
方を含みうることが認識されるだろう。限定ではなく例示によって、不揮発性メモリは、
読取専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、電子的プログラマブル
ＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電子的消去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、あるいはフラッシュ
・メモリを含みうる。揮発性メモリは、外部キャッシュ・メモリとして動作するランダム
・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）を含みうる。限定ではなく例示によって、ＲＡＭは、例え
ばシンクロナスＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、シンクロナスＤ
ＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、ダブル・データ・レートＳＤＲＡＭ（ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ）、エ
ンハンストＳＤＲＡＭ（ＥＳＤＲＡＭ）、シンクリンクＤＲＡＭ（ＳＬＤＲＡＭ）、およ
びダイレクト・ラムバスＲＡＭ（ＤＲＲＡＭ）のような多くの形態で利用可能である。主
題となるシステムおよび方法のメモリ７０８は、限定される訳ではないが、これらおよび
その他任意の適切なタイプのメモリを備えることが意図される。
【００６９】
　受信機７０２はさらに、ＣＱＩレポート生成器／セレクタ７１０、および／または、速
度推定器７１２に動作可能に接続される。ＣＱＩレポート生成器／セレクタ７１０は、基
地局へ送信されうるＣＱＩレポートを生成するために、チャネルに関連付けられた条件、
パラメータ等を評価しうる。一例によれば、ＣＱＩレポート生成器／セレクタ７１０は、
瞬時的ＣＱＩレポートを生成しうる。瞬時的ＣＱＩレポートはその後、基地局へ送信され
うる。別の例として、ＣＱＩレポート生成器／セレクタ７１０は、瞬時的ＣＱＩレポート
を生成し、これら瞬時的ＣＱＩレポートを時間にわたって平均して、平均ＣＱＩレポート
を生成する。この例にしたがって、ＣＱＩレポート生成器／セレクタ７１０は、アクセス
端末７００の速度に基づいて、所与の時間において、この瞬時的ＣＱＩレポートまたは平
均ＣＱＩレポートを送信するかどうかを選択しうる。さらに、速度推定器７１２は、ＣＱ
Ｉレポート生成器／セレクタ７１０によって生成されたＣＱＩレポートの時間相関分析に
基づいて、アクセス端末７００の速度を推定しうる。送信されたＣＱＩレポート（例えば
、瞬時的ＣＱＩレポート、平均ＣＱＩレポート）は、その後、電力制御に関連して基地局



(25) JP 2011-509574 A 2011.3.24

10

20

30

40

50

によって利用されうる。ＣＱＩレポート生成器／セレクタ７１０は、図２のＣＱＩレポー
ト生成器２１０および／または図４のＣＱＩレポート・セレクタ４０４と実質的に類似し
うることが考慮される。さらに、速度推定器７１２は、図４の速度推定器４０２と実質的
に類似しうることが考慮される。アクセス端末７００はさらに、変調器７１４と、信号を
例えば基地局や他のアクセス端末等へ送信する送信機７１６とを備える。プロセッサ７０
６と別に示されているが、ＣＱＩレポート生成器／セレクタ７１０、速度推定器７１２、
および／または、変調器７１４は、プロセッサ７０６または多くのプロセセッサ（図示せ
ず）の一部でありうることが認識されるべきである。
【００７０】
　図８は、無線通信環境において、推定されたアクセス端末に基づく電力制御を適用する
システム８００の例示である。このシステム８００は、複数の受信アンテナ８０６によっ
て１または複数のモバイル・デバイス８０４から信号を受信する受信機８１０と、送信ア
ンテナ８０８によって１または複数のモバイル・デバイス８０４へ信号を送信する送信機
８２４とを備える、基地局８０２（例えば、アクセス・ポイント）を備える。受信機８１
０は、受信アンテナ８０６から情報を受信する。さらに、受信した情報を復調する復調器
８１２と動作可能に関連付けられている。復調されたシンボルは、図７に関連して上述さ
れたプロセッサと類似のプロセッサ８１４によって分析される。プロセッサ８１４は、モ
バイル・デバイス８０４（または（図示しない）別の基地局）へ／から送信される／受信
されたデータ、および／または、本明細書に記載されたさまざまな動作および機能を実行
することに関連するその他任意の適切な情報を格納するメモリ８１６に接続されている。
例えば、メモリ８１６は、本明細書に記載されているように、受信されたＣＱＩレポート
に応じてアクセス端末速度を推定することに関連する命令群を含みうる。プロセッサ８１
４はさらに、そのようなアクセス端末から受信されたＣＱＩ値の時間相関に基づいて、所
与のアクセス端末の速度を判定する速度推定器８１８に接続される。例えば、速度推定器
８１８は、受信したＣＱＩの時間にわたる変動に基づいて、この所与のアクセス端末が高
速度で移動しているか、あるいは、低速度で移動しているかを認識しうる。速度推定器８
１８は、速度推定器８１８によって判定された速度に基づいて、所与のアクセス端末のた
めに利用する電力制御アルゴリズムを選択する電力コントローラ８２０と動作可能に接続
されうる。さらに、電力コントローラ８２０は、所与のアクセス端末へダウンリンク送信
を送るために、選択された電力制御アルゴリズムを利用しうる。速度推定器８１８は、図
２の速度推定器２０６と実質的に類似しているか、および／または、電力コントローラ８
２０は、図２の電力コントローラ２０８と実質的に類似していることが考慮される。さら
に、電力コントローラ８２０は、データを送信する場合に利用されるべき電力レベルを設
定しうる。変調器８２２は、送信機８２４によってアンテナ８０８を介してアクセス端末
８０４へ送信されるフレームを多重化しうる。プロセッサ８１４と別に示されているが、
速度推定器８１８、電力コントローラ８２０、および／または、変調器８２２は、プロセ
ッサ８１４または多くのプロセッサ（図示せず）の一部でありうることが認識されるべき
である。
【００７１】
　図９は、無線通信システム９００の例を示す。無線通信システム９００は、簡潔さの目
的で、１つの基地局９１０と１つのアクセス端末９５０とを示している。しかしながら、
システム９００は、１より多い基地局、および／または、１より多いアクセス端末を含む
ことができ、これら追加の基地局および／またはアクセス端末は、以下に説明する基地局
９１０およびアクセス端末９５０の例と実質的に同じでも、別のものでもありうることが
認識されるべきである。それに加えて、基地局９１０および／またはアクセス端末９５０
は、その間の無線通信を容易にするために、本明細書に記載されたシステム（図１乃至図
４、図７および図８、図１０および図１１）および／または方法（図５および図６）を適
用しうることが認識されるべきである。
【００７２】
　基地局９１０では、多くのデータ・ストリームのためのトラフィック・データが、デー
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タ・ソース９１２から送信（ＴＸ）データ・プロセッサ９１４へ提供される。一例によれ
ば、おのおののデータ・ストリームは、それぞれのアンテナを介して送信される。ＴＸデ
ータ・プロセッサ９１４は、トラフィック・データ・ストリームをフォーマットし、この
データ・ストリームのために選択された特定の符合化スキームに基づいて符号化し、イン
タリーブして、符合化されたデータを提供する。
【００７３】
　おのおののデータ・ストリームの符合化されたデータは、直交周波数分割多重化（ＯＦ
ＤＭ）技術を用いてパイロット・データと多重化されうる。さらに、あるいは、その代わ
りに、パイロット・シンボルは、周波数分割多重化（ＦＤＭ）、時分割多重化（ＴＤＭ）
、あるいは符号分割多重化（ＣＤＭ）されうる。パイロット・データは一般に、既知の方
法で処理される既知のデータ・パターンであり、チャネル応答を推定するためにアクセス
端末９５０において使用されうる。おのおののデータ・ストリームについて多重化された
パイロットおよび符合化されたデータは、データ・ストリームのために選択された特定の
変調スキーム（例えば、バイナリ・フェーズ・シフト・キーイング（ＢＰＳＫ）、直交フ
ェーズ・シフト・キーイング（ＱＰＳＫ）、Ｍフェーズ・シフト・キーイング（Ｍ－ＰＳ
Ｋ）、Ｍ直交振幅変調（Ｍ－ＱＡＭ）等）に基づいて変調（例えば、シンボル・マップ）
され、変調シンボルが提供される。おのおののデータ・ストリームのデータ・レート、符
号化、および変調は、プロセッサ９３０によって実行または提供される命令によって決定
されうる。
【００７４】
　データ・ストリームの変調シンボルは、（例えば、ＯＦＤＭのために）変調シンボルを
処理するＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ９２０に提供される。ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ９２
０はその後、ＮＴ個の変調シンボル・ストリームを、ＮＴ個の送信機（ＴＭＴＲ）９２２
ａ乃至９２２ｔへ提供する。さまざまな実施形態において、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ９
２０は、データ・ストリームのシンボル、および、そのシンボルが送信されるアンテナへ
、ビームフォーミング重みを適用する。
【００７５】
　おのおのの送信機９２２は、１または複数のアナログ信号を提供するために、それぞれ
のシンボル・ストリームを受信して処理し、さらには、ＭＩＭＯチャネルを介した送信に
適切な変調信号を提供するために、このアナログ信号を調整（例えば、増幅、フィルタ、
およびアップコンバート）する。さらに、送信機９２２ａ乃至９２２ｔからのＮＴ個の変
調信号は、ＮＴ個のアンテナ９２４ａ乃至９２４ｔそれぞれから送信される。
【００７６】
　アクセス端末９５０では、送信された変調信号が、ＮＲ個のアンテナ９５２ａ乃至９５
２ｒによって受信され、おのおののアンテナ９５２から受信した信号が、それぞれの受信
機（ＲＣＶＲ）９５４ａ乃至９５４ｒへ提供される。おのおのの受信機９５４は、それぞ
れの信号を調整（例えば、フィルタ、増幅、およびダウンコンバート）し、この調整され
た信号をデジタル化してサンプルを提供し、さらにこのサンプルを処理して、対応する「
受信された」シンボル・ストリームを提供する。
【００７７】
　ＲＸデータ・プロセッサ９６０は、ＮＲ個の受信機９５４からＮＲ個のシンボル・スト
リームを受信し、受信されたこれらシンボル・ストリームを、特定の受信機処理技術に基
づいて処理して、ＮＴ個の「検出された」シンボル・ストリームを提供する。ＲＸデータ
・プロセッサ９６０は、検出されたおのおののシンボル・ストリームを復調し、デインタ
リーブし、復号して、そのデータ・ストリームのためのトラフィック・データを復元する
。ＲＸデータ・プロセッサ９６０による処理は、基地局９１０におけるＴＸ　ＭＩＭＯプ
ロセッサ９２０およびＴＸデータ・プロセッサ９１４によって実行されるものと相補的で
ある。
【００７８】
　プロセッサ９７０は、上述したように、どの事前符合化行列を使用するのかを定期的に
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決定する。さらに、プロセッサ９７０は、行列インデクス部およびランク値部を備えた逆
方向リンク・メッセージを規定することができる。
【００７９】
　逆方向リンク・メッセージは、通信リンクおよび／または受信されたデータ・ストリー
ムに関するさまざまなタイプの情報を備えうる。逆方向リンク・メッセージは、多くのデ
ータ・ストリームに関するトラフィック・データをデータ・ソース９３６から受け取るＴ
Ｘデータ・プロセッサ９３８によって処理され、変調器９８０によって変調され、送信機
９５４ａ乃至９５４ｒによって調整され、基地局９１０へ送り戻される。
【００８０】
　基地局９１０では、アクセス端末９５０からの変調信号が、アンテナ９２４によって受
信され、受信機９２２によって調整され、復調器９４０によって復調され、ＲＸデータ・
プロセッサ９４２によって処理されて、アクセス端末９５０によって送信された逆方向リ
ンク・メッセージを抽出する。さらに、プロセッサ９３０は、ビームフォーミング重みを
決定するためにどの事前符合化行列を使用するかを決定するために、この抽出されたメッ
セージを処理する。
【００８１】
　プロセッサ９３０およびプロセッサ９７０は、基地局９１０およびモバイル・デバイス
９５０それぞれにおける動作を指示（例えば、制御、調整、管理等）する。プロセッサ９
３０およびプロセッサ９７０はそれぞれ、プログラム・コードおよびデータを格納するメ
モリ９３２およびメモリ９７２に関連付けられうる。プロセッサ９３０およびプロセッサ
９７０はまた、アップリンクおよびダウンリンクそれぞれのための周波数およびインパル
ス応答推定値を導出する計算をも実行する。
【００８２】
　態様では、論理チャネルが、制御チャネルとトラフィック・チャネルとに分類される。
論理制御チャネルは、システム制御情報をブロードキャストするためのＤＬチャネルであ
るブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）を含みうむ。さらに、論理制御チャネルは
、ページング情報を転送するＤＬチャネルであるページング制御チャネル（ＰＣＣＨ）を
含みうる。さらに、論理制御チャネルは、１またはいくつかのＭＴＣＨのためにマルチメ
ディア・ブロードキャストおよびマルチキャスト・サービス（ＭＢＭＳ）スケジュールお
よび制御情報を送信するために使用されるポイント・トゥ・マルチポイントＤＬチャネル
であるマルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ）を備えうる。一般に、ラジオ・リソース
制御（ＲＲＣ）接続を確立した後、このチャネルは、ＭＢＭＳ（注：旧ＭＣＣＨ＋ＭＳＣ
Ｈ）を受信するＵＥによってのみ使用される。さらに、論理制御チャネルは、専用制御情
報を送信するポイント・トゥ・ポイント双方向チャネルであり、ＲＲＣ接続を有するＵＥ
によって使用される専用制御チャネル（ＤＣＣＨ）を含みうる。態様では、論理トラフィ
ック・チャネルは、ユーザ情報を転送するための、１つのＵＥに専用のポイント・トゥ・
ポイント双方向チャネルである専用トラフィック・チャネル（ＤＴＣＨ）を備えうる。ま
た、論理トラフィック・チャネルは、トラフィック・データを送信するためのポイント・
トゥ・マルチポイントＤＬチャネルのためのマルチキャスト・トラフィック・チャネル（
ＭＴＣＨ）を含みうる。
【００８３】
　態様では、伝送チャネルが、ＤＬとＵＬとに分類される。ＤＬ伝送チャネルは、ブロー
ドキャスト・チャネル（ＢＣＨ）、ダウンリンク共有データ・チャネル（ＤＬ－ＳＤＣＨ
）、およびページング・チャネル（ＰＣＨ）を備える。ＰＣＨは、セル全体にわたってブ
ロードキャストされ、他の制御／トラフィック・チャネルのために使用される物理レイヤ
（ＰＨＹ）リソースへマップされることによって、ＵＥの節電をサポートする（例えば、
不連続受信（ＤＲＸ）サイクルが、ネットワークによってＵＥへ示されうる等）。ＵＬ伝
送チャネルは、ランダム・アクセス・チャネル（ＲＡＣＨ）、要求チャネル（ＲＥＱＣＨ
）、アップリンクは共有データ・チャネル（ＵＬ－ＳＤＣＨ）、および複数のＰＨＹチャ
ネルを備える。
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【００８４】
　ＰＨＹチャネルは、ＤＬチャネルとＵＬチャネルとのセットを含みうる。例えば、ＤＬ
　ＰＨＹチャネルは以下を含みうる。共通パイロット・チャネル（ＣＰＩＣＨ）、同期チ
ャネル（ＳＣＨ）、共通制御チャネル（ＣＣＣＨ）、共有ＤＬ制御チャネル（ＳＤＣＣＨ
）、マルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ）、共有ＵＬ割当チャネル（ＳＵＡＣＨ）、
アクノレッジメント・チャネル（ＡＣＫＣＨ）、ＤＬ物理共有データ・チャネル（ＤＬ－
ＰＳＤＣＨ）、ＵＬ電力制御チャネル（ＵＰＣＣＨ）、ページング・インジケータ・チャ
ネル（ＰＩＣＨ）、負荷インジケータ・チャネル（ＬＩＣＨ）。さらなる実例として、Ｕ
Ｌ　ＰＨＹチャネルは、以下を含みうる。物理ランダム・アクセス・チャネル（ＰＲＡＣ
Ｈ）、チャネル品質インジケータ・チャネル（ＣＱＩＣＨ）、アクノレッジメント・チャ
ネル（ＡＣＫＣＨ）、アンテナ・サブセット・インジケータ・チャネル（ＡＳＩＣＨ）、
共有要求チャネル（ＳＲＥＱＣＨ）、ＵＬ物理共有データ・チャネル（ＵＬ－ＰＳＤＣＨ
）、ブロードキャスト・パイロット・チャネル（ＢＰＩＣＨ）。
【００８５】
　本明細書に記載の実施形態は、ハードウェア、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、あるいはこれらの任意の組み合わせによって実現されうること
が理解されるべきである。ハードウェアで実現する場合、処理ユニットは、１または複数
の特定用途向けＩＣ（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル信号処
理デバイス（ＤＳＰＤ）、プログラム可能論理回路（ＰＬＤ）、フィールドプログラム可
能ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）、プロセッサ、コントローラ、マイクロ・コントローラ、
マイクロプロセッサ、本明細書に記載の機能を実行するために設計されたその他の電子ユ
ニット、あるいはこれらの組み合わせ内に実装されうる。
【００８６】
　これら実施形態が、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェアあるいはマイクロコ
ード、プログラム・コードあるいはコード・セグメントで実現される場合、これらは、例
えば記憶要素のようなコンピュータ読取可能媒体、機械読取可能媒体を有するコンピュー
タ・プログラム製品内に格納されうる。コード・セグメントは、手順、機能、サブプログ
ラム、プログラム、ルーチン、サブルーチン、モジュール、ソフトウェア・パッケージ、
クラス、または、命令、データ構造、あるいはプログラム文からなる任意の組み合わせを
表すことができる。コード・セグメントは、情報、データ、引数、パラメータ、あるいは
記憶内容の引渡しおよび／または受信を行うことによって、他のコード・セグメントまた
はハードウェア回路に接続されうる。情報、引数、パラメータ、データ等は、メモリ共有
、メッセージ引渡し、トークン引渡し、ネットワーク送信等を含む任意の適切な手段を用
いて引渡し、転送、あるいは送信されうる。
【００８７】
　ソフトウェアで実現する場合、本明細書に記載のこれら技術は、本明細書に記載の機能
を実行するモジュール（例えば、手順、機能等）を用いて実現されうる。ソフトウェア・
コードは、メモリ・ユニット内に格納され、プロセッサによって実行されうる。メモリ・
ユニットは、プロセッサ内部またはプロセッサ外部に実装されうる。プロセッサ外部に実
装される場合、メモリ・ユニットは、当該技術分野で周知のさまざまな手段によってプロ
セッサと通信可能に接続されうる。
【００８８】
　図１０を参照して、無線通信環境において、アクセス端末速度を考慮することに基づい
て電力を制御することを可能にするシステム１０００が例示される。例えば、システム１
０００は、基地局内に少なくとも部分的に存在することができる。システム１０００は、
プロセッサ、ソフトウェア、または（例えば、ファームウェアのような）これらの組み合
わせによって実現される機能を表す機能ブロックでありうる機能ブロックを含むものとし
て表されることが認識されるべきである。システム１０００は、連携して動作しうる電子
構成要素からなる論理グループ１００２を含む。例えば、論理グループ１００２は、アク
セス端末からＣＱＩレポートを取得するための電子構成要素１００４を含みうる。さらに



(29) JP 2011-509574 A 2011.3.24

10

20

30

40

、論理グループ１００２は、アクセス端末の速度を推定するための電子構成要素１００６
を含みうる。例えば、論理グループ１００２は、ＣＱＩレポートの、アクセス端末から以
前に受信した少なくとも１つのＣＱＩレポートとの時間相関に基づいてアクセス端末の速
度を推定するための電子構成要素（図示せず）を含みうる。さらに、論理グループ１００
２は、少なくともＣＱＩレポートと、推定された速度とに基づいて、アクセス端末へ送信
するための電力レベルを特定するための電子構成要素１００８を含みうる。さらに、シス
テム１０００は、電子構成要素１００４、１００６、１００８に関連付けられた機能を実
行するための命令群を保持するメモリ１０１０を含みうる。メモリ１０１０の外側にある
と示されているが、電子構成要素１００４、１００６、１００８のうちの１または複数は
、メモリ１０１０内に存在しうることも理解されるべきである。
【００８９】
　図１１に示すように、無線通信環境において、電力制御と関連して利用されるアクセス
端末速度に応じて、基地局へ送信するＣＱＩレポートを選択することを可能にするシステ
ム１１００が例示される。例えば、システム１１００は、アクセス端末内に存在しうる。
システム１１００は、プロセッサ、ソフトウェア、または（例えば、ファームウェアのよ
うな）これらの組み合わせによって実現される機能を表す機能ブロックでありうる機能ブ
ロックを含むものとして表されることが認識されるべきである。システム１１００は、連
携して動作しうる電子構成要素からなる論理グループ１１０２を含む。例えば、論理グル
ープ１１０２は、瞬時的ＣＱＩレポートを生成するための電子構成要素１００４を含みう
る。さらに、論理グループ１１０２は、平均ＣＱＩレポートを生成するために、瞬時的Ｃ
ＱＩレポートを、少なくとも１つの以前に生成された瞬時的ＣＱＩレポートを用いて平均
化するための電子構成要素１１０６を含みうる。さらに、論理グループ１１０２は、瞬時
的ＣＱＩレポートの、少なくとも１つの以前に生成された瞬時的ＣＱＩレポートとの時間
相関に基づいて、速度を推定するための電子構成要素１１０８を備えうる。論理グループ
１１０２はまた、推定された速度に基づいて、瞬時的ＣＱＩレポートまたは平均ＣＱＩレ
ポートのうちの１つを送信するための電子構成要素１１１０を含みうる。瞬時的ＣＱＩレ
ポートと平均ＣＱＩレポートとのうちの送信された１つは、電力制御を有効にするするた
めに、基地局によって利用されうる。さらに、システム１１００は、電子構成要素１１０
４、１１０６、１１０８、１１１０に関連付けられた機能を実行するための命令群を保持
するメモリ１１１２を含みうる。メモリ１１１２の外側にあると示されているが、電子構
成要素１１０４、１１０６、１１０８、１１１０のうちの１または複数は、メモリ１１１
２内に存在しうることが理解されるべきである。
【００９０】
　上述されたものは、１または複数の実施形態の例を含んでいる。もちろん、上述した実
施形態を説明する目的で、構成要素または方法論の考えられるすべての組み合わせを記述
することは可能ではないが、当業者であれば、さまざまな実施形態のさらに多くの組み合
わせおよび置き換えが可能であることを認識することができる。したがって、記載された
実施形態は、請求項の精神および範囲内にあるそのようなすべての変更、修正、および変
形を含むことが意図される。さらにまた、用語「含む」が、詳細説明あるいは請求項のう
ちの何れかで使用されている限り、その用語は、用語「備える」が、請求項における遷移
語として適用される場合に解釈されるように、用語「備える」と同様に包括的であること
が意図される。
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