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(57)【要約】
　本開示のいくつかの態様は、１つまたは複数のアクセ
スポイントに対する１つまたは複数のアップリンクチャ
ネルでのアップリンク送信の送信電力を調整するために
少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムが利用さ
れるときの、アップリンク電力制御のための方法および
装置に関する。本方法は、チャネルおよび／またはシス
テムパラメータに基づく１つまたは複数の電力ヘッドル
ームレポート（ＰＨＲ）を送信することを含む。さらに
、アップリンクチャネルのための電力制御を、それらの
アップリンクチャネルに異なる電力制御アルゴリズムが
使用されるときに整合させる方法が提示される。さらに
、電力制御アルゴリズムが基づく基準信号の間の切替え
を補償する方法が提案される。
【選択図】図１０



(2) JP 2015-514353 A 2015.5.18

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための方法であって、
　少なくとも１つのアクセスポイントに対する同じアップリンクチャネルでのアップリン
ク送信の送信電力を調整するために少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムを利用
することと、
　利用される別個の電力制御アルゴリズムの数に関係なく単一の電力ヘッドルームレポー
ト（ＰＨＲ）を送信することと
を備え、前記単一のＰＨＲは、現在のアップリンク送信電力としきい値との比較に基づい
て生成される、方法。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのアクセスポイントに対する前記アップリンクチャネルは、単一の
コンポーネントキャリア上にある、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記２つの別個の電力制御アルゴリズムは、２つ以上のアップリンクチャネルでのアッ
プリンク送信の送信電力を調整するために使用される、
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのアクセスポイントは、前記ＵＥとの多地点協調（ＣｏＭＰ）動作
に関わるアクセスポイントセットの一部である、
請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　アクセスポイントが前記単一のＰＨＲから、前記少なくとも２つの別個の電力制御アル
ゴリズムに対応する電力状況を決定できるように、前記少なくとも２つの別個の電力制御
アルゴリズムの間の関係は、決定論的なものである、
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムは、
　物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）のための少なくとも２つの電力制御アル
ゴリズムと、
　物理アップリンク制御チャネルのための少なくとも１つの電力制御アルゴリズムと
を備える、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記単一のＰＨＲは、前記少なくとも２つの電力制御アルゴリズムの第１の電力制御ア
ルゴリズムに基づいて生成される、
請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記単一のＰＨＲの前記送信は、半静的設定に基づく、
請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記単一のＰＨＲの前記送信は、イベントトリガベースである、
請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記単一のＰＨＲは、少なくとも２つのタイプのうちの１つとして生成され、前記少な
くとも２つのタイプは、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）のみに基づく第１
のタイプと、ＰＵＳＣＨおよび物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）に基づく第
２のタイプとを備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
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　アクセスポイントによるワイヤレス通信のための方法であって、
　前記アクセスポイントに対する同じアップリンクチャネルでの送信電力を調整するため
に少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムを利用しているユーザ機器（ＵＥ）から
アップリンク送信を受信することと、
　利用される別個の電力制御アルゴリズムの数に関係なく、単一の電力ヘッドルームレポ
ート（ＰＨＲ）を受信することと
を備え、前記単一のＰＨＲは、現在のアップリンク送信電力としきい値との比較に基づい
て生成される、方法。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのアクセスポイントに対する前記アップリンクチャネルは、単一の
コンポーネントキャリア上にある、
請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記２つの別個の電力制御アルゴリズムは、２つ以上のアップリンクチャネルでのアッ
プリンク送信の送信電力を調整するために使用される、
請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記アクセスポイントが、前記単一のＰＨＲから、前記少なくとも２つの別個の電力制
御アルゴリズムに対応する電力状況を決定できるように、前記少なくとも２つの別個の電
力制御アルゴリズムの間の関係は、決定論的なものである、
請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記単一のＰＨＲは、前記少なくとも２つの電力制御アルゴリズムの第１の電力制御ア
ルゴリズムに基づいて生成される、
請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記単一のＰＨＲは、前記ＵＥによって、少なくとも２つのタイプのうちの１つとして
生成され、前記少なくとも２つのタイプは、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ
）のみに基づく第１のタイプと、ＰＵＳＣＨおよび物理アップリンク制御チャネル（ＰＵ
ＣＣＨ）に基づく第２のタイプとを備える、
請求項１１に記載の方法。
【請求項１７】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための方法であって、
　少なくとも１つのアクセスポイントに対する同じアップリンクチャネルでのアップリン
ク送信の送信電力を調整するために少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムを利用
することと、
　現在のアップリンク送信電力としきい値との比較に基づいてそれぞれ生成された少なく
とも２つの電力ヘッドルームレポート（ＰＨＲ）を送信することと
を備える、方法。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つのアクセスポイントに対する前記アップリンクチャネルは、単一の
コンポーネントキャリア上にある、
請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記２つの別個の電力制御アルゴリズムは、２つ以上のアップリンクチャネルでのアッ
プリンク送信の送信電力を調整するために使用される、
請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　アクセスポイントが単一のＰＨＲから、前記少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリ
ズムのすべてに対応する電力状況を容易に決定できないように、前記少なくとも２つの別
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個の電力制御アルゴリズムの間の関係は、非決定論的なものである、
請求項１７に記載の方法。
【請求項２１】
　送信されるＰＨＲの数は、少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムが利用される
アップリンクチャネルの数に依存する、
請求項１７に記載の方法。
【請求項２２】
　物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）に少なくとも２つの電力制御アルゴリズ
ムが使用され、
　前記ＰＵＳＣＨに使用される第１の電力制御アルゴリズムに少なくとも部分的に基づい
て第１のＰＨＲが生成され、
　前記ＰＵＳＣＨのための第２の電力制御アルゴリズムに少なくとも部分的に基づいて第
２のＰＨＲが生成される、
請求項１７に記載の方法。
【請求項２３】
　少なくとも２つの電力制御アルゴリズムは、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣ
Ｈ）のために使用され、
　少なくとも２つの電力制御アルゴリズムは、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣ
Ｈ）のために使用され、
　第１のＰＨＲは、前記ＰＵＳＣＨに使用される第１の電力制御アルゴリズムまたは前記
ＰＵＣＣＨに使用される第１の電力制御アルゴリズムのうちの少なくとも１つに基づいて
生成され、
　第２のＰＨＲは、前記ＰＵＳＣＨに使用される第１の電力制御アルゴリズムまたは前記
ＰＵＣＣＨに使用される第２の電力制御アルゴリズムのうちの少なくとも１つに基づいて
生成される、
請求項１７に記載の方法。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つのアップリンクチャネルの各々のための前記別個の電力制御アルゴ
リズムの各々によって利用される仮想セルＩＤを決定することと、
　少なくとも前記仮想セルＩＤに基づいて前記少なくとも２つのＰＨＲのうちの１つと前
記少なくとも１つのアップリンクチャネルの各々のための前記別個の電力制御アルゴリズ
ムの各々との関連付けを決定することと
をさらに備える、請求項１７に記載の方法。
【請求項２５】
　アクセスポイントによるワイヤレス通信のための方法であって、
　前記アクセスポイントに対する同じアップリンクチャネルでの送信電力を調整するため
に少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムを利用しているユーザ機器（ＵＥ）から
アップリンク送信を受信することと、
　現在のアップリンク送信電力としきい値との比較に基づいてそれぞれ生成された少なく
とも２つの電力ヘッドルームレポート（ＰＨＲ）を受信することと
を備える方法。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つのアクセスポイントに対する前記アップリンクチャネルは、単一の
コンポーネントキャリア上にある、
請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記２つの別個の電力制御アルゴリズムは、２つ以上のアップリンクチャネルでのアッ
プリンク送信の送信電力を調整するために使用される、
請求項２５に記載の方法。
【請求項２８】
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　前記アクセスポイントは単一のＰＨＲから、前記少なくとも２つの別個の電力制御アル
ゴリズムのすべてに対応する電力状況を容易に決定しないように、前記少なくとも２つの
別個の電力制御アルゴリズムの間の関係は、非決定論的なものである、
請求項２５に記載の方法。
【請求項２９】
　前記ＵＥによって送信されるＰＨＲの数は、少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリ
ズムが利用されるアップリンクチャネルの数に依存する、請求項２５に記載の方法。
【請求項３０】
　少なくとも２つの電力制御アルゴリズムは、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣ
Ｈ）のために前記ＵＥによって使用され、
　第１のＰＨＲは、前記ＰＵＳＣＨのために前記ＵＥによって使用される第１の電力制御
アルゴリズムに少なくとも部分的に基づいて生成され、
　第２のＰＨＲは、前記ＰＵＳＣＨのために前記ＵＥによって使用される第２の電力制御
アルゴリズムに少なくとも部分的に基づいて生成される、
請求項２５に記載の方法。
【請求項３１】
　少なくとも２つの電力制御アルゴリズムは、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣ
Ｈ）のために前記ＵＥによって使用され、
　少なくとも２つの電力制御アルゴリズムは、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣ
Ｈ）のために前記ＵＥによって使用され、
　前記ＰＵＳＣＨのために前記ＵＥによって使用される第１の電力制御アルゴリズムまた
は前記ＰＵＣＣＨのために使用される第１の電力制御アルゴリズムのうちの少なくとも１
つに基づいて第１のＰＨＲが生成され、
　前記ＰＵＳＣＨのために前記ＵＥによって使用される第１の電力制御アルゴリズムまた
は前記ＰＵＣＣＨのために使用される第２の電力制御アルゴリズムのうちの少なくとも１
つに基づいて第２のＰＨＲが生成される、
請求項２５に記載の方法。
【請求項３２】
　前記少なくとも２つのＰＨＲは、仮想セルＩＤに基づく前記少なくとも２つのＰＨＲの
うちの１つと前記少なくとも１つのアップリンクチャネルの各々のための前記別個の電力
制御アルゴリズムの各々との関連付けに基づいて生成される、
請求項２５に記載の方法。
【請求項３３】
　前記ＵＥによる前記ＰＨＲの各々の前記送信は、別個の半静的設定に基づく、
請求項２５に記載の方法。
【請求項３４】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための方法であって、
　少なくとも１つのアクセスポイントに対する少なくとも１つのアップリンクチャネルで
のアップリンク送信の送信電力を調整するために少なくとも２つの別個の電力制御アルゴ
リズムを利用することと、
　アップリンクチャネルのための電力制御を、それらのアップリンクチャネルに異なる電
力制御アルゴリズムが使用されるときに整合させるアクションをとることと
を備える方法。
【請求項３５】
　前記少なくとも１つのアクセスポイントは、前記ＵＥとの多地点協調（ＣｏＭＰ）動作
に関わるアクセスポイントセットの一部である、
請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　２つのアップリンクチャネルのための前記別個の電力制御アルゴリズムは、少なくとも
ある時間で、異なる基準信号（ＲＳ）を利用する、
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請求項３４に記載の方法。
【請求項３７】
　アクションをとることは、共通基準信号に前記アップリンクチャネルのための少なくと
もいくつかの送信のための送信電力制御を基づかせることを備える、
請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
　２つのアップリンクチャネルのための前記別個の電力制御アルゴリズムは、少なくとも
ある時間で、異なる累積電力制御関数を利用する、
請求項３４に記載の方法。
【請求項３９】
　アクションをとることは、
　第１の所定の時間にわたり第１のアップリンクチャネルに第１の電力制御アルゴリズム
を利用することと、
　第２の所定の時間にわたり前記第１のアップリンクチャネルに第２の電力制御アルゴリ
ズムを利用することと
を備える、請求項３４に記載の方法。
【請求項４０】
　異なる電力制御アルゴリズムを利用することは、アップリンク動作状況に基づく、
請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　前記第１および第２の所定の時間は、シグナリングに基づく、
請求項３９に記載の方法。
【請求項４２】
　アクションをとることは、
　サブフレームに物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）送信がある場合に、前記
サブフレームにおけるアップリンク送信に第１の電力制御アルゴリズムを適用することと
、
　前記サブフレームにＰＵＳＣＨ送信がない場合に、前記サブフレームにおける前記アッ
プリンク送信に第２の電力制御アルゴリズムを適用することと
を備える、請求項３４に記載の方法。
【請求項４３】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための方法であって、
　少なくとも１つのアクセスポイントに対する少なくとも１つのアップリンクチャネルで
のアップリンク送信の送信電力を調整するために少なくとも１つの電力制御アルゴリズム
を利用することと、
　前記少なくとも１つの電力制御アルゴリズムが基づく基準信号（ＲＳ）の間の切替えを
補償するアクションをとることと
を備える方法。
【請求項４４】
　前記アクションは、同じタイプであるが、異なるセルから送信されるＲＳの間の前記切
替えを補償することをとる、請求項４３に記載の方法。
【請求項４５】
　前記切替えは、前記ＵＥにシグナリングされる、
請求項４３に記載の方法。
【請求項４６】
　前記アクションは、累積電力制御関数を既知の値にリセットすることを備える、
請求項４３に記載の方法。
【請求項４７】
　前記アクションは、前記切替えに起因するパスロスの推定される変動に基づいて累積電
力制御関数を調整することを備える、



(7) JP 2015-514353 A 2015.5.18

10

20

30

40

50

請求項４３に記載の方法。
【請求項４８】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための装置であって、
　少なくとも１つのアクセスポイントに対する同じアップリンクチャネルでのアップリン
ク送信の送信電力を調整するために少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムを利用
するための手段と、
　利用される別個の電力制御アルゴリズムの数に関係なく、単一の電力ヘッドルームレポ
ート（ＰＨＲ）を送信するための手段と
を備え、前記単一のＰＨＲは、現在のアップリンク送信電力としきい値との比較に基づい
て生成される、装置。
【請求項４９】
　前記少なくとも１つのアクセスポイントに対する前記アップリンクチャネルは、単一の
コンポーネントキャリア上にある、
請求項４８に記載の装置。
【請求項５０】
　前記２つの別個の電力制御アルゴリズムは、２つ以上のアップリンクチャネルでのアッ
プリンク送信の送信電力を調整するために使用される、
請求項４８に記載の装置。
【請求項５１】
　前記少なくとも１つのアクセスポイントは、前記ＵＥとの多地点協調（ＣｏＭＰ）動作
に関わるアクセスポイントのセットの一部である、
請求項４８に記載の装置。
【請求項５２】
　アクセスポイントが前記単一のＰＨＲから、前記少なくとも２つの別個の電力制御アル
ゴリズムに対応する電力状況を決定するように、前記少なくとも２つの別個の電力制御ア
ルゴリズムの間の関係は、決定論的なものである、
請求項４８に記載の装置。
【請求項５３】
　前記少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムは、
　物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）のための少なくとも２つの電力制御アル
ゴリズムと、
　物理アップリンク制御チャネルのための少なくとも１つの電力制御アルゴリズムと
を備える、請求項５２に記載の装置。
【請求項５４】
　前記単一のＰＨＲは、前記少なくとも２つの電力制御アルゴリズムの第１の電力制御ア
ルゴリズムに基づいて生成される、
請求項４８に記載の装置。
【請求項５５】
　前記単一のＰＨＲの前記送信は、半静的設定に基づく、
請求項４８に記載の装置。
【請求項５６】
　前記単一のＰＨＲの前記送信は、イベントトリガベースである、
請求項４８に記載の装置。
【請求項５７】
　前記単一のＰＨＲは、少なくとも２つのタイプのうちの１つとして生成され、前記少な
くとも２つのタイプは、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）のみに基づく第１
のタイプと、ＰＵＳＣＨおよび物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）に基づく第
２のタイプとを備える、
請求項４８に記載の装置。
【請求項５８】
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　アクセスポイントによるワイヤレス通信のための装置であって、
　前記アクセスポイントに対する同じアップリンクチャネルでの送信電力を調整するため
に少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムを利用しているユーザ機器（ＵＥ）から
アップリンク送信を受信するための手段と、
　利用される別個の電力制御アルゴリズムの数に関係なく、単一の電力ヘッドルームレポ
ート（ＰＨＲ）を受信するための手段と
を備え、前記単一のＰＨＲは、現在のアップリンク送信電力としきい値との比較に基づい
て生成される、装置。
【請求項５９】
　前記少なくとも１つのアクセスポイントに対する前記アップリンクチャネルは、単一の
コンポーネントキャリア上にある、
請求項５８に記載の装置。
【請求項６０】
　前記２つの別個の電力制御アルゴリズムは、２つ以上のアップリンクチャネルでのアッ
プリンク送信の送信電力を調整するために使用される、
請求項５８に記載の装置。
【請求項６１】
　前記アクセスポイントが前記単一のＰＨＲから、前記少なくとも２つの別個の電力制御
アルゴリズムに対応する電力状況を決定するように、前記少なくとも２つの別個の電力制
御アルゴリズムの間の関係は、決定論的なものである、
請求項５８に記載の装置。
【請求項６２】
　前記単一のＰＨＲは、前記少なくとも２つの電力制御アルゴリズムの第１の電力制御ア
ルゴリズムに基づいて生成される、
請求項５８に記載の装置。
【請求項６３】
　前記単一のＰＨＲは、前記ＵＥによって、少なくとも２つのタイプのうちの１つとして
生成され、前記少なくとも２つのタイプは、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ
）のみに基づく第１のタイプと、ＰＵＳＣＨおよび物理アップリンク制御チャネル（ＰＵ
ＣＣＨ）に基づく第２のタイプとを備える、
請求項５８に記載の装置。
【請求項６４】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための装置であって、
　少なくとも１つのアクセスポイントに対する同じアップリンクチャネルでのアップリン
ク送信の送信電力を調整するために少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムを利用
するための手段と、
　現在のアップリンク送信電力としきい値との比較に基づいてそれぞれ生成された少なく
とも２つの電力ヘッドルームレポート（ＰＨＲ）を送信するための手段と
を備える装置。
【請求項６５】
　前記少なくとも１つのアクセスポイントに対する前記アップリンクチャネルは、単一の
コンポーネントキャリア上にある、
請求項６４に記載の装置。
【請求項６６】
　前記２つの別個の電力制御アルゴリズムは、２つ以上のアップリンクチャネルでのアッ
プリンク送信の送信電力を調整するために使用される、
請求項６４に記載の装置。
【請求項６７】
　アクセスポイントは単一のＰＨＲから、前記少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリ
ズムのすべてに対応する電力状況を容易に決定しないように、前記少なくとも２つの別個
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の電力制御アルゴリズムの間の関係は、非決定論的なものである、
請求項６４に記載の装置。
【請求項６８】
　送信されるＰＨＲの数は、少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムが利用される
アップリンクチャネルの数に依存する、
請求項６４に記載の装置。
【請求項６９】
　少なくとも２つの電力制御アルゴリズムは、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣ
Ｈ）のために使用され、
　第１のＰＨＲは、前記ＰＵＳＣＨに使用される第１の電力制御アルゴリズムに少なくと
も部分的に基づいて生成され、
　第２のＰＨＲは、前記ＰＵＳＣＨのための第２の電力制御アルゴリズムに少なくとも部
分的に基づいて生成される、
請求項６４に記載の装置。
【請求項７０】
　少なくとも２つの電力制御アルゴリズムは、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣ
Ｈ）のために使用され、
　少なくとも２つの電力制御アルゴリズムは、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣ
Ｈ）のために使用され、
　第１のＰＨＲは、前記ＰＵＳＣＨに使用される第１の電力制御アルゴリズムまたは前記
ＰＵＣＣＨに使用される第１の電力制御アルゴリズムのうちの少なくとも１つに基づいて
生成され、
　第２のＰＨＲは、前記ＰＵＳＣＨに使用される第１の電力制御アルゴリズムまたは前記
ＰＵＣＣＨに使用される第２の電力制御アルゴリズムのうちの少なくとも１つに基づいて
生成される、
請求項６４に記載の装置。
【請求項７１】
　前記少なくとも１つのアップリンクチャネルの各々のための前記別個の電力制御アルゴ
リズムの各々によって利用される仮想セルＩＤを決定するための手段と、
　少なくとも前記仮想セルＩＤに基づいて前記少なくとも２つのＰＨＲのうちの１つと前
記少なくとも１つのアップリンクチャネルの各々のための前記別個の電力制御アルゴリズ
ムの各々との関連付けを決定するための手段と
をさらに備える、請求項６４に記載の装置。
【請求項７２】
　アクセスポイントによるワイヤレス通信のための装置であって、
　前記アクセスポイントに対する同じアップリンクチャネルでの送信電力を調整するため
に少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムを利用しているユーザ機器（ＵＥ）から
アップリンク送信を受信するための手段と、
　現在のアップリンク送信電力としきい値との比較に基づいてそれぞれ生成された少なく
とも２つの電力ヘッドルームレポート（ＰＨＲ）を受信するための手段と
を備える装置。
【請求項７３】
　前記少なくとも１つのアクセスポイントに対する前記アップリンクチャネルは、単一の
コンポーネントキャリア上にある、
請求項７２に記載の装置。
【請求項７４】
　前記２つの別個の電力制御アルゴリズムは、２つ以上のアップリンクチャネルでのアッ
プリンク送信の送信電力を調整するために使用される、
請求項７２に記載の装置。
【請求項７５】
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　前記アクセスポイントが単一のＰＨＲから、前記少なくとも２つの別個の電力制御アル
ゴリズムのすべてに対応する電力状況を容易に決定しないように、前記少なくとも２つの
別個の電力制御アルゴリズムの間の関係は、非決定論的なものである、
請求項７２に記載の装置。
【請求項７６】
　前記ＵＥによって送信されるＰＨＲの数は、少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリ
ズムが利用されるアップリンクチャネルの数に依存する、
請求項７２に記載の装置。
【請求項７７】
　少なくとも２つの電力制御アルゴリズムは、前記ＵＥによって物理アップリンク共有チ
ャネル（ＰＵＳＣＨ）のために使用され、
　第１のＰＨＲは、前記ＵＥによって前記ＰＵＳＣＨに使用される第１の電力制御アルゴ
リズムに少なくとも部分的に基づいて生成され、
　第２のＰＨＲは、前記ＵＥによって前記ＰＵＳＣＨに使用される第２の電力制御アルゴ
リズムに少なくとも部分的に基づいて生成される、
請求項７２に記載の装置。
【請求項７８】
　少なくとも２つの電力制御アルゴリズムは、前記ＵＥによって物理アップリンク共有チ
ャネル（ＰＵＳＣＨ）のために使用され、
　少なくとも２つの電力制御アルゴリズムは、前記ＵＥによって物理アップリンク制御チ
ャネル（ＰＵＣＣＨ）のために使用され、
　第１のＰＨＲは、前記ＵＥによって前記ＰＵＳＣＨに使用される第１の電力制御アルゴ
リズムまたは前記ＰＵＣＣＨに使用される第１の電力制御アルゴリズムのうちの少なくと
も１つに基づいて生成され、
　第２のＰＨＲは、前記ＵＥによって前記ＰＵＳＣＨに使用される第１の電力制御アルゴ
リズムまたは前記ＰＵＣＣＨに使用される第２の電力制御アルゴリズムのうちの少なくと
も１つに基づいて生成される、
請求項７２に記載の装置。
【請求項７９】
　前記少なくとも２つのＰＨＲは、仮想セルＩＤに基づく前記少なくとも２つのＰＨＲの
うちの１つと前記少なくとも１つのアップリンクチャネルの各々のための前記別個の電力
制御アルゴリズムの各々との関連付けに基づいて生成される、
請求項７２に記載の装置。
【請求項８０】
　前記ＵＥによる前記ＰＨＲの各々の前記送信は、別個の半静的設定に基づく、
請求項７２に記載の装置。
【請求項８１】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための装置であって、
　少なくとも１つのアクセスポイントに対する少なくとも１つのアップリンクチャネルで
のアップリンク送信の送信電力を調整するために少なくとも２つの別個の電力制御アルゴ
リズムを利用するための手段と、
　アップリンクチャネルのための電力制御を、それらのアップリンクチャネルに異なる電
力制御アルゴリズムが使用されるときに整合させるアクションをとるための手段と
を備える装置。
【請求項８２】
　前記少なくとも１つのアクセスポイントは、前記ＵＥとの多地点協調（ＣｏＭＰ）動作
に関わるアクセスポイントのセットの一部である、
請求項８１に記載の装置。
【請求項８３】
　２つのアップリンクチャネルのための前記別個の電力制御アルゴリズムは、少なくとも
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時には、異なる基準信号（ＲＳ）を利用する、請求項８１に記載の装置。
【請求項８４】
　前記アクションをとるための手段は、前記アップリンクチャネルのための少なくとも一
部の送信に関する送信電力制御を共通基準信号に基づかせるための手段を備える、請求項
８３に記載の装置。
【請求項８５】
　２つのアップリンクチャネルのための前記別個の電力制御アルゴリズムは、少なくとも
時には、異なる累積電力制御関数を利用する、
請求項８１に記載の装置。
【請求項８６】
　前記アクションをとるための手段は、
　第１の所定の時間にわたり第１のアップリンクチャネルに第１の電力制御アルゴリズム
を利用するための手段と、
　第２の所定の時間にわたり前記第１のアップリンクチャネルに第２の電力制御アルゴリ
ズムを利用するための手段と
を備える、請求項８１に記載の装置。
【請求項８７】
　異なる電力制御アルゴリズムは、アップリンク動作状況に基づいて利用される、
請求項８６に記載の装置。
【請求項８８】
　前記第１および第２の所定の時間は、シグナリングに基づく、
請求項８６に記載の装置。
【請求項８９】
　前記アクションをとるための手段は、
　サブフレームに物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）送信がある場合に、前記
サブフレームにおけるアップリンク送信に第１の電力制御アルゴリズムを適用するための
手段と、
　前記サブフレームにＰＵＳＣＨ送信がない場合に、前記サブフレームにおける前記アッ
プリンク送信に第２の電力制御アルゴリズムを適用するための手段と
を備える、請求項８１に記載の装置。
【請求項９０】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための装置であって、
　少なくとも１つのアクセスポイントに対する少なくとも１つのアップリンクチャネルで
のアップリンク送信の送信電力を調整するために少なくとも１つの電力制御アルゴリズム
を利用するための手段と、
　前記少なくとも１つの電力制御アルゴリズムが基づく基準信号（ＲＳ）の間の切替えを
補償するアクションをとるための手段と
を備える装置。
【請求項９１】
　前記アクションは、同じタイプであるが、異なるセルから送信されるＲＳの間の前記切
替えを補償することをとる、
請求項９０に記載の装置。
【請求項９２】
　前記切替えは、前記ＵＥにシグナリングされる、
請求項９０に記載の装置。
【請求項９３】
　前記アクションは、累積電力制御関数を既知の値にリセットすることを備える、
請求項９０に記載の装置。
【請求項９４】
　前記アクションは、前記切替えに起因するパスロスの推定される変動に基づいて累積電
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力制御関数を調整することを備える、
請求項９０に記載の装置。
【請求項９５】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための装置であって、
　　少なくとも１つのアクセスポイントに対する同じアップリンクチャネルでのアップリ
ンク送信の送信電力を調整するために少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムを利
用し、
　　利用される別個の電力制御アルゴリズムの数に関係なく、単一の電力ヘッドルームレ
ポート（ＰＨＲ）を送信する
　ように構成された少なくとも１つのプロセッサと、ここにおいて、前記単一のＰＨＲは
、現在のアップリンク送信電力としきい値との比較に基づいて生成される、
　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
を備える装置。
【請求項９６】
　アクセスポイントによるワイヤレス通信のための装置であって、
　　前記アクセスポイントに対する同じアップリンクチャネルでの送信電力を調整するた
めに少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムを利用しているユーザ機器（ＵＥ）か
らアップリンク送信を受信し、
　　利用される別個の電力制御アルゴリズムの数に関係なく、単一の電力ヘッドルームレ
ポート（ＰＨＲ）を受信する
　ように構成された少なくとも１つのプロセッサと、ここにおいて、前記単一のＰＨＲは
、現在のアップリンク送信電力としきい値との比較に基づいて生成される、
　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
を備える装置。
【請求項９７】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための装置であって、
　　少なくとも１つのアクセスポイントに対する同じアップリンクチャネルでのアップリ
ンク送信の送信電力を調整するために少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムを利
用し、
　　現在のアップリンク送信電力としきい値との比較に基づいてそれぞれ生成された少な
くとも２つの電力ヘッドルームレポート（ＰＨＲ）を送信する
　ように構成された少なくとも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
を備える装置。
【請求項９８】
　アクセスポイントによるワイヤレス通信のための装置であって、
　　前記アクセスポイントに対する同じアップリンクチャネルでの送信電力を調整するた
めに少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムを利用しているユーザ機器（ＵＥ）か
らアップリンク送信を受信し、
　　現在のアップリンク送信電力としきい値との比較に基づいてそれぞれ生成された少な
くとも２つの電力ヘッドルームレポート（ＰＨＲ）を受信する
　ように構成された少なくとも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
を備える装置。
【請求項９９】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための装置であって、
　　少なくとも１つのアクセスポイントに対する少なくとも１つのアップリンクチャネル
でのアップリンク送信の送信電力を調整するために少なくとも２つの別個の電力制御アル
ゴリズムを利用し、
　　アップリンクチャネルのための電力制御を、それらのアップリンクチャネルに異なる
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電力制御アルゴリズムが使用されるときに整合させるアクションをとる
　ように構成された少なくとも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
を備える装置。
【請求項１００】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための装置であって、
　　少なくとも１つのアクセスポイントに対する少なくとも１つのアップリンクチャネル
でのアップリンク送信の送信電力を調整するために少なくとも１つの電力制御アルゴリズ
ムを利用し、
　　前記少なくとも１つの電力制御アルゴリズムが基づく基準信号（ＲＳ）の間の切替え
を補償するアクションをとる
　ように構成された少なくとも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
を備える装置。
【請求項１０１】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であっ
て、前記コンピュータプログラム製品は、その上に記憶されたコンピュータ可読命令を持
つ非一時的コンピュータ可読記憶媒体を備え、前記コンピュータ可読命令は、プロセッサ
に、
　少なくとも１つのアクセスポイントに対する同じアップリンクチャネルでのアップリン
ク送信の送信電力を調整するために少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムを利用
することと、
　利用される別個の電力制御アルゴリズムの数に関係なく、単一の電力ヘッドルームレポ
ート（ＰＨＲ）を送信することと
を行わせるように動作可能であり、前記単一のＰＨＲは、現在のアップリンク送信電力と
しきい値との比較に基づいて生成される、コンピュータプログラム製品。
【請求項１０２】
　アクセスポイントによるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって
、前記コンピュータプログラム製品は、その上に記憶されたコンピュータ可読命令を持つ
非一時的コンピュータ可読記憶媒体を備え、前記コンピュータ可読命令は、プロセッサに
、
　前記アクセスポイントに対する同じアップリンクチャネルでの送信電力を調整するため
に少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムを利用しているユーザ機器（ＵＥ）から
アップリンク送信を受信することと、
　利用される別個の電力制御アルゴリズムの数に関係なく、単一の電力ヘッドルームレポ
ート（ＰＨＲ）を受信することと
を行うように動作可能であり、前記単一のＰＨＲは、現在のアップリンク送信電力としき
い値との比較に基づいて生成される、コンピュータプログラム製品。
【請求項１０３】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であっ
て、前記コンピュータプログラム製品は、その上に記憶されたコンピュータ可読命令を持
つ非一時的コンピュータ可読記憶媒体を備え、前記コンピュータ可読命令は、プロセッサ
に、
　少なくとも１つのアクセスポイントに対する同じアップリンクチャネルでのアップリン
ク送信の送信電力を調整するために少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムを利用
することと、
　現在のアップリンク送信電力としきい値との比較に基づいてそれぞれ生成された少なく
とも２つの電力ヘッドルームレポート（ＰＨＲ）を送信することと
を行うように動作可能である、コンピュータプログラム製品。
【請求項１０４】
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　アクセスポイントによるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって
、前記コンピュータプログラム製品は、その上に記憶されるコンピュータ可読命令を持つ
非一時的コンピュータ可読記憶媒体を備え、前記コンピュータ可読命令は、プロセッサに
、
　前記アクセスポイントに対する同じアップリンクチャネルでの送信電力を調整するため
に少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムを利用しているユーザ機器（ＵＥ）から
アップリンク送信を受信することと、
　現在のアップリンク送信電力としきい値との比較に基づいてそれぞれ生成された少なく
とも２つの電力ヘッドルームレポート（ＰＨＲ）を受信することと
を行うように動作可能である、コンピュータプログラム製品。
【請求項１０５】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であっ
て、前記コンピュータプログラム製品は、その上に記憶されるコンピュータ可読命令を持
つ非一時的コンピュータ可読記憶媒体を備え、前記コンピュータ可読命令は、プロセッサ
に、
　少なくとも１つのアクセスポイントに対する少なくとも１つのアップリンクチャネルで
のアップリンク送信の送信電力を調整するために少なくとも２つの別個の電力制御アルゴ
リズムを利用することと、
　アップリンクチャネルのための電力制御を、それらのアップリンクチャネルに異なる電
力制御アルゴリズムが使用されるときに整合させるアクションをとることと、
を行うように動作可能である、コンピュータプログラム製品。
【請求項１０６】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であっ
て、前記コンピュータプログラム製品は、その上に記憶されたコンピュータ可読命令を持
つ非一時的コンピュータ可読記憶媒体を備え、前記コンピュータ可読命令は、プロセッサ
に、
　少なくとも１つのアクセスポイントに対する少なくとも１つのアップリンクチャネルで
のアップリンク送信の送信電力を調整するために少なくとも１つの電力制御アルゴリズム
を利用することと、
　前記少なくとも１つの電力制御アルゴリズムが基づく基準信号（ＲＳ）の間の切替えを
補償するアクションをとることと
を行うように動作可能である、コンピュータプログラム製品。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
米国特許法第１１９条に基づく優先権の主張
　[0001]本特許出願は、本出願の譲受人に譲渡され、参照により本明細書に明確に組み込
まれる、２０１２年３月２３日に出願された「Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　ｆｏｒ　Ｕｐｌｉ
ｎｋ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　Ｍｕｌｔｉｐｏｉ
ｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍｓ」と題する米国仮出願第６１／６１５，０３６号の優先権を主張す
る。
【技術分野】
【０００２】
　[0002]本開示のいくつかの態様は、一般に、ワイヤレス通信に関し、より詳細には、異
種ネットワーク（ＨｅｔＮｅｔ）における多地点協調（ＣｏＭＰ）送信および受信のため
の電力制御のための技法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、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。
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これらのワイヤレスネットワークは、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をサポートすることが可能な多元接続ネットワークとすることができ
る。そのような多元接続ネットワークの例には、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワ
ーク、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネッ
トワーク、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、およびシングルキャリアＦＤＭＡ
（ＳＣ－ＦＤＭＡ）ネットワークがある。
【０００４】
　[0004]ワイヤレス通信ネットワークは、いくつかのユーザ機器（ＵＥ）の通信をサポー
トすることができるいくつかの基地局（ＢＳ）を含むことができる。ＵＥは、ダウンリン
クおよびアップリンクを介して基地局と通信し得る。ダウンリンク（または下りリンク）
は、基地局からＵＥへの通信リンクを指し、アップリンク（または上りリンク）は、ＵＥ
から基地局への通信リンクを指す。
【０００５】
　[0005]基地局は、ＵＥにダウンリンク上でデータと制御情報とを送信することができ、
かつ／またはＵＥからアップリンク上でデータと制御情報とを受信することができる。ダ
ウンリンク上では、基地局からの送信は、隣接基地局からの送信による干渉を観測するこ
とがある。アップリンク上では、ＵＥからの送信は、隣接基地局と通信する他のＵＥから
の送信に対して干渉を引き起こすことがある。干渉は、ダウンリンクとアップリンクの両
方でパフォーマンスを劣化させることがある。
【発明の概要】
【０００６】
　[0006]本開示の一態様では、ワイヤレス通信のための方法、対応する装置、およびプロ
グラム製品が提供される。
【０００７】
　[0007]本開示のいくつかの態様は、ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための
方法を提供する。本方法は、概して、少なくとも１つのアクセスポイントに対する同じア
ップリンクチャネルでのアップリンク送信の送信電力を調整するために少なくとも２つの
別個の電力制御アルゴリズムを利用することと、利用される別個の電力制御アルゴリズム
の数に関係なく、現在のアップリンク送信電力としきい値との比較に基づいて生成された
単一の電力ヘッドルームレポート（ＰＨＲ）を送信することとを含む。
【０００８】
　[0008]本開示のいくつかの態様は、アクセスポイントによるワイヤレス通信のための方
法を提供する。本方法は、概して、アクセスポイントに対する同じアップリンクチャネル
での送信電力を調整するために少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムを利用して
いるユーザ機器（ＵＥ）からアップリンク送信を受信することと、利用される別個の電力
制御アルゴリズムの数に関係なく、現在のアップリンク送信電力としきい値との比較に基
づいて生成された単一の電力ヘッドルームレポート（ＰＨＲ）を受信することとを含む。
【０００９】
　[0009]本開示のいくつかの態様は、ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための
方法を提供する。本方法は、概して、少なくとも１つのアクセスポイントに対する同じア
ップリンクチャネルでのアップリンク送信の送信電力を調整するために少なくとも２つの
別個の電力制御アルゴリズムを利用することと、現在のアップリンク送信電力としきい値
との比較に基づいてそれぞれ生成された少なくとも２つの電力ヘッドルームレポート（Ｐ
ＨＲ）を送信することとを含む。
【００１０】
　[0010]本開示のいくつかの態様は、アクセスポイントによるワイヤレス通信のための方
法を提供する。本方法は、概して、アクセスポイントに対する同じアップリンクチャネル
での送信電力を調整するために少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムを利用して
いるユーザ機器（ＵＥ）からアップリンク送信を受信することと、現在のアップリンク送
信電力としきい値との比較に基づいてそれぞれ生成された少なくとも２つの電力ヘッドル
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ームレポート（ＰＨＲ）を受信することとを含む。
【００１１】
　[0011]本開示のいくつかの態様は、ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための
方法を提供する。本方法は、概して、少なくとも１つのアクセスポイントに対する少なく
とも１つのアップリンクチャネルでのアップリンク送信の送信電力を調整するために少な
くとも２つの別個の電力制御アルゴリズムを利用することと、アップリンクチャネルのた
めの電力制御を、それらのアップリンクチャネルに異なる電力制御アルゴリズムが使用さ
れるときに整合させるアクションをとることとを含む。
【００１２】
　[0012]本開示のいくつかの態様は、ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための
方法を提供する。本方法は、概して、少なくとも１つのアクセスポイントに対する少なく
とも１つのアップリンクチャネルでのアップリンク送信の送信電力を調整するために少な
くとも１つの電力制御アルゴリズムを利用することと、少なくとも１つの電力制御アルゴ
リズムが基づく基準信号（ＲＳ）の間の切替えを補償するアクションをとることとを含む
。
【００１３】
　[0013]本開示のいくつかの態様は、ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための
装置を提供する。本装置は、概して、少なくとも１つのアクセスポイントに対する同じア
ップリンクチャネルでのアップリンク送信の送信電力を調整するために少なくとも２つの
別個の電力制御アルゴリズムを利用するための手段と、利用される別個の電力制御アルゴ
リズムの数に関係なく、現在のアップリンク送信電力としきい値との比較に基づいて生成
された単一の電力ヘッドルームレポート（ＰＨＲ）を送信するための手段とを含む。
【００１４】
　[0014]本開示のいくつかの態様は、アクセスポイントによるワイヤレス通信のための装
置を提供する。本装置は、概して、アクセスポイントに対する同じアップリンクチャネル
での送信電力を調整するために少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムを利用して
いるユーザ機器（ＵＥ）からアップリンク送信を受信するための手段と、利用される別個
の電力制御アルゴリズムの数に関係なく、現在のアップリンク送信電力としきい値との比
較に基づいて生成された単一の電力ヘッドルームレポート（ＰＨＲ）を受信するための手
段とを含む。
【００１５】
　[0015]本開示のいくつかの態様は、ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための
装置を提供する。本装置は、概して、少なくとも１つのアクセスポイントに対する同じア
ップリンクチャネルでのアップリンク送信の送信電力を調整するために少なくとも２つの
別個の電力制御アルゴリズムを利用するための手段と、現在のアップリンク送信電力とし
きい値との比較に基づいてそれぞれ生成された少なくとも２つの電力ヘッドルームレポー
ト（ＰＨＲ）を送信するための手段とを含む。
【００１６】
　[0016]本開示のいくつかの態様は、アクセスポイントによるワイヤレス通信のための装
置を提供する。本装置は、概して、アクセスポイントに対する同じアップリンクチャネル
での送信電力を調整するために少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムを利用して
いるユーザ機器（ＵＥ）からアップリンク送信を受信するための手段と、現在のアップリ
ンク送信電力としきい値との比較に基づいてそれぞれ生成された少なくとも２つの電力ヘ
ッドルームレポート（ＰＨＲ）を受信するための手段とを含む。
【００１７】
　[0017]本開示のいくつかの態様は、ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための
装置を提供する。本装置は、概して、少なくとも１つのアクセスポイントに対する少なく
とも１つのアップリンクチャネルでのアップリンク送信の送信電力を調整するために少な
くとも２つの別個の電力制御アルゴリズムを利用するための手段と、アップリンクチャネ
ルのための電力制御を、それらのアップリンクチャネルに異なる電力制御アルゴリズムが
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使用されるときに整合させるアクションをとるための手段とを含む。
【００１８】
　[0018]本開示のいくつかの態様は、ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための
装置を提供する。本装置は、概して、少なくとも１つのアクセスポイントに対する少なく
とも１つのアップリンクチャネルでのアップリンク送信の送信電力を調整するために少な
くとも１つの電力制御アルゴリズムを利用するための手段と、少なくとも１つの電力制御
アルゴリズムが基づく基準信号（ＲＳ）の間の切替えを補償するアクションをとるための
手段とを含む。
【００１９】
　[0019]本開示のいくつかの態様は、ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための
装置を提供する。本装置は、概して、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。少なくとも１つのプロセッサは、少なくとも１
つのアクセスポイントに対する同じアップリンクチャネルでのアップリンク送信の送信電
力を調整するために少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムを利用し、利用される
別個の電力制御アルゴリズムの数に関係なく、現在のアップリンク送信電力としきい値と
の比較に基づいて生成された単一の電力ヘッドルームレポート（ＰＨＲ）を送信するよう
に構成される。
【００２０】
　[0020]本開示のいくつかの態様は、アクセスポイントによるワイヤレス通信のための装
置を提供する。本装置は、概して、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。少なくとも１つのプロセッサは、アクセスポイン
トに対する同じアップリンクチャネルでの送信電力を調整するために少なくとも２つの別
個の電力制御アルゴリズムを利用しているユーザ機器（ＵＥ）からアップリンク送信を受
信し、利用される別個の電力制御アルゴリズムの数に関係なく、現在のアップリンク送信
電力としきい値との比較に基づいて生成された単一の電力ヘッドルームレポート（ＰＨＲ
）を受信するように構成される。
【００２１】
　[0021]本開示のいくつかの態様は、ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための
装置を提供する。本装置は、概して、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。少なくとも１つのプロセッサは、少なくとも１
つのアクセスポイントに対する同じアップリンクチャネルでのアップリンク送信の送信電
力を調整するために少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムを利用し、現在のアッ
プリンク送信電力としきい値との比較に基づいてそれぞれ生成された少なくとも２つの電
力ヘッドルームレポート（ＰＨＲ）を送信するように構成される。
【００２２】
　[0022]本開示のいくつかの態様は、アクセスポイントによるワイヤレス通信のための装
置を提供する。本装置は、概して、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。少なくとも１つのプロセッサは、アクセスポイン
トに対する同じアップリンクチャネルでの送信電力を調整するために少なくとも２つの別
個の電力制御アルゴリズムを利用しているユーザ機器（ＵＥ）からアップリンク送信を受
信し、現在のアップリンク送信電力としきい値との比較に基づいてそれぞれ生成された少
なくとも２つの電力ヘッドルームレポート（ＰＨＲ）を受信するように構成される。
【００２３】
　[0023]本開示のいくつかの態様は、ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための
装置を提供する。本装置は、概して、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。少なくとも１つのプロセッサは、少なくとも１
つのアクセスポイントに対する少なくとも１つのアップリンクチャネルでのアップリンク
送信の送信電力を調整するために少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムを利用し
、アップリンクチャネルのための電力制御を、それらのアップリンクチャネルに異なる電
力制御アルゴリズムが使用されるときに整合させるアクションをとるように構成される。
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【００２４】
　[0024]本開示のいくつかの態様は、ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための
装置を提供する。本装置は、概して、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。少なくとも１つのプロセッサは、少なくとも１
つのアクセスポイントに対する少なくとも１つのアップリンクチャネルでのアップリンク
送信の送信電力を調整するために少なくとも１つの電力制御アルゴリズムを利用し、少な
くとも１つの電力制御アルゴリズムが基づく基準信号（ＲＳ）の間の切替えを補償するア
クションをとるように構成される。
【００２５】
　[0025]いくつかの態様は、１つまたは複数のプロセッサによって実行可能であるコンピ
ュータ可読命令が記憶された非一時的コンピュータ可読記憶媒体を備える、ＵＥによるワ
イヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品を提供する。コンピュータ可読命令は
、プロセッサに、少なくとも１つのアクセスポイントに対する同じアップリンクチャネル
でのアップリンク送信の送信電力を調整するために少なくとも２つの別個の電力制御アル
ゴリズムを利用させ、利用される別個の電力制御アルゴリズムの数に関係なく、現在のア
ップリンク送信電力としきい値との比較に基づいて生成された単一の電力ヘッドルームレ
ポート（ＰＨＲ）を送信させるように動作可能である。
【００２６】
　[0026]いくつかの態様は、１つまたは複数のプロセッサによって実行可能であるコンピ
ュータ可読命令が記憶された非一時的コンピュータ可読記憶媒体を備える、アクセスポイ
ントによるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品を提供する。コンピュー
タ可読命令は、プロセッサに、アクセスポイントに対する同じアップリンクチャネルでの
送信電力を調整するために少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムを利用している
ユーザ機器（ＵＥ）からアップリンク送信を受信させ、利用される別個の電力制御アルゴ
リズムの数に関係なく、現在のアップリンク送信電力としきい値との比較に基づいて生成
された単一の電力ヘッドルームレポート（ＰＨＲ）を受信させるように動作可能である。
【００２７】
　[0027]いくつかの態様は、１つまたは複数のプロセッサによって実行可能であるコンピ
ュータ可読命令が記憶された非一時的コンピュータ可読記憶媒体を備える、ＵＥによるワ
イヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品を提供する。コンピュータ可読命令は
、プロセッサに、少なくとも１つのアクセスポイントに対する同じアップリンクチャネル
でのアップリンク送信の送信電力を調整するために少なくとも２つの別個の電力制御アル
ゴリズムを利用させ、現在のアップリンク送信電力としきい値との比較に基づいてそれぞ
れ生成された少なくとも２つの電力ヘッドルームレポート（ＰＨＲ）を送信させるように
動作可能である。
【００２８】
　[0028]いくつかの態様は、１つまたは複数のプロセッサによって実行可能であるコンピ
ュータ可読命令が記憶された非一時的コンピュータ可読記憶媒体を備える、ＵＥによるワ
イヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品を提供する。コンピュータ可読命令は
、プロセッサに、アクセスポイントに対する同じアップリンクチャネルでの送信電力を調
整するために少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムを利用しているユーザ機器（
ＵＥ）からアップリンク送信を受信させ、現在のアップリンク送信電力としきい値との比
較に基づいてそれぞれ生成された少なくとも２つの電力ヘッドルームレポート（ＰＨＲ）
を受信させるように動作可能である。
【００２９】
　[0029]いくつかの態様は、１つまたは複数のプロセッサによって実行可能であるコンピ
ュータ可読命令が記憶された非一時的コンピュータ可読記憶媒体を備える、ＵＥによるワ
イヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品を提供する。コンピュータ可読命令は
、プロセッサに、少なくとも１つのアクセスポイントに対する少なくとも１つのアップリ
ンクチャネルでのアップリンク送信の送信電力を調整するために少なくとも２つの別個の
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電力制御アルゴリズムを利用させ、アップリンクチャネルのための電力制御を、それらの
アップリンクチャネルに異なる電力制御アルゴリズムが使用されるときに整合させるアク
ションを講じさせるように動作可能である。
【００３０】
　[0030]いくつかの態様は、１つまたは複数のプロセッサによって実行可能であるコンピ
ュータ可読命令が記憶された非一時的コンピュータ可読記憶媒体を備える、ＵＥによるワ
イヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品を提供する。コンピュータ可読命令は
、プロセッサに、少なくとも１つのアクセスポイントに対する少なくとも１つのアップリ
ンクチャネルでのアップリンク送信の送信電力を調整するために少なくとも１つの電力制
御アルゴリズムを利用させ、少なくとも１つの電力制御アルゴリズムが基づく基準信号（
ＲＳ）の間の切替えを補償するアクションを講じさせるように動作可能である。
【００３１】
　[0031]本開示の様々な態様および特徴が、以下でさらに詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】[0032]本開示のいくつかの態様による、ワイヤレス通信ネットワークの一例を概
念的に示すブロック図。
【図２】[0033]本開示のいくつかの態様による、ワイヤレス通信ネットワークにおけるフ
レーム構造の一例を概念的に示すブロック図。
【図２Ａ】[0034]本開示のいくつかの態様による、Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉ
ｏｎ（ＬＴＥ）におけるアップリンクのための例示的なフォーマットを示す図。
【図３】[0035]本開示のいくつかの態様による、ワイヤレス通信ネットワークにおけるユ
ーザ機器デバイス（ＵＥ）と通信するノードＢの一例を概念的に示すブロック図。
【図４】[0036]本開示のいくつかの態様による、例示的な異種ネットワーク（ＨｅｔＮｅ
ｔ）を示す図。
【図５】[0037]本開示のいくつかの態様による、異種ネットワークにおける例示的なリソ
ース区分を示す図。
【図６】[0038]本開示のいくつかの態様による、異種ネットワークにおけるサブフレーム
の例示的な協働区分を示す図。
【図７】[0039]異種ネットワーク中の、範囲拡張されたセルラー領域を示す図。
【図８】[0040]本開示のいくつかの態様による、マクロｅＮＢとリモートラジオヘッド（
ＲＲＨ）とを有するネットワークを示す図。
【図９】[0041]本開示のいくつかの態様による、マクロセルのみが共通基準信号（ＣＲＳ
）を送信するＨｅｔＮｅｔ　ＣｏＭＰのための例示的なシナリオを示す図。
【図１０】[0042]本開示のいくつかの態様による、ユーザ機器によって実行され得るアッ
プリンク電力制御のための例示的な動作を示す図。
【図１１】[0043]本開示のいくつかの態様による、基地局において実行される電力制御の
ための例示的な動作を示す図。
【図１２】[0044]本開示のいくつかの態様による、ユーザ機器によって実行され得るアッ
プリンク電力制御のための例示的な動作を示す図。
【図１３】[0045]本開示のいくつかの態様による、基地局において実行される電力制御の
ための例示的な動作を示す図。
【図１４】[0046]本開示のいくつかの態様による、ユーザ機器によって実行され得るアッ
プリンク電力制御のための例示的な動作を示す図。
【図１５】[0047]本開示のいくつかの態様による、ユーザ機器において実行されるアップ
リンク電力制御のための例示的な動作を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　[0048]本明細書で説明される技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡおよび他のネットワークなど、様々なワイヤレス通信ネットワークに使用さ
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れ得る。「ネットワーク」および「システム」という用語は、しばしば互換的に使用され
る。ＣＤＭＡネットワークは、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉ
ｏ　Ａｃｃｅｓｓ（ＵＴＲＡ）、ｃｄｍａ２０００などの無線技術を実装することができ
る。ＵＴＲＡは、Ｗｉｄｅｂａｎｄ　ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））とＣＤＭＡの
他の変形態とを含む。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５およびＩＳ－８
５６規格をカバーする。ＴＤＭＡネットワークは、Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ
　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ（ＧＳＭ（登録商標））などの無線技術
を実装することができる。ＯＦＤＭＡネットワークは、Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ（Ｅ－
ＵＴＲＡ）、Ｕｌｔｒａ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０
２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標）
）、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ（登録商標）などの無線技術を実装す
ることができる。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　
Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰ
Ｐ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）およびＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅ
ｄ（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新しいリリースである。ＵＴＲ
Ａ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－ＡおよびＧＳＭは、「３ｒｄ　Ｇｅｎｅ
ｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ」（３ＧＰＰ）という名称の組
織からの文書に記載されている。ＣＤＭＡ２０００およびＵＭＢは、「３ｒｄ　Ｇｅｎｅ
ｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　２」（３ＧＰＰ２）という名
称の組織からの文書に記載されている。本明細書で説明される技法は、上記のワイヤレス
ネットワークおよび無線技術、ならびに他のワイヤレスネットワークおよび無線技術に使
用され得る。明確にするために、本技法のいくつかの態様は、以下ではＬＴＥに関して記
載され、以下の説明の大部分でＬＴＥ用語が使用される。
【００３４】
　　　例示的なワイヤレスネットワーク　
　[0049]図１に、ＬＴＥネットワークであり得るワイヤレス通信ネットワーク１００を示
す。　ワイヤレスネットワーク１００は、いくつかの発展型ノードＢ（ｅＮＢ）１１０と
他のネットワークエンティティとを含み得る。ｅＮＢは、ユーザ機器デバイス（ＵＥ）と
通信する局であり得、基地局、ノードＢ、アクセスポイントなどと呼ばれることもある。
各ｅＮＢ１１０は、特定の地理的エリアに対して通信カバレージを提供することができる
。３ＧＰＰでは、「セル」という用語は、この用語が使用される状況に応じて、ｅＮＢの
カバレージエリアおよび／またはこのカバレージエリアにサービスしているｅＮＢサブシ
ステムを指すことがある。
【００３５】
　[0050]ｅＮＢは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および／または他のタイプの
セルに通信カバレージを提供し得る。マクロセルは、比較的大きい地理的エリア（たとえ
ば、半径数キロメートル）をカバーでき、サービスに加入しているＵＥによる無制限アク
セスを可能にし得る。ピコセルは、比較的小さい地理的エリアをカバーでき、サービスに
加入しているＵＥによる無制限アクセスを可能にし得る。フェムトセルは、比較的小さい
地理的エリア（たとえば、自宅）をカバーでき、フェムトセルとの関連を有するＵＥ（た
とえば、限定加入者グループ（ＣＳＧ：Closed Subscriber Group）中のＵＥ、自宅内の
ユーザのためのＵＥなど）による限定アクセスを可能にし得る。マクロセルのためのｅＮ
Ｂは、マクロｅＮＢ（すなわち、マクロ基地局）と呼ばれることがある。ピコセルのため
のｅＮＢは、ピコｅＮＢ（すなわち、ピコ基地局）と呼ばれることがある。フェムトセル
のためのｅＮＢは、フェムトｅＮＢ（すなわち、フェムト基地局）またはホームｅＮＢと
呼ばれることがある。図１に示される例では、ｅＮＢ１１０ａ、１１０ｂ、および１１０
ｃは、それぞれマクロセル１０２ａ、１０２ｂ、および１０２ｃのためのマクロｅＮＢで
あり得る。ｅＮＢ１１０ｘは、ピコセル１０２ｘのためのピコｅＮＢであり得る。ｅＮＢ
１１０ｙおよび１１０ｚは、それぞれフェムトセル１０２ｙおよび１０２ｚのためのフェ
ムトｅＮＢであり得る。ｅＮＢは、１つまたは複数の（たとえば、３つの）セルをサポー
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トすることができる。
【００３６】
　[0051]ワイヤレスネットワーク１００はまた、中継局を含み得る。中継局は、上流局（
たとえば、ｅＮＢまたはＵＥ）からデータおよび／または他の情報の送信を受信し、その
データおよび／または他の情報の送信を下流局（たとえば、ＵＥまたはｅＮＢ）に送る局
である。中継局はまた、他のＵＥに対する送信を中継するＵＥであり得る。図１に示され
る例では、中継局１１０ｒは、ｅＮＢ１１０ａとＵＥ１２０ｒとの間の通信を可能にする
ために、ｅＮＢ１１０ａおよびＵＥ１２０ｒと通信し得る。中継局は、中継ｅＮＢ、中継
器などと呼ばれることもある。
【００３７】
　[0052]ワイヤレスネットワーク１００は、様々なタイプのｅＮＢ、たとえば、マクロｅ
ＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、中継器などを含む異種ネットワーク（ＨｅｔＮｅｔ
）であり得る。これらの様々なタイプのｅＮＢは、様々な送信電力レベルと、様々なカバ
レージエリアと、ワイヤレスネットワーク１００中の干渉に対する様々な影響とを有し得
る。たとえば、マクロｅＮＢは、高い送信電力レベル（たとえば、２０ワット）を有し得
るが、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、および中継器は、より低い送信電力レベル（たとえ
ば、１ワット）を有し得る。
【００３８】
　[0053]ワイヤレスネットワーク１００は、同期動作または非同期動作をサポートし得る
。同期動作の場合、ｅＮＢは同様のフレームタイミングを有し得、異なるｅＮＢからの送
信は近似的に時間的に整合され得る。非同期動作の場合、ｅＮＢは異なるフレームタイミ
ングを有し得、異なるｅＮＢからの送信は時間的に整合されないことがある。本明細書で
説明される技法は、同期動作と非同期動作の両方に使用され得る。
【００３９】
　[0054]ネットワークコントローラ１３０は、ｅＮＢのセットに結合し、これらのｅＮＢ
の協調および制御を行い得る。ネットワークコントローラ１３０は、バックホールを介し
てｅＮＢ１１０と通信し得る。ｅＮＢ１１０はまた、たとえば、ワイヤレスバックホール
またはワイヤラインバックホールを介して直接または間接的に互いに通信し得る。
【００４０】
　[0055]ＵＥ１２０は、ワイヤレスネットワーク１００全体にわたって分散される場合が
あり、各ＵＥは、固定式またはモバイルであり得る。ＵＥは、端末、移動局、加入者装置
、ステーションなどと呼ばれることもある。ＵＥは、セルラー電話、携帯情報端末（ＰＤ
Ａ）、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトッ
プコンピュータ、コードレス電話、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局、タブレット
などであり得る。ＵＥは、マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、中継器などと通
信することが可能であり得る。図１において、両矢印付きの実線は、ダウンリンクおよび
／またはアップリンク上での、ＵＥと、そのＵＥをサービスするように指定されたｅＮＢ
であるサービングｅＮＢとの間の所望の送信を示す。両矢印付きの破線は、ＵＥとｅＮＢ
との間の干渉送信を示す。いくつかの態様に対して、ＵＥはＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　１
０　ＵＥを含むことができる。
【００４１】
　[0056]ＬＴＥは、ダウンリンク上では直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）を利用し、ア
ップリンク上ではシングルキャリア周波数分割多重化（ＳＣ－ＦＤＭ）を利用する。ＯＦ
ＤＭおよびＳＣ－ＦＤＭは、システム帯域幅を、一般にトーン、ビンなどとも呼ばれる複
数（Ｋ）個の直交サブキャリアに区分する。各サブキャリアはデータで変調され得る。一
般に、変調シンボルは、ＯＦＤＭでは周波数領域で、ＳＣ－ＦＤＭでは時間領域で送信さ
れる。隣接するサブキャリア間の間隔は固定されてよく、サブキャリアの総数（Ｋ）はシ
ステム帯域幅に依存することができる。たとえば、Ｋは、１．２５、２．５、５、１０、
または２０メガヘルツ（ＭＨｚ）のシステム帯域幅に対してそれぞれ１２８、２５６、５
１２、１０２４、または２０４８に等しくなり得る。システム帯域幅はまた、サブバンド
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に区分され得る。たとえば、サブバンドは１．０８ＭＨｚをカバーでき、１．２５、２．
５、５、１０、または２０ＭＨｚのシステム帯域幅に対して、それぞれ１個、２個、４個
、８個、または１６個のサブバンドがあり得る。
【００４２】
　[0057]図２に、ＬＴＥにおいて使用されるフレーム構造を示す。ダウンリンクの送信タ
イムラインは、無線フレームの単位に区分され得る。各無線フレームは、所定の持続時間
（たとえば、１０ミリ秒（ｍｓ））を有してよく、０から９のインデックスをもつ１０個
のサブフレームに区分され得る。各サブフレームは、２個のスロットを含み得る。したが
って、各無線フレームは、０から１９のインデックスをもつ２０個のスロットを含み得る
。各スロットは、Ｌ個のシンボル期間、たとえば、（図２に示すように）ノーマルサイク
リックプレフィックスの場合はＬ＝７個のシンボル期間、または拡張サイクリックプレフ
ィックスの場合はＬ＝６個のシンボル期間を含むことができる。各サブフレーム中の２Ｌ
個のシンボル期間には０～２Ｌ－１のインデックスが割り当てられ得る。利用可能な時間
周波数リソースはリソースブロックに区分され得る。各リソースブロックは、１つのスロ
ット中でＮ個のサブキャリア（たとえば、１２個のサブキャリア）をカバーし得る。
【００４３】
　[0058]ＬＴＥでは、ｅＮＢは、ｅＮＢ中の各セルについてプライマリ同期信号（ＰＳＳ
）とセカンダリ同期信号（ＳＳＳ）とを送り得る。プライマリ同期信号およびセカンダリ
同期信号は、図２に示すように、それぞれ、ノーマルサイクリックプレフィックスをもつ
各無線フレームのサブフレーム０および５の各々中のシンボル期間６および５中で送られ
得る。同期信号は、セル検出および捕捉のためにＵＥによって使用され得る。　ｅＮＢは
、サブフレーム０のスロット１中のシンボル期間０～３中で物理ブロードキャストチャネ
ル（ＰＢＣＨ）を送り得る。ＰＢＣＨはあるシステム情報を搬送し得る。
【００４４】
　[0059]ｅＮＢは、図２に示すように、各サブフレームの第１のシンボル期間中に物理制
御フォーマットインジケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ：Physical Control Format Indica
tor Channel）を送り得る。ＰＣＦＩＣＨは、制御チャネルのために使用されるいくつか
（Ｍ個）のシンボル期間を搬送し得、ここで、Ｍは、１、２または３に等しくなり得、サ
ブフレームごとに変化し得る。Ｍはまた、たとえば、リソースブロックが１０個未満であ
る、小さいシステム帯域幅では４に等しくなり得る。ｅＮＢは、各サブフレームの最初の
Ｍ個のシンボル期間中に物理ＨＡＲＱインジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ：Physical HAR
Q Indicator Channel）と物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）とを送り得る（
図２に図示せず）。ＰＨＩＣＨは、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ：hybrid autom
atic repeat request）をサポートするための情報を搬送し得る。ＰＤＣＣＨは、ＵＥの
ためのリソース割振りに関する情報と、ダウンリンクチャネルのための制御情報とを搬送
し得る。ｅＮＢは、各サブフレームの残りのシンボル期間中に物理ダウンリンク共有チャ
ネル（ＰＤＳＣＨ）を送り得る。ＰＤＳＣＨは、ダウンリンク上でのデータ送信のために
スケジュールされたＵＥのためのデータを搬送し得る。ＬＴＥにおける様々な信号および
チャネルは、公開されている「Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒ
ｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ－ＵＴＲＡ）；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌｓ　ａｎｄ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ」と題する、３ＧＰＰのＴＳ３６．２１１に記載さ
れている。
【００４５】
　[0060]ｅＮＢは、ｅＮＢによって使用されるシステム帯域幅の中心１．０８ＭＨｚにお
いてＰＳＳ、ＳＳＳおよびＰＢＣＨを送り得る。ｅＮＢは、これらのチャネルが送られる
各シンボル期間中のシステム帯域幅全体にわたってＰＣＦＩＣＨおよびＰＨＩＣＨを送り
得る。ｅＮＢは、システム帯域幅のいくつかの部分においてＵＥのグループにＰＤＣＣＨ
を送り得る。ｅＮＢは、システム帯域幅の特定の部分において特定のＵＥにＰＤＳＣＨを
送り得る。ｅＮＢは、すべてのＵＥにブロードキャスト方式でＰＳＳと、ＳＳＳと、ＰＢ
ＣＨと、ＰＣＦＩＣＨと、ＰＨＩＣＨとを送ることができ、特定のＵＥにユニキャスト方
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式でＰＤＣＣＨを送ることができ、また、特定のＵＥにユニキャスト方式でＰＤＳＣＨを
送ることができる。
【００４６】
　[0061]各シンボル期間においていくつかのリソース要素が利用可能であり得る。各リソ
ース要素は、１つのシンボル期間中の１つのサブキャリアをカバーし得、実数値または複
素数値であり得る１つの変調シンボルを送るために使用され得る。各シンボル期間中に基
準信号のために使用されないリソース要素は、リソース要素グループ（ＲＥＧ）に配置さ
れ得る。各ＲＥＧは、１つのシンボル期間中の４つのリソース要素を含み得る。ＰＣＦＩ
ＣＨは、シンボル期間０において、周波数上でほぼ等しく離間され得る、４つのＲＥＧを
占有し得る。ＰＨＩＣＨは、１つまたは複数の構成可能なシンボル期間において、周波数
上で拡散され得る、３つのＲＥＧを占有し得る。たとえば、ＰＨＩＣＨのための３つのＲ
ＥＧは、すべてシンボル期間０に属し得るか、またはシンボル期間０、１、および２に拡
散され得る。ＰＤＣＣＨは、最初のＭ個のシンボル期間において、利用可能なＲＥＧから
選択され得る、９、１８、３２または６４個のＲＥＧを占有し得る。ＲＥＧのいくつかの
組合せのみがＰＤＣＣＨに対して可能にされ得る。
【００４７】
　[0062]ＵＥは、ＰＨＩＣＨおよびＰＣＦＩＣＨに使用される特定のＲＥＧを知り得る。
ＵＥは、ＰＤＣＣＨのためのＲＥＧの様々な組合せを探索し得る。探索する組合せの数は
、一般に、ＰＤＣＣＨに対して可能にされた組合せの数よりも少ない。ｅＮＢは、ＵＥが
探索することになる組合せのいずれかにおいてＵＥにＰＤＣＣＨを送り得る。
【００４８】
　[0063]図２Ａに、ＬＴＥにおけるアップリンクのための例示的なフォーマット２００Ａ
を示す。アップリンクのために利用可能なリソースブロックは、データセクションと制御
セクションとに区分され得る。制御セクションは、システム帯域幅の２つのエッジにおい
て形成され得、構成可能なサイズを有し得る。制御セクション中のリソースブロックは、
制御情報を送信するためにＵＥに割り当てられ得る。データセクションは、制御セクショ
ン中に含まれないすべてのリソースブロックを含み得る。図２Ａの設計は、単一のＵＥに
、データセクション中の連続するサブキャリアのすべてが割り当てられることを可能にし
得る、連続するサブキャリアを含むデータセクションを生じさせる。
【００４９】
　[0064]ＵＥには、ｅＮＢに制御情報を送信するために制御セクション中のリソースブロ
ックが割り当てられ得る。ＵＥには、ｅＮＢにデータを送信するためにデータセクション
中のリソースブロックも割り当てられ得る。ＵＥは、制御セクション中の割り当てられた
リソースブロック上の物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）２１０ａ、２１０ｂ
中で制御情報を送信し得る。ＵＥは、データセクション中の割り当てられたリソースブロ
ック上の物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）２２０ａ、２２０ｂ中でデータの
みまたはデータと制御情報の両方を送信し得る。アップリンク送信は、サブフレームの両
方のスロットにわたり得、図２Ａに示されるように周波数上でホッピングし得る。
【００５０】
　[0065]ＵＥは、複数のｅＮＢのカバレージ内にあり得る。そのＵＥにサービスするため
に、これらのｅＮＢのうちの１つが選択され得る。サービングｅＮＢは、受信電力、パス
ロス、信号対雑音比（ＳＮＲ）など、様々な基準に基づいて選択され得る。
【００５１】
　[0066]ＵＥは、ＵＥが１つまたは複数の干渉ｅＮＢからの高い干渉を観測し得る支配的
干渉シナリオにおいて動作し得る。支配的干渉シナリオは、制限された関連付けにより発
生し得る。たとえば、図１では、ＵＥ１２０ｙは、フェムトｅＮＢ１１０ｙに近接し得、
ｅＮＢ１１０ｙについて高い受信電力を有し得る。しかしながら、ＵＥ１２０ｙは、制限
された関連付けによりフェムトｅＮＢ１１０ｙにアクセスすることができないことがあり
、次いで、（図１に示すように）より低い受信電力をもつマクロｅＮＢ１１０ｃまたはや
はりより低い受信電力をもつフェムトｅＮＢ１１０ｚ（図１に図示せず）に接続し得る。
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その場合、ＵＥ１２０ｙは、ダウンリンク上でフェムトｅＮＢ１１０ｙからの高い干渉を
観測し得、また、アップリンク上でｅＮＢ１１０ｙに高い干渉を引き起こし得る。
【００５２】
　[0067]支配的干渉シナリオはまた、範囲拡張により発生し得、これは、ＵＥが、ＵＥに
よって検出されたすべてのｅＮＢのうち、より低いパスロスとより低いＳＮＲとをもつｅ
ＮＢに接続するシナリオである。たとえば、図１では、ＵＥ１２０ｘは、マクロｅＮＢ１
１０ｂとピコｅＮＢ１１０ｘとを検出し得、ｅＮＢ１１０ｘについて、ｅＮＢ１１０ｂよ
りも低い受信電力を有し得る。とはいえ、ｅＮＢ　１１０ｘのパスロスがマクロｅＮＢ　
１１０ｂのパスロスよりも低い場合、ＵＥ　１２０ｘはピコｅＮＢ　１１０ｘに接続する
ことが望ましいことがある。これにより、ＵＥ　１２０ｘの所与のデータレートに対して
ワイヤレスネットワークへの干渉が少なくなり得る。
【００５３】
　[0068]一態様では、支配的干渉シナリオにおける通信は、異なるｅＮＢを異なる周波数
帯域上で動作させることによってサポートされ得る。周波数帯域は、通信のために使用さ
れ得る周波数範囲であり、（ｉ）中心周波数および帯域幅、または（ｉｉ）より低い周波
数およびより高い周波数によって与えられ得る。周波数帯域は、帯域、周波数チャネルな
どと呼ばれることもある。異なるｅＮＢのための周波数帯域は、強いｅＮＢがそれのＵＥ
と通信することを可能にしながら、ＵＥが支配的干渉シナリオにおいてより弱いｅＮＢと
通信することができるように選択され得る。ｅＮＢは、ＵＥにおいて受信されるｅＮＢか
らの信号の受信電力に基づいて（ｅＮＢの送信電力レベルには基づかずに）「弱い」ｅＮ
Ｂまたは「強い」ｅＮＢとして分類され得る。
【００５４】
　[0069]図３は、図１の基地局／ｅＮＢのうちの１つであり得る基地局またはｅＮＢ　１
１０および図１のＵＥのうちの１つであり得るＵＥ　１２０の設計のブロック図である。
制限された関連付けシナリオの場合、ｅＮＢ１１０は図１のマクロｅＮＢ１１０ｃであり
得、ＵＥ１２０はＵＥ１２０ｙであり得る。ｅＮＢ１１０はまた、何らかの他のタイプの
基地局であり得る。ｅＮＢ１１０は、Ｔ個のアンテナ３３４ａ～３３４ｔを装備し得、Ｕ
Ｅ１２０は、Ｒ個のアンテナ３５２ａ～３５２ｒを装備し得、概して、Ｔ≧１およびＲ≧
１である。
【００５５】
　[0070]ｅＮＢ１１０において、送信プロセッサ３２０は、データソース３１２からデー
タを受信し、コントローラ／プロセッサ３４０から制御情報を受信し得る。制御情報は、
ＰＢＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨ、ＰＤＣＣＨなどのためのものであり得る。データ
は、ＰＤＳＣＨなどのためのものであり得る。送信プロセッサ３２０は、データと制御情
報とを処理（たとえば、符号化およびシンボルマッピング）して、それぞれデータシンボ
ルと制御シンボルとを取得し得る。送信プロセッサ３２０はまた、たとえば、ＰＳＳ、Ｓ
ＳＳ、およびセル固有基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信（ＴＸ）複数入
力複数出力（ＭＩＭＯ）プロセッサ３３０は、適用可能な場合はデータシンボル、制御シ
ンボル、および／または基準シンボルに対して空間処理（たとえば、プリコーディング）
を実行することができ、Ｔ個のモジュレータ（ＭＯＤ）３３２ａから３３２ｔにＴ個の出
力シンボルのストリームを提供することができる。各変調器３３２は、（たとえば、ＯＦ
ＤＭなどのために）それぞれの出力シンボルストリームを処理して、出力サンプルストリ
ームを取得し得る。各変調器３３２はさらに、出力サンプルストリームを処理（たとえば
、アナログへの変換、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート）して、ダウンリン
ク信号を取得し得る。変調器３３２ａ～３３２ｔからのＴ個のダウンリンク信号は、それ
ぞれＴ個のアンテナ３３４ａ～３３４ｔを介して送信され得る。
【００５６】
　[0071]ＵＥ１２０において、アンテナ３５２ａ～３５２ｒは、ｅＮＢ１１０からダウン
リンク信号を受信し得、それぞれ復調器（ＤＥＭＯＤ）３５４ａ～３５４ｒに受信信号を
与え得る。各復調器３５４は、それぞれの受信信号を調整（たとえば、フィルタ処理、増
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幅、ダウンコンバート、およびデジタル化）して、入力サンプルを得ることができる。各
復調器３５４はさらに、（たとえば、ＯＦＤＭなどの）入力サンプルを処理して受信シン
ボルを取得し得る。ＭＩＭＯ検出器３５６は、Ｒ個の復調器３５４ａ～３５４ｒのすべて
から受信シンボルを取得し、適用可能な場合は受信シンボルに対してＭＩＭＯ検出を実行
し、検出されたシンボルを供給し得る。受信プロセッサ３５８は、検出されたシンボルを
処理（たとえば、復調、デインターリーブ、および復号）し、ＵＥ１２０の復号されたデ
ータをデータシンク３６０に与え、復号された制御情報をコントローラ／プロセッサ３８
０に与え得る。
【００５７】
　[0072]アップリンク上では、ＵＥ１２０において、送信プロセッサ３６４は、データソ
ース３６２から（たとえば、ＰＵＳＣＨのための）データを受信し、処理し得、コントロ
ーラ／プロセッサ３８０から（たとえば、ＰＵＣＣＨのための）制御情報を受信し、処理
し得る。送信プロセッサ３６４はまた、基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送
信プロセッサ３６４からのシンボルは、適用可能な場合はＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ３６
６によってプリコードされ、さらに（たとえば、ＳＣ－ＦＤＭなどのために）変調器３５
４ａ～３５４ｒによって処理され、ｅＮＢ　１１０に送信され得る。ｅＮＢ１１０におい
て、ＵＥ１２０からのアップリンク信号は、アンテナ３３４によって受信され、復調器３
３２によって処理され、適用可能な場合はＭＩＭＯ検出器３３６によって検出され、ＵＥ
１２０によって送られた復号されたデータおよび制御情報を取得するために、さらに受信
プロセッサ３３８によって処理され得る。受信プロセッサ３３８は、復号されたデータを
データシンク３３９に与え、復号された制御情報をコントローラ／プロセッサ３４０に与
え得る。
【００５８】
　[0073]コントローラ／プロセッサ３４０および３８０は、それぞれｅＮＢ１１０におけ
る動作およびＵＥ１２０における動作を指示し得る。ｅＮＢ　１１０におけるコントロー
ラ／プロセッサ３４０、受信プロセッサ３３８および／または他のプロセッサとモジュー
ルとは、本明細書で説明される技法に対する動作および／または処理を実行するかまたは
指示することができる。メモリ３４２および３８２は、それぞれｅＮＢ　１１０およびＵ
Ｅ　１２０のためのデータおよびプログラムコードを記憶し得る。スケジューラ３４４は
、ダウンリンク上および／またはアップリンク上でのデータ送信のためにＵＥをスケジュ
ールし得る。
【００５９】
　　　例示的なリソース区分　
　[0074]本開示のいくつかの態様によれば、ネットワークが拡張セル間干渉協調（ｅＩＣ
ＩＣ：enhanced inter-cell interference coordination）をサポートするとき、基地局
は、干渉セルがそれのリソースの一部を断念することによって干渉を低減または解消する
ために、リソースを協調するために互いにネゴシエートし得る。この干渉協調によれば、
ＵＥは、干渉セルによってもたらされるリソースを使用することによる厳しい干渉があっ
てもサービングセルにアクセスすることが可能であり得る。
【００６０】
　[0075]たとえば、オープンマクロセルのカバレージエリア中の、限定アクセスモードに
あるフェムトセル（すなわち、メンバーフェムトＵＥのみがこのセルにアクセスすること
ができる）は、リソースをもたらすことおよび干渉を効果的に除去することによって、マ
クロセルのための「カバレージホール」（フェムトセルのカバレージエリア内に）を生成
することが可能であり得る。フェムトセルがリソースをもたらすことについてネゴシエー
トすることによって、フェムトセルカバレージエリアの下のマクロＵＥは、これらのもた
らされるリソースを使用してＵＥのサービングマクロセルにアクセスすることが依然とし
て可能であり得る。
【００６１】
　[0076]Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　
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Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）など、ＯＦＤＭを使用する無線アクセ
スシステムでは、もたらされるリソースは、時間ベース、周波数ベース、または両方の組
合せであり得る。協調リソース区分が時間ベースであるとき、干渉セルは、時間領域にお
いてサブフレームの一部を単に使用しないことがある。協調リソース区分が周波数ベース
であるとき、干渉セルは、周波数領域においてサブキャリアをもたらし得る。周波数と時
間の両方の組合せによって、干渉セルは、周波数リソースおよび時間リソースをもたらし
得る。
【００６２】
　[0077]図４に、実線の無線リンク４０２によって示されるように、ｅＩＣＩＣが、ｅＩ
ＣＩＣをサポートするマクロＵＥ１２０ｙ（たとえば、図４に示すようなＲｅｌ－１０マ
クロＵＥ）がマクロセル１１０ｃにアクセスすることを、マクロＵＥ１２０ｙがフェムト
セルｙから厳しい干渉を受けているときでも可能にし得る例示的なシナリオを示す。壊れ
た無線リンク４０４によって示されるように、レガシーマクロＵＥ１２０ｕ（たとえば、
図４に示されるＲｅｌ－８マクロＵＥ）は、フェムトｅＮＢ１１０ｙからの厳しい干渉下
でマクロセル１１０ｃにアクセスすることができないことがある。フェムトＵＥ１２０ｖ
（たとえば、図４に示すようなＲｅｌ－８フェムトＵＥ）は、マクロセル１１０ｃからの
いかなる干渉問題もなしにフェムトセル１１０ｙにアクセスし得る。
【００６３】
　[0078]いくつかの態様によれば、ネットワークはｅＩＣＩＣをサポートし得、区分情報
の様々なセットがあり得る。これらのセットのうちの第１のものは、半静的リソース区分
情報（ＳＲＰＩ：Semi-Static Resource Partitioning information）と呼ばれ得る。こ
れらのセットのうちの第２のものは、適応型リソース区分情報（ＡＲＰＩ：Adaptive Res
ource Partitioning information）と呼ばれ得る。文字通り、ＳＲＰＩは、一般に、頻繁
に変化せず、ＳＲＰＩはＵＥに送られ得、したがって、ＵＥは、ＵＥ自体の動作のために
リソース区分情報を使用することができる。
【００６４】
　[0079]一例として、リソース区分は、８ｍｓの周期性（８つのサブフレーム）または４
０ｍｓの周期性（４０個のサブフレーム）で実施され得る。いくつかの態様によれば、周
波数リソースも区分され得るように周波数分割複信（ＦＤＤ）も適用され得ると仮定され
得る。（たとえば、セルノードＢからＵＥへの）ダウンリンクを介した通信の場合、区分
パターンは、知られているサブフレーム（たとえば、４などの整数Ｎの倍数であるシステ
ムフレーム番号（ＳＦＮ：system frame number）値を有する各無線フレームの第１のサ
ブフレーム）にマッピングされ得る。そのようなマッピングは、特定のサブフレームのリ
ソース区分情報（ＲＰＩ）を決定するために適用され得る。一例として、ダウンリンクに
ついての（たとえば、干渉セルによってもたらされる）協調リソース区分の対象となるサ
ブフレームは、次のインデックスによって識別され得る。
【００６５】
　　　インデックスSRPI_DL＝（ＳＦＮ＊１０＋サブフレーム数）ｍｏｄ８
【００６６】
　[0080]アップリンクについては、ＳＲＰＩマッピングは、たとえば、４ｍｓだけシフト
され得る。したがって、アップリンクについての例には、以下があり得る。
【００６７】
　　　インデックスSRPI_UL＝（ＳＦＮ＊１０＋サブフレーム数＋４）ｍｏｄ８
【００６８】
　[0081]ＳＲＰＩは、各エントリ対して以下の３つの値を使用し得る。　
　・Ｕ（使用）：この値は、サブフレームが、このセルによって使用されるべき支配的干
渉からクリーンアップされていること（すなわち、主要な干渉セルがこのサブフレームを
使用しないこと）を示す。　
　・Ｎ（使用しない）：この値は、サブフレームが使用されないことを示す。　
　・Ｘ（未知）：この値は、サブフレームが静的に区分されないことを示す。基地局間の
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リソース使用量ネゴシエーションの詳細はＵＥには知られない。
【００６９】
　[0082]ＳＲＰＩの別の可能なパラメータのセットには、以下があり得る。　
　・Ｕ（使用）：この値は、サブフレームが、このセルによって使用されるべき支配的干
渉からクリーンアップされていること（すなわち、主要な干渉セルがこのサブフレームを
使用しないこと）を示す。　
　・Ｎ（使用しない）：この値は、サブフレームが使用されないことを示す。　
　・Ｘ（未知）：この値は、サブフレームが静的に区分されないことを示す（基地局間の
リソース使用量ネゴシエーションの詳細はＵＥには知られない）。　
　・Ｃ（共通）：この値は、すべてのセルがリソース区分なしにこのサブフレームを使用
し得ることを示し得る。このサブフレームは干渉を受け得、したがって、基地局は、厳し
い干渉を受けていないＵＥのためにのみこのサブフレームを使用することを選択し得る。
【００７０】
　[0083]サービングセルのＳＲＰＩは、無線でブロードキャストされ得る。Ｅ－ＵＴＲＡ
Ｎでは、サービングセルのＳＲＰＩは、マスタ情報ブロック（ＭＩＢ：master informati
on block）中で、またはシステム情報ブロック（ＳＩＢ：system information block）の
うちの１つ中で送られ得る。事前定義されるＳＲＰＩは、セル、たとえば、マクロセル、
ピコセル（オープンアクセスの場合）、およびフェムトセル（限定アクセスの場合）の特
性に基づいて定義され得る。そのような場合、システムオーバヘッドメッセージにおける
ＳＲＰＩの符号化の結果として、無線でのブロードキャストがより効率的に行われ得る。
【００７１】
　[0084]基地局はまた、ＳＩＢのうちの１つにおいて隣接セルのＳＲＰＩをブロードキャ
ストし得る。この場合、ＳＲＰＩは、それの対応する範囲の物理セル識別子（ＰＣＩ：ph
ysical cell identifier）を用いて送られ得る。
【００７２】
　[0085]ＡＲＰＩは、ＳＲＰＩ中の「Ｘ」サブフレームについての詳細情報をもつさらな
るリソース区分情報を表し得る。上記のように、「Ｘ」サブフレームについての詳細情報
は、一般に、基地局のみに知られ、ＵＥはそれを知らない。
【００７３】
　[0086]図５および図６に、マクロセルおよびフェムトセルを用いたシナリオにおけるＳ
ＲＰＩ割当ての例を示す。Ｕ、Ｎ、ＸまたはＣサブフレームは、Ｕ、Ｎ、ＸまたはＣ　Ｓ
ＲＰＩ割当てに対応するサブフレームである。
【００７４】
　[0087]図７は、異種ネットワーク中の、範囲拡張されたセルラー領域を示す図７００で
ある。ＲＲＨ７１０ｂなど、より低電力クラスのｅＮＢは、ＲＲＨ７１０ｂとマクロｅＮ
Ｂ７１０ａとの間の拡張セル間干渉協調を通して、かつＵＥ７２０によって実行される干
渉消去を通して、セルラー領域７０２から拡張された、範囲拡張されたセルラー領域７０
３を有し得る。拡張セル間干渉協調において、ＲＲＨ７１０ｂは、マクロｅＮＢ７１０ａ
からＵＥ７２０の干渉状態に関する情報を受信する。この情報により、ＲＲＨ７１０ｂは
、範囲拡張されたセルラー領域７０３中のＵＥ７２０にサービスし、ＵＥ７２０が範囲拡
張されたセルラー領域７０３に入るとき、マクロｅＮＢ７１０ａからのＵＥ７２０のハン
ドオフを受け入れることができる。
【００７５】
　[0088]図８は、本開示のいくつかの態様による、マクロノードといくつかのリモートラ
ジオヘッド（ＲＲＨ）とを含むネットワーク８００を示す図である。マクロノード８０２
は、光ファイバーを用いてＲＲＨ８０４、８０６、８０８、８１０に接続される。いくつ
かの態様では、ネットワーク８００は、同種ネットワークまたは異種ネットワークであっ
てよく、ＲＲＨ８０４～８１０は低電力または高電力のＲＲＨであってよい。一態様では
、マクロノード８０２は、それ自体およびＲＲＨのために、セル内のすべてのスケジュー
リングを扱う。ＲＲＨは、マクロノード８０２と同じセル識別子（ＩＤ）で構成されるか
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、または異なるセルＩＤで構成され得る。ＲＲＨが同じセルＩＤで構成された場合、マク
ロノード８０２およびＲＲＨは、マクロノード８０２によって制御される本質的に１つの
セルとして動作し得る。一方、ＲＲＨおよびマクロノード８０２が異なるセルＩＤで構成
された場合、マクロノード８０２およびＲＲＨは、ＵＥには異なるセルのように見え得る
が、すべての制御権およびスケジューリングは、依然としてマクロノード８０２にとどま
り得る。マクロノード８０２とＲＲＨ８０４、８０６、８０８、８１０とのための処理は
、必ずしもマクロノードに存在しなければならないとは限らないことをさらに諒解された
い。それはまた、マクロおよびＲＲＨと接続された何らかの他のネットワークデバイスま
たはエンティティにおいて、集中型方式で実行され得る。
【００７６】
　[0089]本明細書で使用される場合、送信点／受信点（「ＴｘＰ」）という用語は、一般
に、同じセルＩＤを有しても異なるセルＩＤを有してもよい少なくとも１つの中央エンテ
ィティ（たとえば、ｅＮｏｄｅＢ）によって制御される地理的に離隔された送信ノード／
受信ノードを指す。
【００７７】
　[0090]いくつかの態様では、ＲＲＨのそれぞれがマクロノード８０２と同じセルＩＤを
共有するとき、制御情報が、マクロノード８０２から、またはマクロノード８０２と全Ｒ
ＲＨの両方からＣＲＳを使用して送信され得る。ＣＲＳは、一般的には同じリソース要素
を使用して送信点のそれぞれから送信され、したがって信号は衝突する。送信点のそれぞ
れが同じセルＩＤを有するとき、送信点のそれぞれから送信されるＣＲＳは識別されない
ことがある。いくつかの態様では、ＲＲＨが異なるセルＩＤを有するとき、同じリソース
要素を使用してＴｘＰのそれぞれから送信されるＣＲＳは、衝突することもあり、しない
こともある。ＲＲＨが異なるセルＩＤを有し、ＣＲＳが衝突する場合でさえ、高度ＵＥは
、干渉消去技法と高度受信機処理とを使用して、ＴｘＰのそれぞれから送信されるＣＲＳ
を識別することができる。
【００７８】
　[0091]いくつかの態様では、すべての送信点が同じセルＩＤで構成され、ＣＲＳがすべ
ての送信点から送信されるとき、適切なアンテナ仮想化が、送信しているマクロノードお
よび／またはＲＲＨにおいて等しくない数の物理アンテナが存在する場合に必要となる。
すなわち、ＣＲＳは、等しい数のＣＲＳアンテナポートを用いて送信されるべきである。
たとえば、マクロノード８０２およびＲＲＨ８０４、８０６、８０８がそれぞれ４つの物
理アンテナを有し、ＲＲＨ８１０が２つの物理アンテナを有する場合、ＲＲＨ８１０の第
１のアンテナは、２つのＣＲＳポートを使用して送信するように構成され得、ＲＲＨ８１
０の第２のアンテナは、異なる２つのＣＲＳポートを使用して送信するように構成され得
る。代替的に、同じ展開の場合、マクロノード８０２およびＲＲＨ８０４、８０６、８０
８は、送信点ごとに４つの送信アンテナの中から選択された２つから２つのＣＲＳアンテ
ナポートのみを送信し得る。これらの例に基づいて、アンテナポートの数が物理アンテナ
の数に対して増加または減少させられ得ることを諒解されたい。
【００７９】
　[0092]上記で説明されたように、すべての送信点が同じセルＩＤで構成されたとき、マ
クロノード８０２およびＲＲＨ８０４～８１０は、すべて、ＣＲＳを送信し得る。しかし
ながら、マクロノード８０２のみがＣＲＳを送信する場合、自動利得制御（ＡＧＣ）問題
によってＲＲＨの近くでアウテージが発生する。そのようなシナリオにおいて、マクロ８
０２からのＣＲＳベースの送信は、低受信電力で受信される可能性がある一方で、すぐ近
くのＲＲＨから発信した他の送信は、はるかに大きい電力で受信される可能性がある。こ
の電力の不均衡が、前述のＡＧＣ問題につながる可能性がある。
【００８０】
　[0093]要約すれば、一般的には、同じセルＩＤセットアップと異なるセルＩＤセットア
ップとの間の差は、制御およびレガシー問題、ならびにＣＲＳに依存する他の潜在的な動
作に関連する。異なるセルＩＤを有するが衝突するＣＲＳ構成のシナリオは、同じセルＩ
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Ｄセットアップとの類似点を有しえ、当然ながら、衝突するＣＲＳを有する。異なるセル
ＩＤと衝突するＣＲＳとを有するシナリオは、一般的には、同じセルＩＤの場合と比較し
て、セルＩＤに依存するシステム特性／構成要素（たとえば、スクランブル系列など）が
より容易に識別され得るという利点を有する。
【００８１】
　[0094]例示的な構成が、同じかまたは異なるセルＩＤを有するマクロ／ＲＲＨセットア
ップに適用可能である。異なるセルＩＤの場合、ＣＲＳは衝突しているように構成され得
、そのことは、同じセルＩＤの場合に類似するシナリオにつながる可能性があるが、セル
ＩＤに依存するシステム特性（たとえば、スクランブル系列など）が、ＵＥによってより
容易に識別され得るという利点を有する。
【００８２】
　[0095]いくつかの態様では、例示的なマクロ／ＲＲＨエンティティは、このマクロ／Ｒ
ＲＨセットアップの送信点内の制御／データ送信の分離を行い得る。セルＩＤが各送信点
に対して同じであるとき、ＰＤＣＣＨが、マクロノード８０２から、またはマクロノード
８０２とＲＲＨ８０４～８１０の両方から、ＣＲＳとともに送信され得る一方で、ＰＤＳ
ＣＨが、送信点のサブセットから、チャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）および復
調基準信号（ＤＭ－ＲＳ）とともに送信され得る。セルＩＤがいくつかの送信点に対して
異なるとき、ＰＤＣＣＨが、各セルＩＤ群の中でＣＲＳとともに送信され得る。各セルＩ
Ｄ群から送信されるＣＲＳは、衝突することもあり、しないこともある。ＵＥは、同じセ
ルＩＤを有する複数の送信点から送信されるＣＲＳを識別し得ないが、異なるセルＩＤを
有する複数の送信点から送信されるＣＲＳを、（たとえば、干渉消去または類似の技法を
使用して）識別することができる。
【００８３】
　[0096]いくつかの態様では、すべての送信点が同じセルＩＤで構成される場合、制御／
データ送信の分離によって、すべての送信点からのＣＲＳ送信に基づいて制御を送信しな
がら、ＵＥに認識されずに、ＵＥをデータ送信のための少なくとも１つの送信点に関連付
けることができる。このことで、制御チャネルを共通にしたままで、異なる送信点にわた
ってデータ送信のためのセル分割が可能になる。上記の「関連付け」という用語は、デー
タ送信のために特定のＵＥに対するアンテナポートを構成することを意味する。このこと
は、ハンドオーバの状況において実行される関連付けとは異なる。制御は、上記で説明さ
れたように、ＣＲＳに基づいて送信され得る。制御とデータとを分離することは、ハンド
オーバプロセスを通過しなければならないことと比較して、ＵＥのデータ送信のために使
用されるアンテナポートのより速い再構成を可能にし得る。いくつかの態様では、異なる
送信点の物理アンテナに対応するようにＵＥのアンテナポートを構成することによって、
相互送信点フィードバックが可能であり得る。
【００８４】
　[0097]いくつかの態様では、ＵＥ固有基準信号は（たとえば、ＬＴＥ－Ａ、Ｒｅｌ－１
０および上記の状況における）この動作を可能にする。ＣＳＩ－ＲＳおよびＤＭ－ＲＳは
、ＬＴＥ－Ａの状況で使用される基準信号である。干渉推定が、ＣＳＩ－ＲＳミュートに
基づいて行われ得るか、またはＣＳＩ－ＲＳミュートによって可能にされ得る。制御チャ
ネルが、同じセルＩＤセットアップの場合にすべての送信点に共通であるとき、ＰＤＣＣ
Ｈ容量が制限され得るので、制御容量問題があり得る。制御容量は、ＦＤＭ制御チャネル
を使用することによって拡大され得る。中継ＰＤＣＣＨ（Ｒ－ＰＤＣＣＨ）、または拡張
ＰＤＣＣＨ（ｅＰＤＣＣＨ）など、それの拡張が、ＰＤＣＣＨ制御チャネルを補足、増強
、または置換するために使用され得る。
【００８５】
　　　ＣｏＭＰのための電力制御およびユーザ多重化　
　[0098]異種ネットワーク多地点協調（ＨｅｔＮｅｔ　ＣｏＭＰ）ｅＮＢにわたる共同処
理のために、様々な技法が検討されてきた。たとえば、マクロセルカバレージ内で、複数
のリモートラジオヘッド（ＲＲＨ）が、ネットワークの容量／カバレージを拡張するため
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に配備され得る。上記で説明されたように、これらのＲＲＨは、マクロセルと同じセルＩ
Ｄを有してよく、それにより単一周波数ネットワーク（ＳＦＮ）がダウンリンク（ＤＬ）
送信に対して形成される。しかしながら、そのようなＨｅｔＮｅｔ　ＣｏＭＰ方式に対し
てアップリンク（ＵＬ）の中で多くの問題に遭遇する可能性がある。１つの問題は、すべ
てのセルに対して同じ物理セル識別子（ＰＣＩ）を用いて、唯一の共通基準信号パワース
ペクトル密度（ＣＲＳ　ＰＳＤ）がブロードキャストされる可能性があることである。し
かしながら、ＲＲＨおよびマクロセルは、１６～２０ｄＢの電力差を有する可能性がある
。このミスマッチが、開ループ電力制御（ＯＬ　ＰＣ）における大きいエラーにつながる
可能性がある。別の問題は、マクロセルのみがＣＲＳを送信し、いずれのＲＲＨもＣＲＳ
を送信しない場合、ＲＲＨに近いＵＥが、非常に大きいＵＬ信号を送信して、ＲＲＨの受
信を妨害する可能性がある。これらの問題は、性能劣化につながる可能性がある。
【００８６】
　[0099]以下の開示では、異なるＨｅｔＮｅｔ　ＣｏＭＰシナリオに対するＵＬ電力制御
を改善するために、様々な方法を論じる。加えて、様々なＵＬ　ＣｏＭＰ受信機および処
理オプション、ならびにＵＬチャネル構成オプションについて、同様に論じる。
【００８７】
　[0100]いくつかの態様では、様々なｅＮＢ電力クラスが、ＨｅｔＮｅｔ　ＣｏＭＰにお
いて定義され得る。たとえば、４６ｄＢｍ（公称）のマクロセル、３０ｄＢｍ（公称）も
しくは２３および３７ｄＢｍのピコセル、３０ｄＢｍ（公称）もしくは可能であれば３７
ｄＢｍ　のＲＲＨ、および２０ｄＢｍ（公称）のフェムトセル。
【００８８】
　[0101]ピコセルは、一般的には、それ自体の物理セル識別子（ＰＣＩ）を有し、マクロ
セルとＸ２接続を有し得、自体のスケジューラ動作を有し得、かつ複数のマクロセルにリ
ンクすることができる。ＲＲＨは、マクロセルと同じＰＣＩを有しても有さなくてもよく
、マクロセルとのファイバー接続を有し得、かつそのスケジューリングをマクロセルにお
いてのみ実行され得る。フェムトセルは、制限された関連付けを有し得、一般的には、Ｃ
ｏＭＰ方式を検討されない。
【００８９】
　　　ＵＬ　ＣｏＭＰ処理　
　[0102]いくつかの態様では、様々なＣｏＭＰ処理方式が、全セルまたはセルのサブセッ
トがＵＬのデータ、制御およびサウンディング基準信号（ＳＲＳ）を受信するときに、定
義され得る。
【００９０】
　[0103]第１の態様では、マクロダイバーシティ受信が、セルのサブセットに対して定義
され得る。この態様に対して、ＵＬ受信の復号に成功したセルのサブセットのいずれかが
、決定をサービングセルに転送することができる。
【００９１】
　[0104]第２の態様では、共同処理が、セルのサブセットからの対数尤度比（ＬＬＲ）を
組み合わせることによって定義され得る。この態様では、ＬＬＲをサービングセルに移動
させる必要がある。
【００９２】
　[0105]第３の態様では、共同マルチユーザ検出が定義され得る。これは、ユーザのチャ
ネルを分離するために、大きいマクロ／ＲＲＨ領域内のユーザの間で、異なる巡回シフト
／ウォルシュ符号を使用することを含むことができる。一態様では、全情報が全セルの間
で共有されるので、干渉消去（ＩＣ）が、全セルの間の干渉側ユーザに対して遂行され得
る。別の態様では、データ分離が、空間分割多元接続ＳＤＭＡ、ＵＬ　ＭＵ－ＭＩＭＯな
どによって定義され得る。
【００９３】
　[0106]第４の態様では、Ｒｅｌ－１１　ＵＥのＵＬ　ＣｏＭＰが定義され得る。この態
様では、ＭＩＭＯ／ビームフォーミング（ＢＦ）が、複数のアンテナから送信されるＳＲ
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Ｓチャネルに基づくことができる。さらに、プリコーディング行列選択が、ＳＲＳに基づ
くサービングｅＮＢによって選択され得る。また、共同処理が、複数のＵＬセルから実行
されてよい。一態様では、ＵＬは送信機（Ｔｘ）によって駆動されるので、コードブック
設計はＵＬに対して再使用され得る。
【００９４】
　　　ＵＬ電力制御　
　[0107]いくつかの態様では、マクロセルと１つまたは複数のＲＲＨが同じＰＣＩを共有
するＨｅｔＮｅｔ　ＣｏＭＰ方式に対して、２つのシナリオが存在し得る。第１のシナリ
オでは、マクロセルのみが、ＣＲＳ、ＰＳＳ、ＳＳＳおよび／またはＰＢＣＨを送信する
ことができる。代替のシナリオでは、マクロとＲＲＨの両方が、ＣＲＳ、ＰＳＳ、ＳＳＳ
および／またはＰＢＣＨを送信することができる。
【００９５】
　[0108]図９に、本開示のいくつかの態様による、マクロセルのみが共通基準信号（ＣＲ
Ｓ）を送信するＨｅｔＮｅｔ　ＣｏＭＰのための例示的なシナリオ９００を示す。図９の
異種ネットワークは、マクロセルに関連付けられたｅＮＢ０と、ＲＲＨ１とＲＲＨ２とＲ
ＲＨ３とを含むピコセルに関連付けられ得る複数のＲＲＨとを含む。ＲＲＨ１、ＲＲＨ２
およびＲＲＨ３は、光ファイバーケーブルを介してｅＮＢ０と接続され得る。ＵＥ　１２
０はｅＮＢ０ならびにＲＲＨ１、ＲＲＨ２およびＲＲＨ３と通信することができる。ｅＮ
Ｂ０はＣＲＳを送信し得るが、ＲＲＨは沈黙したままである。いくつかの態様では、ＤＬ
に対して、制御はマクロセルに基づくことができ、データは、すべてのセル（マクロセル
とピコセルとを含む）からのＳＦＮか、またはダウンリンクのためのＵＥ－基準信号（Ｒ
Ｓ）を有するセルのサブセットに基づくことができる。一方、ＵＬに対して、制御とデー
タの両方が、複数のセル（たとえば、ｅｎＢ０ならびに１つまたは複数のＲＲＨ）上で受
信され得る。
【００９６】
　[0109]いくつかの態様では、１つのセル（たとえば、ｅＮＢ０）からのＤＬ　ＣＲＳ測
定値と、複数のセル（ＲＲＨ１、ＲＲＨ２およびＲＲＨ３）からのＵＬ受信との場合、Ｄ
Ｌパスロス（ＰＬ）はマクロセル（ｅＮＢ０）のみからのＣＲＳに基づいてＵＥ１２０に
おいて測定され得るので、開ループ電力制御（ＯＬ　ＰＣ）は不正確となる可能性がある
。このシナリオでは、ＯＬ　ＰＣは、ＵＬがマクロセルのみによって受信される場合に正
確である可能性がある。
【００９７】
　[0110]様々な電力制御オプションが、この問題に対処するために定義され得る。たとえ
ば、第１の態様では、複数の送信点によってＵＬ信号を処理することによる、ＵＬマクロ
ダイバーシティ利得または共同処理利得を考慮に入れるために、ＵＥ１２０からの送信電
力の追加のバックオフ／低減が、ＯＬ　ＰＣアルゴリズムにおいて定義され得る。ＵＥの
送信電力におけるこの追加の低減は、ｅＮＢ０からＵＥ１２０に、たとえばＰ０ファクタ
を調整するためにシグナリングされ得る。いくつかの態様では、Ｐ０ファクタは、ランダ
ムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）の低い初期送信電力を可能にするために低い値を設定さ
れるＲＡＣＨに対して、ｅＮＢ０において目標受信電力を定義する。一態様では、Ｐ０フ
ァクタは、ＵＥと、ＤＬ　ＣｏＭＰ動作に関わる１つまたは複数の送信点およびＵＬ　Ｃ
ｏＭＰ動作に関わる１つまたは複数の送信点との間のパスロスの間の差に基づいて、ＯＬ
　ＰＣを調整するために決定および／またはシグナリングされる。一態様では、ｅＮＢは
また、ＯＬ　ＰＣにおけるＵＥによって使用され得るＤＬサービングノードとＵＬサービ
ングノードとの間のパスロス差を表す１つまたは複数のパラメータをシグナリングするこ
とができる。いくつかの態様では、この方法が、異なるＤＬ送信点およびＵＬ受信点を伴
うＣｏＭＰ動作に適用され得る。
【００９８】
　[0111]第２の態様では、閉ループ電力制御が、ＵＥ１２０から送信されるＳＲＳに基づ
いて実行され得る。一態様では、ＳＲＳの共同処理が、データのために使用されるものと
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同じ協働セルによって遂行され得る。閉ループＰＣは、ＰＵＳＣＨとＳＲＳとの間のオフ
セットを有するＳＲＳのチャネル信号対雑音比（ＳＮＲ）に基づくことができる。
【００９９】
　[0112]第３の態様では、低速始動ランダムアクセスチャネルＲＡＣＨ送信電力が、すぐ
近くのセルを妨害しないように、定義され得る。
【０１００】
　　　多地点協調システムにおけるアップリンク電力制御のための例示的な方法　
　[0113]多地点協調（ＣｏＭＰ）は、協調スケジューリング／協調ビームフォーミング（
ＣＳ／ＣＢ）、動的ポイント選択（ＤＰＳ：dynamic point selection）、および両方が
コヒーレントまたは非コヒーレントのジョイント送信（ＪＴ）など、様々な方式を含み得
る。同じマクロ場所のセルにわたる同種ＣｏＭＰ、３つの近隣マクロ場所にわたる同種Ｃ
ｏＭＰ、マクロセルおよびそのピコネット（たとえば、リモートラジオヘッドＲＲＨ）に
わたる、マクロとＲＲＨとが異なるセルＩＤで構成された異種ＣｏＭＰ、およびマクロセ
ルおよびそのＲＲＨにわたる、マクロセルとそのＲＲＨとが同様のセルＩＤで構成された
異種ＣｏＭＰを含む、様々なＣｏＭＰ展開シナリオが存在し得る。
【０１０１】
　[0114]概して、アップリンク電力制御は、開ループ構成要素と閉ループ構成要素の両方
からなることができ、様々なアップリンクチャネル、たとえば物理アップリンク共有チャ
ネル（ＰＵＳＣＨ）、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）、物理ランダムアク
セスチャネル（ＰＲＡＣＨ）チャネル、および／またはサウンディング基準信号（ＳＲＳ
）を伴い得る。
【０１０２】
　[0115]ＰＵＳＣＨ電力制御では、累積電力制御モードと絶対電力制御モードの両方がサ
ポートされ得る。ＵＥの電力制御モードは、上位レイヤを介して設定され得る。累積電力
制御モードの場合、累積電力制御コマンドは、キャリアごとにｆ（ｉ）によって表されて
よく、ここでｉは、サブフレームインデックスを表す。
【０１０３】
　[0116]ＰＵＣＣＨでは、累積電力制御モードがサポートされ得る。累積電力制御コマン
ドは、キャリアごとにｇ（ｉ）によって表され得る。ＳＲＳ電力制御は、ＰＵＳＣＨで使
用される累積電力制御コマンド（たとえば、ｆ（ｉ））と同じ累積電力制御コマンドを、
２つのチャネル間の帯域幅差異を考慮したＰＵＳＣＨに関する設定可能な電力オフセット
に加えて使用することができる。
【０１０４】
　[0117]ＵＥからｅＮＢへの電力ヘッドルームレポート（ＰＨＲ）は、ｅＮＢがＵＥにお
ける現在の電力状況を理解するのを助ける。それに応じて、ＰＨＲは、ｅＮＢが適切なＵ
Ｌスケジューリング決定を下すのを支援し得る。さらに、ＰＨＲは、ＵＥの電力が制限さ
れているかどうかをｅＮＢが理解するのを支援する。ＰＨＲは、周期的またはイベント駆
動であってよく、キャリアごとであってよく、現在の送信電力に基づいてよい。
【０１０５】
　[0118]ＵＥは、２つの異なるＰＨＲタイプ（たとえば、タイプ１および／またはタイプ
２）を生成することができる。タイプ１の電力ヘッドルームレポートでは、ＵＥは、サブ
フレームにＰＵＳＣＨ送信のみがあると仮定し得る。ＵＥは、ＰＵＳＣＨ送信電力をしき
い値（たとえば、最大電力）と比較することができる。同じキャリアにＰＵＣＣＨ送信が
ある場合でも、ＰＵＣＣＨ送信電力がタイプ１の電力ヘッドルームレポートに含まれるこ
とはない。実際のＰＵＳＣＨ送信がない場合、何らかの基準ＰＵＳＣＨ送信がタイプ１の
ＰＨＲに使用され得る（たとえば、１つのリソースブロック（ＲＢ）、変調およびコーデ
ィング方式（ＭＣＳ）調整なし、など）。
【０１０６】
　[0119]タイプ２の電力ヘッドルームレポートでは、ＵＥは、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの
両方が送信を有すると仮定し得る。ＵＥは、２つのチャネルにおける送信の総電力を、Ｐ
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ＨＲの最大電力しきい値と比較することができる。実際のＰＵＣＣＨ送信および／または
ＰＵＳＣＨ送信がない場合、何らかの基準ＰＵＣＣＨ送信および／または基準ＰＵＳＣＨ
送信がこれらのチャネルに使用され得る。
【０１０７】
　[0120]異なるチャネルの電力を初期化するために、ＵＥは異なるシナリオを使用するこ
とができる。たとえば、ＰＵＳＣＨ／ＳＲＳの初期送信電力について、いくつかの開ルー
プ電力制御パラメータ（たとえば、Ｐ＿Ｏ＿ＵＥ＿ＰＵＳＣＨ）の再設定時に、所与のキ
ャリアのｆ（０）がゼロに等しいと考えられ得る。一方、ＰＲＡＣＨ後の初期ＰＵＳＣＨ
送信時には、ｆ（０）は次のように計算され得る。　
　　　ｆ（０）＝Δrampup＋δmsg2　
ここで、δmsg2は、ランダムアクセス応答で示された送信電力制御（ＴＰＣ）コマンドを
表すことができ、Δrampupは、上位レイヤによって提供されてよく、第１のプリアンブル
から最後のプリアンブルまでの総電力ランプアップに対応し得る。さらに、セカンダリセ
ルの非アクティブ化およびセカンダリセルの再アクティブ化のときに、ｆ（ｉ）は変更な
しに維持され得る。
【０１０８】
　[0121]ＰＵＣＣＨの送信電力を初期化するために、開ループ電力制御パラメータＰ＿Ｏ
＿ＵＥ＿ＰＵＣＣＨが上位レイヤによって変更される場合、ｇ（０）はゼロに等しいと考
えられ得る。さらに、ＰＲＡＣＨ後の初期ＰＵＣＣＨ送信時には、ｇ（０）は次のように
計算され得る。　
　　　ｇ（０）＝Δrampup＋δmsg2　
ここで、δmsg2は、ランダムアクセス応答で示されたＴＰＣコマンドを表すことができ、
Δrampupは、上位レイヤによって提供されてよく、第１のプリアンブルから最後のプリア
ンブルまでの総電力ランプアップに対応する。セカンダリセルの非アクティブ化およびセ
カンダリセルの再アクティブ化のときに、ｇ（ｉ）は変更なしに維持され得る。
【０１０９】
　[0122]いくつかの態様では、ＤＬ　ＣｏＭＰとＵＬ　ＣｏＭＰの両方が電力制御強化か
ら恩恵を受けることができる。場合によっては、そのような強化は、ＵＬチャネルのうち
の少なくとも一部に２つ以上の電力制御セット（たとえば、別個のアルゴリズム）を利用
することを含み得る。２つ以上のセットは、開ループ電力オフセット（たとえば、設定可
能なオフセット、異なるパスロス推定方法など）、異なる閉ループ電力関数（たとえば、
あるセットにはｆ1（ｉ）、別のセットにはｆ2（ｉ））、またはそれらの組合せの形態で
あってよい。
【０１１０】
　[0123]一例として、ＰＵＳＣＨでは２つの電力制御セットが定義され得る。この構成は
、たとえば、ＵＥのＵＬ　ＰＵＳＣＨ送信をサービスする際に２つ以上のＵＬセルの間で
動的ポイント切替えの可能性があるときに、使用され得る。別の例では、ＳＲＳでは２つ
の電力制御セットが定義され得る。あるセットは、ＤＬ　ＣｏＭＰ動作（たとえば、Ｃｏ
ＭＰセット管理、チャネル可逆性ベースのＤＬスケジューリングなど）に使用されてよく
、別のセットは、レート適応、電力制御、ＣｏＭＰ管理などのようなＵＬ　ＣｏＭＰ動作
に使用されてよい。また別の例として、ＳＲＳのパスロス推定はＣＳＩ－ＲＳに基づいて
よく、一方でＰＵＳＣＨおよびＰＵＣＣＨのパスロスはＣＲＳに基づいてよく、このパス
ロスは、ＵＬ電力制御への１つのインプットとして使用される。
【０１１１】
　[0124]本開示のいくつかの態様は、２つ以上のアップリンク電力制御セットがＵＬチャ
ネルのうちの少なくとも１つに使用されるときに生じ得る様々な問題に対処する解決策を
提供する。この状況における第１の問題は、ＰＨＲ管理に関する。第２の問題は、不整合
電力制御に対処する方法に関する。不整合電力制御は、いくつかの例示的な状況において
発生し得る。たとえば、不整合電力制御は、異なるＵＬチャネルにおける電力制御のため
のパスロス推定に異なる基準信号（ＲＳ）が使用されるときに、生じ得る。たとえば、チ
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ャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）がＳＲＳ電力制御に使用され、ＣＲＳがＰＵＳ
ＣＨ／ＰＵＣＣＨ電力制御に使用されるとき、電力制御方式間の不整合が生じ得る。
【０１１２】
　[0125]別の例として、ＰＵＳＣＨのための閉電力制御およびＳＲＳのための閉電力制御
がバンドルされていないとき、不整合電力制御が生じ得る。この例では、ＳＲＳはもはや
ＵＬレート予測に使用されることはない。第３の問題は、ＵＬチャネルが、電力制御のた
めのパスロス推定でＣＳＩ－ＲＳに依拠することに関係し得る。この状況では、ＣＳＩ－
ＲＳの切替えならびにＣＲＳとＣＳＩ－ＲＳとの間の切替えが対処されるべきである。提
案された各解決策の詳細は以下のとおりである。
【０１１３】
　　　例示的なＰＨＲ処理　
　[0126]通常、あるアップリンク制御方法のための別個のアップリンク電力制御セットが
いくつ指定されるかに関係なく、あるサブフレームにおいて１つのセットがアクティブで
あり得る。ただし、同じアップリンク制御のための２つ以上のセットが単一のサブフレー
ムにおいて同時にアクティブである可能性がある（たとえば、一方はＤＬ用、他方はＵＬ
用である、同じサブフレームにおける並列ＳＲＳ送信）。同じアップリンク制御のための
異なるセットの間の関係は一般に、決定論的または非決定論的なものとして分類され得る
。
【０１１４】
　[0127]同じアップリンク制御のための異なるセットの間の決定論的関係では、アップリ
ンク制御のための第１の電力制御セット下にある送信電力がｅＮＢにおいて知られている
場合、ｅＮＢは、同じアップリンク制御のための第２の電力制御セット下にある送信電力
を導出することが可能であり得る。たとえば、２つの異なる電力オフセットを有するもの
として２つのセットが指定され、これら２つの電力オフセットの間の差異がｅＮＢにおい
て知られていることがある。結果として、ｅＮＢは各セット下にある送信電力を、他方の
セットおよび２つの電力オフセット間の差異の知識から理解することが可能であり得る。
留意すべき重要なこととして、決定論的特性は、電力飽和などのようないくつかの要素に
影響され得る。
【０１１５】
　[0128]同じアップリンク制御のための異なるセットの間の非決定論的関係では、アップ
リンク制御のための第１の電力制御セット下にある送信電力がｅＮＢにおいて知られてい
る場合でも、ｅＮＢは、同じアップリンク制御のための第２の電力制御セット下にある送
信電力を導出することが可能ではないことがある。たとえば、同じもしくは別個の電力制
御コマンドに基づいて更新され、かつ／またはオーバージエアでエラーに直面しやすい２
つの異なるｆ（ｉ）関数（たとえば、ｆ1（ｉ）およびｆ2（ｉ））を有するものとして、
２つのセットが指定され得る。関数ｆ1（ｉ）およびｆ2（ｉ）は、他の状況（たとえば、
電力飽和に伴う凍結、いくつかの状況下でのリセットなど）に直面することもある。結果
として、ｆ1（ｉ）とｆ2（ｉ）との間の関係は、ｅＮＢにおいて知られていることはなく
、したがって、同じチャネルのための２つの電力制御セット下にある送信電力レベルの間
の関係は、ｅＮＢにおいて知られていることはない。
【０１１６】
　[0129]本開示は、ＰＨＲ処理に関係する上記の問題に対処するための設計代替案を提供
する。いくつかの態様では、あるアップリンクチャネルのために定義されたセットの数お
よび２つ以上の電力制御セットを有するアップリンクチャネルの数に関係なく、単一のＰ
ＨＲが送信され得る。ＰＨＲは、タイプ１および／もしくはタイプ２のレポートまたは任
意の他のレポートタイプを含むことができる。このシナリオは、同じアップリンクチャネ
ルの異なるセットの間の関係が決定的であって、それによりＰＨＲからｅＮＢが、アップ
リンクチャネルのためのすべての電力制御セット下にある電力状況を理解することができ
るときに、好ましいことがある。
【０１１７】
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　[0130]単一のＰＨＲレポートは、電力制御セットのうちの１つをＰＨＲに使用し得る。
一例として、ＰＵＳＣＨのための２つの電力制御セットとＰＵＣＣＨのための単一のセッ
トとを考える。この場合、ＰＨＲレポートは、ＰＵＳＣＨのための第１の電力制御セット
および／またはＰＵＣＣＨのための電力制御セットに基づき得る。ＰＵＳＣＨのための第
１の電力制御セットおよび／またはＰＵＣＣＨのための電力制御セットは、デバイスにハ
ードコーディングされるか、またはオーバージエアでシグナリングされ得る。
【０１１８】
　[0131]図１０に、本開示のいくつかの態様による、ユーザ機器において実行されるアッ
プリンク電力制御のための例示的な動作１０００を示す。これらの動作は、たとえば、Ｕ
Ｅ１２０の図３に示されるプロセッサにおいて実行され得る。より一般的には、これらの
動作は、対応する機能を実行することが可能な任意の好適な構成要素または他の手段によ
って実行され得る。
【０１１９】
　[0132]１００２で、ＵＥは、少なくとも１つのアクセスポイントに対する同じアップリ
ンクチャネルでのアップリンク送信の送信電力を調整するために少なくとも２つの別個の
電力制御アルゴリズムを利用することができる。いくつかの態様では、少なくとも１つの
アクセスポイントに対するアップリンクチャネルは、単一のコンポーネントキャリア上に
あり得る。たとえば、アクセスポイントは、ＵＥとの多地点協調（ＣｏＭＰ）動作に関わ
るアクセスポイントセットの一部であり得る。一例として、マクロセルおよびピコセルは
、ＵＥからＰＵＳＣＨを受信するための同じコンポーネントキャリアを使用することがで
きる。いくつかの態様では、少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムの間の関係は
決定論的であってよく、それによりｅＮＢは単一のＰＨＲから、少なくとも２つの別個の
電力制御アルゴリズムに対応する電力状況を決定することができる。
【０１２０】
　[0133]１００４で、ＵＥは、利用される別個の電力制御アルゴリズムの数に関係なく、
現在のアップリンク送信電力としきい値との比較に基づいて生成された単一の電力ヘッド
ルームレポート（ＰＨＲ）を送信することができる。
【０１２１】
　[0134]いくつかの態様では、２つ以上のアップリンクチャネル（たとえば、ＰＵＳＣＨ
、ＰＵＣＣＨおよび／またはＳＲＳ）でのアップリンク送信の送信電力を調整するために
、２つの別個の電力制御アルゴリズムが使用され得る。
【０１２２】
　[0135]図１１に、本開示のいくつかの態様による、アクセスポイント（たとえば、基地
局、ｅＮＢ）において実行されるアップリンク電力制御のための例示的な動作１１００を
示す。これらの動作は、たとえば、ｅＮＢ１１０の図３に示されるプロセッサにおいて実
行され得る。より一般的には、上述のこれらの動作は、対応する機能を実行することが可
能な任意の好適な構成要素または他の手段によって実行され得る。１１０２においてアク
セスポイントは、アクセスポイントに対する同じアップリンクチャネルでの送信電力を調
整するために少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムを利用しているユーザ機器（
ＵＥ）からアップリンク送信を受信することができる。１１０４においてアクセスポイン
トは、利用される別個の電力制御アルゴリズムの数に関係なく、現在のアップリンク送信
電力としきい値との比較に基づいて生成された単一の電力ヘッドルームレポート（ＰＨＲ
）を受信することができる。
【０１２３】
　[0136]いくつかの態様では、２つ以上の電力制御セットを有する少なくとも１つのアッ
プリンクチャネルがあるとき、２つ以上の電力ヘッドルームレポートが使用され得る。こ
れは、同じアップリンクチャネルの２つ以上の電力制御セットの間の関係が決定論的では
ない場合に、好ましいことがある。したがって、ｅＮＢは単一のＰＨＲレポートから、ア
ップリンクチャネルのためのすべての電力制御セット下にある電力状況を理解することが
可能ではないことがある。
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【０１２４】
　[0137]いくつかの態様では、電力ヘッドルームレポートの数は、２つ以上の電力制御セ
ット下にあるアップリンクチャネルの数および各アップリンクチャネルのための電力制御
セットの数に依存し得る。さらに、単一のＰＨＲの場合と同様に、シグナリングは黙示的
または明示的に行われ得る。
【０１２５】
　[0138]たとえば、ＰＵＳＣＨのための２つの電力制御セット、およびＰＵＣＣＨのため
の１つのセットの場合、第１のＰＨＲは、ＰＵＳＣＨのための第１の電力制御セットおよ
び／またはＰＵＣＣＨのための電力制御セットに基づき得る。また、第２のＰＨＲは、Ｐ
ＵＳＣＨのための第２の電力制御セットおよび／またはＰＵＣＣＨのための電力制御セッ
トに基づき得る。
【０１２６】
　[0139]さらなる例は、ＰＵＳＣＨのための２つの電力制御セット、およびＰＵＣＣＨの
ための２つのセットの場合である。この場合、第１のＰＨＲは、ＰＵＳＣＨのための第１
の電力制御セットおよび／またはＰＵＣＣＨのための第１の電力制御セットに基づき得る
。第２のＰＨＲメッセージは、同じ仮想セルＩＤによって結び付けられ得るＰＵＳＣＨの
ための第２の電力制御セットおよび／またはＰＵＣＣＨのための第２の電力制御セットに
基づき得る。
【０１２７】
　[0140]いくつかの態様では、極端な場合には、電力ヘッドルームレポートの数は、すべ
てのＵＬチャネルにわたる電力制御セットの組合せの数と同じであり得る。たとえば、Ｕ
ＬチャネルはＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨとを含むことができる。代替として、ＵＬチャネル
はＳＲＳを含むことができる。ＰＨＲは、同様のタイプまたは異なるタイプを有し得る。
たとえば、第１の電力ヘッドルームレポートがタイプ１のＰＨＲとタイプ２のＰＨＲの両
方を有し得る一方、別のレポートはタイプ１のＰＨＲのみを有し得る。
【０１２８】
　[0141]いくつかの態様では、各電力ヘッドルームレポートの送信のためのトリガリング
条件（周期的／イベント駆動）は、個別に、またはまとめて定義され得る。いくつかの態
様では、動的ＰＨＲトリガリングも（たとえば、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）メッセ
ージにおける何らかの情報フィールドによって）可能であり得る。
【０１２９】
　[0142]いくつかの態様では、ＰＨＲは、いくつかの電力制御セットには必要ではないこ
とがある。一例として、ＰＵＳＣＨは電力制御セットｆ（ｉ）に基づいてよく、ＰＵＣＣ
Ｈは電力制御セットｇ（ｉ）に基づいてよく、ＳＲＳは２つの電力制御セットｆ（ｉ）お
よびｈ（ｉ）に基づいてよい。たとえば、第１の電力制御セット（たとえば、ｆ（ｉ））
はＳＲＳ　ＵＬ動作に使用されてよく、一方で第２の電力制御セット（たとえば、ｈ（ｉ
））はダウンリンクＣｏＭＰセット管理に使用されてよい。この例では、ｈ（ｉ）に基づ
くＳＲＳのためのＰＨＲは必要とされないことがある。
【０１３０】
　[0143]図１２に、本開示のいくつかの態様による、ユーザ機器によって実行され得るア
ップリンク電力制御のための例示的な動作１２００を示す。
【０１３１】
　[0144]１２０２においてＵＥは、少なくとも１つのアクセスポイントに対する同じアッ
プリンクチャネルでのアップリンク送信の送信電力を調整するために少なくとも２つの別
個の電力制御アルゴリズムを利用することができる。いくつかの態様では、少なくとも１
つのアクセスポイントに対するアップリンクチャネルは、単一のコンポーネントキャリア
上にあり得る。いくつかの態様では、少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムの間
の関係は非決定論的であってよく、それによりアクセスポイントは単一のＰＨＲから、少
なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムのすべてに対応する電力状況を容易に決定す
ることはない。



(37) JP 2015-514353 A 2015.5.18

10

20

30

40

50

【０１３２】
　[0145]１２０４においてＵＥは、現在のアップリンク送信電力としきい値との比較に基
づいてそれぞれ生成された少なくとも２つの電力ヘッドルームレポート（ＰＨＲ）を送信
する。いくつかの態様では、２つ以上のアップリンクチャネルでのアップリンク送信の送
信電力を調整するために、２つの別個の電力制御アルゴリズムが使用されることもある。
いくつかの態様では、送信されるＰＨＲの数は、少なくとも２つの別個の電力制御アルゴ
リズムが利用されるアップリンクチャネルの数に依存する。送信されるＰＨＲの数はまた
、各アップリンクチャネルに利用される別個の電力制御アルゴリズムの数に依存し得る。
【０１３３】
　[0146]いくつかの態様では、ＵＥは、少なくとも１つのアップリンクチャネルの各々の
ための別個の電力制御アルゴリズムの各々によって利用される仮想セルＩＤを決定し、少
なくとも仮想セルＩＤに基づいて少なくとも２つのＰＨＲのうちの１つと少なくとも１つ
のアップリンクチャネルの各々のための別個の電力制御アルゴリズムの各々との関連付け
を決定することができる。
【０１３４】
　[0147]いくつかの態様では、ＰＨＲの各々の送信は、別個の半静的設定に基づき得る。
別の態様では、２つのＰＨＲの送信は、単一の半静的設定に基づく。ＰＨＲの各々の送信
は、イベントによってトリガされることもある。
【０１３５】
　[0148]図１３に、本開示のいくつかの態様による、アクセスポイント（たとえば、基地
局、ｅＮＢ）において実行されるアップリンク電力制御のための例示的な動作１３００を
示す。１３０２においてアクセスポイントは、アクセスポイントに対する同じアップリン
クチャネルでの送信電力を調整するために少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズム
を利用しているユーザ機器（ＵＥ）からアップリンク送信を受信することができる。１３
０４においてアクセスポイントは、現在のアップリンク送信電力としきい値との比較に基
づいてそれぞれ生成された少なくとも２つの電力ヘッドルームレポート（ＰＨＲ）を受信
し得る。
【０１３６】
　　　例示的な電力制御不整合の処理　
　[0149]場合によっては、異なる電力制御セットの使用は、アップリンク電力制御の不整
合につながり得る。不整合は、異なるアップリンクチャネルの電力を制御するために使用
される異なる基準信号（ＲＳ）に起因し得る。たとえば、あるシステムでは、ＳＲＳ電力
制御のためのパスロス推定にＣＳＩ－ＲＳが使用され得る。さらに、同じシステムにおけ
るＰＵＳＣＨおよびＰＵＣＣＨ電力制御のためのパスロス推定にＣＲＳが使用され得る。
ＳＲＳとＰＵＳＣＨとが依然として同じｆ（ｉ）によって結び付けられ、ＳＲＳが依然と
してＵＬレート予測およびＵＬ電力制御などの動作に使用される場合、そのような不整合
は、最善ではないＵＬレート予測などの問題につながり得る。
【０１３７】
　[0150]いくつかの態様では、異なる電力制御累積ループがＰＵＳＣＨおよびＳＲＳに使
用され得る。これは、ＰＵＳＣＨとＳＲＳとが同じｆ（ｉ）を共有しないように発生し得
る。たとえば、あるＵＥについて、ＰＵＳＣＨはｆ（ｉ）に関連付けられることがあり、
ＳＲＳはｈ（ｉ）に関連付けられ得る。一般に、そのような不整合の場合、特にＵＬチャ
ネルの意図された目的を達成することに関する問題があり得る。たとえば、ＰＵＳＣＨと
ＳＲＳとで同じｆ（ｉ）を共有することは、ＵＬレート予測に必要である。
【０１３８】
　[0151]一般に、互いに強く関係するアップリンクチャネルが、少なくともいくつかの送
信のための整合電力制御を依然として維持することは、それらが（たとえば、異なる目的
で使用され得る）いくつかの他の送信のための不整合電力制御を有する場合でも、望まし
いことがある。いくつかの態様では、ＣＳＩ－ＲＳがＳＲＳに使用され、ＣＳＩがＰＵＳ
ＣＨ／ＰＵＣＣＨに使用される場合、別のＣＲＳベースのＳＲＳ電力制御を維持して、そ
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れによりＵＬレート予測のために、同じＲＳがＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨおよびＳＲＳに使
用され得るようにするのが望ましいことがある。言い換えれば、１つまたは複数のＵＬチ
ャネルの電力制御のために２つ以上のＲＳタイプが定義され得る。各ＲＳタイプ下では、
アップリンクチャネルの電力制御は何らかの関係をもつことができる一方、異なるＲＳタ
イプわたって、アップリンクチャネルの電力制御は、異なる目的のためであってよく、ゆ
るく結び付けられてよい。
【０１３９】
　[0152]いくつかの態様では、２つ（またはそれより多く）の累積電力制御ループがＳＲ
Ｓのために指定され（たとえば、ｆ（ｉ）およびｈ（ｉ））、一方のループがＵＬ用、他
方のループがＤＬ用であるとき、２つのループの使用はＵＬ状況に依存し得る。たとえば
、ＰＵＳＣＨ送信がある場合、ＳＲＳ電力制御は、ＰＵＳＣＨ電力制御とＳＲＳ電力制御
とが依然として密接に結び付けられるようにｆ（ｉ）に基づいてよく、これはＵＬレート
適応に必要であり得る。他の状況では、ＳＲＳ電力制御はｇ（ｉ）に基づき得る。電力制
御ループの使用は、何らかの非アクティビティタイマーおよび／または不連続受信（ＤＲ
Ｘ）手順と結び付けられることもある。結果として、ｆ（ｉ）とｇ（ｉ）との間の移行は
即座ではないことがあり、代わりに移行は、ある時間の経過後に発生することがある。
【０１４０】
　[0153]いくつかの態様では、ｆ（ｉ）またはｇ（ｉ）の使用は、１つまたは複数のＰＵ
ＳＣＨ送信に基づき得る。たとえばｆ（ｉ）は、１つのＰＵＳＣＨ送信の時点またはその
後に、複数の後続ＳＲＳ送信に使用され得る。ＵＬ動作状況に基づいて電力制御ループを
使用する提案とＲＲＣ構成を介してＳＲＳ電力制御にｆ（ｉ）およびｇ（ｉ）を使用する
ことの管理との間に差異があることに留意されたい。提案された構成は、性質上より動的
であると考えられ得る。さらに、いくつかの態様では、提案された構成は、ｆ（ｉ）また
はｇ（ｉ）のいずれが使用されるかを示すために、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）にお
ける１つまたは複数のビットによってシグナリングされ得る。
【０１４１】
　[0154]本明細書で説明される技法は、開ループ電力制御における電力制御セットにも適
用され得る。たとえば、２つのＳＲＳ電力制御セットが存在し、一方はパスロス測定のた
めにＣＲＳに基づき、他方はＣＳＩ－ＲＳに基づくことがある。２つのＳＲＳ電力制御セ
ットは、異なる電力オフセットなどのために存在することもある。第１のセットは、ＰＵ
ＳＣＨがある場合に使用され得る。他のシナリオでは、第２のセットが使用され得る。
【０１４２】
　[0155]いくつかの態様では、非周期的ＳＲＳがＰＵＳＣＨ送信をトリガし得るので、Ｕ
Ｅは、１つの特定の電力制御セット（たとえば、ｆ（ｉ））に常に依拠するように構成さ
れ得る。代替的に、無線リソース制御（ＲＲＣ）レイヤがＵＥに、どの電力制御セットが
非周期的ＳＲＳに使用されるかを示すことができる。別の態様では、ＤＣＩが、どの電力
制御を使用するかを動的に示すことができる。
【０１４３】
　[0156]図１４に、本開示のいくつかの態様による、ユーザ機器において実行されるアッ
プリンク電力制御のための例示的な動作１４００を示す。１４０２で、ＵＥは、少なくと
も１つのアクセスポイントに対する同じアップリンクチャネルでのアップリンク送信の送
信電力を調整するために少なくとも２つの別個の電力制御アルゴリズムを利用することが
できる。いくつかの態様では、２つのアップリンクチャネルのための別個の電力制御アル
ゴリズムが、少なくとも時には、異なる累積電力制御関数および／または異なる基準信号
（ＲＳ）を利用することがある。
【０１４４】
　[0157]１４０４で、ＵＥは、アップリンクチャネルのための電力制御を、それらのアッ
プリンクチャネルに異なる電力制御アルゴリズムが使用されるときに整合させるアクショ
ンをとることができる。いくつかの態様では、アクションをとることは、共通基準信号に
基づいてアップリンクチャネルのための少なくとも一部の送信に関する送信電力制御を実
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行することを含み得る。たとえば、同じタイプのＲＳに基づくときに２つのチャネルの両
方に同じ電力制御アルゴリズムが使用されてよく、異なるタイプのＲＳに基づくときに２
つのチャネルに異なる電力制御アルゴリズムが使用されてよい。
【０１４５】
　[0158]いくつかの態様では、アクションをとることは、（たとえば、タイマーに基づく
）第１の所定の時間にわたり第１のアップリンクチャネルに第１の電力制御アルゴリズム
を利用することと、第２の所定の時間にわたり第１のアップリンクチャネルに第２の電力
制御アルゴリズムを利用することとを含み得る。いくつかの態様では、異なる電力制御ア
ルゴリズムの使用は、アップリンク動作状況に基づき得る。さらに、第１および第２の所
定の時間は、シグナリングに基づき得る。一例として、シグナリングは、１つまたは複数
のダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）ビットで伝達され得る。
【０１４６】
　[0159]いくつかの態様では、アクションをとることは、サブフレームに物理アップリン
ク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）送信がある場合にサブフレームにおけるアップリンク送信
に第１の電力制御アルゴリズムを適用することと、サブフレームにＰＵＳＣＨ送信がない
場合にサブフレームにおけるアップリンク送信に第２の電力制御アルゴリズムを適用する
こととを含み得る。
【０１４７】
　　　例示的なＲＳ切替え処理　
　[0160]ある場合において、電力制御において、頼られるＲＳのロケーションまたはタイ
プは、動的に定義される、および／または切り替えられ得る。本明細書で提示される技法
は、ＣＳＩ－ＲＳが切り替わる場合のＣＳＩ－ＲＳに基づくＵＬ電力制御のケース、なら
びにＣＲＳとＣＳＩ－ＲＳとの間の切替えのケースに対処することができる。切替えは、
半静的、動的またはこれら２つの組合せであり得る。さらに、半静的切替えは、ＲＲＣ構
成を介して行われ得る。たとえば、ＵＥは、ＵＬ電力制御のための新しいＣＳＩ－ＲＳセ
ットで再構成され得る。さらなる例として、ＵＥは、現在のセット内で、ＵＬ電力制御に
使用される新しいＣＳＩ－ＲＳを指示され得る。さらに別の例として、ＵＥは、以前に使
用されたＣＳＩ－ＲＳの代わりにＣＲＳをＵＬ電力制御に使用するよう指示され得る。
【０１４８】
　[0161]動的切替えは、ＰＤＣＣＨを介して実行され得る。このタイプの動的切替えの一
例は、ＵＬ電力制御のための２つ以上のＣＳＩ－ＲＳセットでＵＥが構成され、どのセッ
トを使用するかをＰＤＣＣＨが示す場合である。さらなる例は、ＵＬ電力制御にＣＲＳま
たはＣＳＩ－ＲＳのいずれが使用されるべきかをＵＥが通知される場合である。
【０１４９】
　[0162]本開示は、ＲＳの切替えまたはＣＳＩ－ＲＳとＣＲＳとの間の切替えに対処する
方法を提示する。いくつかの態様では、切替え後でもｆ（ｉ）が維持され得る。この方法
は、とりわけ動的切替えに好ましいことがあり、半静的切替えでも許容可能であり得る。
【０１５０】
　[0163]いくつかの態様では、切替え後にｆ（ｉ）がゼロにリセットされ得る。この方法
は、半静的切替えに適したものであり得る。別の態様では、次のように新しいＣＳＩ－Ｒ
Ｓ／ＣＲＳに基づいてｆ（ｉ）が調整され得る。
【０１５１】
　　　ｆnew（ｉ）＝ｆold（ｉ）＋ＰＬnew－ＰＬold　
ここで、ＰＬnewおよびＰＬoldはそれぞれ、サブフレームｉ中の切替えの後と前の推定パ
スロスを表す。さらに、ｆold（ｉ）は先行累積電力制御コマンドを表し、ｆnew（ｉ）は
調整済み累積電力制御コマンドを表す。この方法は、動的切替えおよび／または半静的切
替えに適したものであり得る。
【０１５２】
　[0164]ＲＳ切替えにロバストな電力制御のための上記方法の各々に従って、ＵＥは、切
替えが発生したときに使用される選択肢を、シグナリングを介して通知され得る。ｅＮＢ
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がＵＥにｆ（ｉ）調整のオフセットをシグナリングすることもある。シグナリングされた
オフセットは、上記方法のいずれかと共存することがあり、または別個に考慮されること
がある。
【０１５３】
　[0165]ＲＳ切替え時に電力制御を実行する、本明細書で提示される技法は、ｇ（ｉ）な
どの他の累積電力制御ループにも適用可能であり得る。
【０１５４】
　[0166]図１５に、本開示のいくつかの態様による、電力制御のためにユーザ機器におい
て実行される例示的な動作１５００を示す。１５０２で、ＵＥは、少なくとも１つのアク
セスポイントに対する少なくとも１つのアップリンクチャネルでのアップリンク送信の送
信電力を調整するために少なくとも１つの電力制御アルゴリズムを利用することができる
。１５０４においてＵＥは、少なくとも１つの電力制御アルゴリズムが基づく基準信号（
ＲＳ）の間の切替えを補償するアクションをとることができる。
【０１５５】
　[0167]たとえば、異なるタイプのＲＳの間の切替えを補償するアクションが講じられ得
る。いくつかの態様では、切替えは（たとえば、ＰＤＣＣＨを介して）ＵＥにシグナリン
グされる。いくつかの態様では、アクションは、累積電力制御関数を既知の値にリセット
することを含み得る。別の態様では、アクションは、累積電力制御関数を以前の値で維持
することを含み得る。さらに別の一態様では、アクションは、切替えに起因するパスロス
の推定される変動および／またはオフセット値に基づいて累積電力制御関数を調整するこ
とを含み得る。
【０１５６】
　[0168]上記で説明された方法の様々な動作は、対応する機能を実行することが可能な任
意の好適な手段によって実行され得る。それらの手段は、限定はされないが、回路、特定
用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、またはプロセッサを含む、様々な（１つまたは複数の）
ハードウェアおよび／またはソフトウェア構成要素および／またはモジュールを含み得る
。たとえば、受信するための手段は、図３に示されるようなアンテナ３３２ａ～３３２ｔ
および／または３５２ａ～３５２ｒなどの受信機であり得る。さらに、送信するための手
段は、図３に示されるようなアンテナ３３２ａ～３３２ｔおよび／または３５２ａ～３５
２ｒなどの送信機であり得る。その上、利用するための手段および／またはアクションを
とるための手段は、図３に示されるようなプロセッサ３４０および／または３８０などの
任意の処理要素であり得る。
【０１５７】
　[0169]さらに、機能（たとえば、選択、識別、決定など）を実行するように構成された
回路は、汎用プロセッサおよび／または専用プロセッサなど、処理要素または論理回路の
任意の組合せであり得る。
【０１５８】
　[0170]本明細書で使用される「決定」という用語は、多種多様なアクションを包含する
。たとえば、「決定」は、計算、算出、処理、導出、調査、探索（たとえば、テーブル、
データベース、または別のデータ構造での探索）、確認などを含むことができる。また、
「決定」は、受信（たとえば、情報を受信すること）、アクセス（たとえば、メモリ中の
データにアクセスすること）などを含むことができる。また、「決定」は、解決、選択、
選出、確立などを含むことができる。
【０１５９】
　[0171]本明細書で使用される、項目のリスト「のうちの少なくとも１つ」を指す句は、
単一のメンバーを含む、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、ｂ、ｃ、ａ－ｂ、ａ－ｃ、ｂ－ｃ、およびａ－
ｂ－ｃをカバーするものとする。
【０１６０】
　[0172]本開示に関連して説明された様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および
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回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（
ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプログラマ
ブル論理デバイス（ＰＬＤ）、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構
成要素、あるいは本明細書で説明された機能を実行するように設計されたそれらの任意の
組合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得
るが、代替として、プロセッサは、任意の市販のプロセッサ、コントローラ、マイクロコ
ントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイ
スの組合せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセ
ッサ、ＤＳＰコアと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他の
そのような構成として実装され得る。
【０１６１】
　[0173]本開示に関連して説明された方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェ
アで直接実施されるか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで実施さ
れるか、またはその２つの組合せで実施され得る。ソフトウェアモジュールは、当技術分
野で知られている任意の形式の記憶媒体中に常駐することができる。使用され得る記憶媒
体のいくつかの例には、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読取り専用メモリ（ＲＯＭ
）、フラッシュメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）メモリ、レジスタ
、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭなどがある。ソフトウェアモジ
ュールは、単一の命令、または多数の命令を備え得、いくつかの異なるコードセグメント
上で、異なるプログラム間で、および複数の記憶媒体にわたって分散され得る。記憶媒体
は、プロセッサがその記憶媒体から情報を読み取ることができ、その記憶媒体に情報を書
き込むことができるように、プロセッサに結合され得る。代替として、記憶媒体はプロセ
ッサに一体化することができる。
【０１６２】
　[0174]本明細書で開示される方法は、説明された方法を達成するための１つまたは複数
のステップまたはアクションを備える。本方法のステップおよび／またはアクションは、
特許請求の範囲から逸脱することなく互いに交換され得る。言い換えれば、ステップまた
はアクションの特定の順序が指定されない限り、特定のステップおよび／またはアクショ
ンの順序および／または使用は特許請求の範囲から逸脱することなく変更され得る。
【０１６３】
　[0175]説明された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれ
らの組合せで実装できる。ハードウェアで実装される場合、例示的なハードウェア構成は
ワイヤレスノード中に処理システムを備え得る。処理システムは、バスアーキテクチャを
用いて実装され得る。バスは、処理システムの具体的な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バスとブリッジとを含み得る。バスは、プロセッサと、機械
可読媒体と、バスインターフェースとを含む様々な回路を互いにリンクし得る。バスイン
ターフェースは、ネットワークアダプタを、特に、バスを介して処理システムに接続する
ために使用され得る。ネットワークアダプタは、ＰＨＹレイヤの信号処理機能を実装する
ために使用され得る。ＵＥ１２０（図１参照）の場合、ユーザインターフェース（たとえ
ば、キーパッド、ディスプレイ、マウス、ジョイスティックなど）もまたバスに接続され
得る。バスはまた、タイミングソース、周辺機器、電圧調整器、電力管理回路などの様々
な他の回路にリンクし得るが、それらは当技術分野でよく知られており、したがってこれ
以上は説明されない。
【０１６４】
　[0176]プロセッサは、機械可読媒体に記憶されたソフトウェアの実行を含む、バスおよ
び一般的な処理を管理することを担当し得る。プロセッサは、１つまたは複数の汎用およ
び／または専用プロセッサを用いて実装され得る。例としては、マイクロプロセッサ、マ
イクロコントローラ、ＤＳＰプロセッサ、およびソフトウェアを実行し得る他の回路があ
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、データ、またはそれらの任意の組
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合せを意味すると広く解釈されるべきである。機械可読媒体は、例として、ＲＡＭ（ラン
ダムアクセスメモリ）、フラッシュメモリ、ＲＯＭ（読取り専用メモリ）、ＰＲＯＭ（プ
ログラマブル読取り専用メモリ）、ＥＰＲＯＭ（消去可能プログラマブル読取り専用メモ
リ）、ＥＥＰＲＯＭ（電気消去可能プログラマブル読取り専用メモリ）、レジスタ、磁気
ディスク、光ディスク、ハードドライブ、または他の好適な記憶媒体、あるいはそれらの
任意の組合せを含み得る。機械可読媒体は、コンピュータプログラム製品において具現化
され得る。コンピュータプログラム製品は、パッケージング材料を備え得る。
【０１６５】
　[0177]ハードウェア実装形態では、機械可読媒体は、プロセッサとは別個の処理システ
ムの一部であり得る。しかしながら、当業者なら容易に理解するように、機械可読媒体ま
たはその任意の部分は処理システムの外部にあり得る。例として、機械可読媒体は、すべ
てがバスインターフェースを介してプロセッサによってアクセスされ得る、伝送線路、デ
ータによって変調された搬送波、および／またはワイヤレスノードとは別個のコンピュー
タ製品を含み得る。代替的に、または追加で、機械可読媒体またはその任意の部分は、キ
ャッシュおよび／または汎用レジスタファイルがそうであり得るように、プロセッサに統
合され得る。
【０１６６】
　[0178]処理システムは、すべてが外部バスアーキテクチャを介して他の支援する回路と
互いにリンクされる、プロセッサ機能を提供する１つまたは複数のマイクロプロセッサと
、機械可読媒体の少なくとも一部を提供する外部メモリとをもつ汎用処理システムとして
構成され得る。代替的に、処理システムは、プロセッサをもつＡＳＩＣ（特定用途向け集
積回路）と、バスインターフェースと、アクセス端末の場合はユーザインターフェースと
、サポート回路と、単一のチップに統合された機械可読媒体の少なくとも一部分とを用い
て、あるいは１つまたは複数のＦＰＧＡ（フィールドプログラマブルゲートアレイ）、Ｐ
ＬＤ（プログラマブル論理デバイス）、コントローラ、状態機械、ゲート論理、個別ハー
ドウェア構成要素、もしくは他の好適な回路、または本開示全体にわたって説明された様
々な機能を実行し得る回路の任意の組合せを用いて、実装され得る。当業者は、具体的な
適用例と、全体的なシステムに課される全体的な設計制約とに応じて、処理システムにつ
いて説明された機能を最適に実装する方法を理解されよう。
【０１６７】
　[0179]機械可読媒体は、いくつかのソフトウェアモジュールを備え得る。ソフトウェア
モジュールは、プロセッサによって実行されたときに、処理システムに様々な機能を実行
させる命令を含む。ソフトウェアモジュールは、送信モジュールと受信モジュールとを含
み得る。各ソフトウェアモジュールは、単一の記憶デバイス中に常駐するか、または複数
の記憶デバイスにわたって分散され得る。例として、トリガイベントが発生したとき、ソ
フトウェアモジュールがハードドライブからＲＡＭにロードされ得る。ソフトウェアモジ
ュールの実行中、プロセッサは、アクセス速度を高めるために、命令のいくつかをキャッ
シュにロードし得る。次いで、１つまたは複数のキャッシュラインが、プロセッサによる
実行のために汎用レジスタファイルにロードされ得る。以下でソフトウェアモジュールの
機能に言及する場合、そのような機能は、そのソフトウェアモジュールからの命令を実行
したときにプロセッサによって実装されることが理解されよう。
【０１６８】
　[0180]ソフトウェアで実装される場合、機能は、１つまたは複数の命令またはコードと
してコンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送
信され得る。コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラ
ムの転送を可能にする任意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む
。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る
。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰ
ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、あるいは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージま
たは他の磁気記憶デバイス、もしくは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコ
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意の他の媒体を備えることができる。同様に、いかなる接続も適切にコンピュータ可読媒
体と称される。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイ
ストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、または赤外線（ＩＲ）、無線、およびマイク
ロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソー
スから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、
または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる
。本明細書で使用されているような、「Ｄｉｓｋ」と「Ｄｉｓｃ」（両方とも日本語では
ディスク）は、コンパクトディスク（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）、光ディス
ク、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク、およびＢｌ
ｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスクを含み、「Ｄｉｓｋ」は通常磁気的にデータを再現し、
「Ｄｉｓｃ」はレーザーを使って光学的にデータを再現する。したがって、いくつかの態
様では、コンピュータ可読媒体は非一時的コンピュータ可読媒体（たとえば、有形媒体）
を備え得る。さらに、他の態様では、コンピュータ可読媒体は一時的コンピュータ可読媒
体（たとえば、信号）を備え得る。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含ま
れるべきである。
【０１６９】
　[0181]したがって、いくつかの態様は、本明細書で提示される動作を実行するためのコ
ンピュータプログラム製品を備え得る。たとえば、そのようなコンピュータプログラム製
品は、本明細書で説明される動作を実行するために１つまたは複数のプロセッサによって
実行可能である命令を記憶した（かつ／または符号化した）コンピュータ可読媒体を備え
得る。いくつかの態様では、コンピュータプログラム製品はパッケージング材料を含み得
る。
【０１７０】
　[0182]さらに、本明細書で説明された方法と技法とを実行するためのモジュールおよび
／または他の適切な手段は、適宜、ユーザ端末および／または基地局によってダウンロー
ドされ、かつ／または他の方法で取得され得ることを諒解されたい。たとえば、本明細書
で説明された方法を実行するための手段の転送を可能にするために、そのようなデバイス
はサーバに結合され得る。代替的に、本明細書で説明された様々な方法は、ユーザ端末お
よび／または基地局がストレージ手段をデバイスに結合するかまたは与えると様々な方法
を得ることができるように、ストレージ手段（たとえば、ＲＡＭ、ＲＯＭ、コンパクトデ
ィスク（ＣＤ）またはフロッピーディスクなど物理記憶媒体など）によって提供され得る
。さらに、本明細書で説明される方法および技法をデバイスに与えるための任意の他の適
切な技法が利用され得る。
【０１７１】
　[0183]特許請求の範囲は、上記に示した正確な構成および構成要素に限定されないこと
を理解されたい。上記の方法および装置の構成、動作および詳細において、特許請求の範
囲から逸脱することなく、様々な改変、変更および変形が行われ得る。
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