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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
遠隔局が複数のサブチャネル信号を含むリバースリンク信号を送信するワイヤレス通信シ
ステム中の、前記複数のサブチャネル信号の１つ以上の送信電力を独立的に調整し、基地
局内に位置する電力制御サブシステムにおいて、
前記リバースリンク信号を受信する受信機と、
前記リバースリンク信号を復調して、前記複数のサブチャネル信号を供給する復調器と、
それぞれ前記サブチャネル信号のうちの対応する１つを受け取り、予め定められた時間期
間中に前記サブチャネル信号のエネルギーを累算して、累算されたサブチャネルエネルギ
を供給する複数の累算器と、
前記累算サブチャネルエネルギを受け取り、前記累算サブチャネルエネルギのそれぞれを
複数のしきい値のうちの対応するしきい値と比較する比較器と、
前記比較の結果にしたがって、前記複数のサブチャネル信号のうちの少なくとも１つの送
信電力を調整する電力制御メッセージを発生させるメッセージ発生器とを具備し、
前記復調器は、
疑似ランダム雑音（ＰＮ）シーケンスにしたがって前記リバースリンク信号を復調して、
遠隔局信号を供給するＰＮ復調器と、
それぞれ前記遠隔局信号を受け取り、直交復調シーケンスにしたがって前記遠隔局信号を
復調して、前記サブチャネル信号のうちの対応する１つを供給する複数の直交復調器とを
備える電力制御サブシステム。
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【請求項２】
前記サブチャネル信号のそれぞれに対する測定されたフレームエラーレートにしたがって
前記複数のしきい値を発生させるしきい値発生器をさらに具備する請求項１記載の電力制
御サブシステム。
【請求項３】
前記電力制御メッセージは、
それぞれが予め定められた量だけ前記サブチャネル信号の送信電力を増加または減少させ
るコマンドを表す複数のビットを含む請求項１記載の電力制御サブシステム。
【請求項４】
前記電力制御メッセージは、
それぞれの値が１ビットより多くかつ全体的な利得値を決定するのに必要な数よりも少な
いものから構成され、予め定められた量で乗算されたその値だけ前記サブチャネル信号の
送信電力を増加または減少させるコマンドを表す複数の値を含む請求項１記載の電力制御
サブシステム。
【請求項５】
遠隔局が複数のサブチャネル信号を含むリバースリンク信号を送信するワイヤレス通信シ
ステム中の、前記複数のサブチャネル信号の１つ以上の送信電力を独立的に調整し、基地
局内に位置する電力制御サブシステムにおいて、
前記リバースリンク信号を受信する受信機と、
前記リバースリンク信号を復調して、前記複数のサブチャネル信号を供給する復調器と、
それぞれ前記サブチャネル信号のうちの対応する１つを受け取り、予め定められた時間期
間中に前記サブチャネル信号のエネルギーを累算して、累算されたサブチャネルエネルギ
を供給する複数の累算器と、
前記累算サブチャネルエネルギを受け取り、前記累算サブチャネルエネルギのそれぞれを
複数のしきい値のうちの対応するしきい値と比較する比較器と、
前記比較の結果にしたがって、前記複数のサブチャネル信号のうちの少なくとも１つの送
信電力を調整する電力制御メッセージを発生させるメッセージ発生器とを具備する電力制
御サブシステム。
【請求項６】
前記サブチャネル信号のそれぞれに対する測定されたフレームエラーレートにしたがって
前記複数のしきい値を発生させるしきい値発生器をさらに具備する請求項５記載の電力制
御サブシステム。
【請求項７】
遠隔局が複数のサブチャネル信号を含むリバースリンク信号を送信するワイヤレス通信シ
ステム中の、前記複数のサブチャネル信号のうちの１つ以上の送信電力を独立的に調整し
、基地局内に位置する電力制御サブシステムにおいて、
前記リバースリンク信号を受信する受信機と、
前記リバースリンク信号を復調して、前記複数のサブチャネル信号を供給する復調器と、
前記サブチャネル信号の対応する１つに関連する品質測定値またはエネルギー測定値にし
たがって、前記複数のサブチャネル信号のうちの少なくとも１つの送信電力を調整する電
力制御メッセージを発生させるメッセージ発生器と、
それぞれが予め定められた量だけ前記サブチャネル信号の送信電力を増加または減少させ
るコマンドを表す複数のビットとを具備する電力制御サブシステム。
【請求項８】
遠隔局が複数のサブチャネル信号を含むリバースリンク信号を送信するワイヤレス通信シ
ステム中の、前記複数のサブチャネル信号のうちの１つ以上の送信電力を独立的に調整し
、基地局内に位置する電力制御サブシステムにおいて、
前記リバースリンク信号を受信する受信機と、
前記リバースリンク信号を復調して、前記複数のサブチャネル信号を供給する復調器と、
前記サブチャネル信号の対応する１つに関連する品質測定値またはエネルギー測定値にし
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たがって、前記複数のサブチャネル信号のうちの少なくとも１つの送信電力を調整する電
力制御メッセージを発生させるメッセージ発生器と、
それぞれの値が１ビットより多くかつ全体的な利得値を決定するのに必要な数よりも少な
いものから構成され、予め定められた量で乗算されたその値だけ前記サブチャネル信号の
送信電力を増加または減少させるコマンドを表す複数の値とを具備する電力制御サブシス
テム。
【請求項９】
遠隔局が複数のサブチャネル信号を含むリバースリンク信号を送信するワイヤレス通信シ
ステム中の、前記複数のサブチャネル信号のうちの１つ以上の送信電力を独立的に調整し
、基地局内に位置する電力制御サブシステムにおいて、
前記リバースリンク信号を受信する受信機と、
前記リバースリンク信号を復調して、前記複数のサブチャネル信号を供給する復調器と、
それぞれ前記サブチャネル信号の対応する１つを受け取り、予め定められた時間期間中に
前記サブチャネル信号のエネルギーを累算して、累算されたサブチャネルエネルギを供給
する複数の累算器と、
前記累算サブチャネルエネルギを受け取り、前記累算サブチャネルエネルギのそれぞれを
複数のしきい値のうちの対応するしきい値と比較する比較器と、
前記サブチャネル信号のうちの対応する２つに関連する前記比較の結果にしたがって、前
記複数のサブチャネル信号のうちの２つの送信電力を調整する電力制御メッセージを発生
させるメッセージ発生器とを具備する電力制御サブシステム。
【請求項１０】
前記サブチャネル信号のそれぞれに対する測定されたフレームエラーレートにしたがって
前記複数のしきい値を発生するしきい値発生器をさらに具備する請求項９記載の電力制御
サブシステム。
【請求項１１】
遠隔局が複数のサブチャネル信号を含むリバースリンク信号を送信するワイヤレス通信シ
ステム中の、前記複数のサブチャネル信号のうちの１つ以上の送信電力を独立的に調整し
、基地局内に位置する電力制御サブシステムにおいて、
前記リバースリンク信号を受信する受信機と、
前記リバースリンク信号を復調して、前記複数のサブチャネル信号を供給する復調器と、
前記サブチャネル信号のうちの対応する２つに関連する品質測定値またはエネルギー測定
値にしたがって、前記複数のサブチャネル信号のうちの２つの送信電力を調整する電力制
御メッセージを発生させるメッセージ発生器とを具備し、
前記電力制御メッセージは、
それぞれが予め定められた量だけ前記サブチャネル信号の送信電力を増加または減少させ
るコマンドを表す複数のビットを含む電力制御サブシステム。
【請求項１２】
遠隔局が複数のサブチャネル信号を含むリバースリンク信号を送信するワイヤレス通信シ
ステム中の、前記複数のサブチャネル信号のうちの１つ以上の送信電力を独立的に調整し
、基地局内に位置する電力制御サブシステムにおいて、
前記リバースリンク信号を受信する受信機と、
前記リバースリンク信号を復調して、前記複数のサブチャネル信号を供給する復調器と、
前記サブチャネル信号のうちの対応する２つに関連する品質測定値またはエネルギー測定
値にしたがって、前記複数のサブチャネル信号のうちの２つの送信電力を調整する電力制
御メッセージを発生させるメッセージ発生器とを具備し、
前記電力制御メッセージは、
それぞれの値が１ビットより多くかつ全体的な利得値を決定するのに必要な数よりも少な
いものから構成され、予め定められた量で乗算されたその値だけ前記サブチャネル信号の
送信電力を増加または減少させるコマンドを表す複数の値を含む電力制御サブシステム。
【請求項１３】
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遠隔局が複数のサブチャネル信号を含むリバースリンク信号を送信するワイヤレス通信シ
ステム中の、前記複数のサブチャネル信号のうちの１つ以上の送信電力を独立的に調整し
、基地局内に位置する電力制御サブシステムにおいて、
前記リバースリンク信号を受信する受信機と、
前記リバースリンク信号を復調して、前記複数のサブチャネル信号を供給する復調器と、
それぞれ前記サブチャネル信号のうちの対応する１つを受け取り、予め定められた時間期
間中に前記サブチャネル信号のエネルギーを累算して、累算されたサブチャネルエネルギ
を供給する複数の累算器と、
前記累算サブチャネルエネルギを受け取り、前記累算サブチャネルエネルギのそれぞれを
複数のしきい値のうちの対応するしきい値と比較する比較器と、
前記サブチャネル信号のうちの対応する３つに関連する前記比較の結果にしたがって、前
記複数のサブチャネル信号のうちの３つの送信電力を調整する電力制御メッセージを発生
させるメッセージ発生器とを具備する電力制御サブシステム。
【請求項１４】
前記サブチャネル信号のそれぞれに対する測定されたフレームエラーレートにしたがって
前記複数のしきい値を発生するしきい値発生器をさらに具備する請求項１３記載の電力制
御サブシステム。
【請求項１５】
遠隔局が複数のサブチャネル信号を含むリバースリンク信号を送信するワイヤレス通信シ
ステム中の、前記複数のサブチャネル信号のうちの１つ以上の送信電力を独立的に調整し
、基地局内に位置する電力制御サブシステムにおいて、
前記リバースリンク信号を受信する受信機と、
前記リバースリンク信号を復調して、前記複数のサブチャネル信号を供給する復調器と、
前記サブチャネル信号のうちの対応する３つに関連する品質測定値またはエネルギー測定
値にしたがって、前記複数のサブチャネル信号のうちの３つの送信電力を調整する電力制
御メッセージを発生させるメッセージ発生器とを具備し、
前記電力制御メッセージは、
それぞれが予め定められた量だけ前記サブチャネル信号の送信電力を増加または減少させ
るコマンドを表す複数のビットを含む電力制御サブシステム。
【請求項１６】
遠隔局が複数のサブチャネル信号を含むリバースリンク信号を送信するワイヤレス通信シ
ステム中の、前記複数のサブチャネル信号のうちの１つ以上の送信電力を独立的に調整し
、基地局内に位置する電力制御サブシステムにおいて、
前記リバースリンク信号を受信する受信機と、
前記リバースリンク信号を復調して、前記複数のサブチャネル信号を供給する復調器と、
前記サブチャネル信号のうちの対応する３つに関連する品質測定値またはエネルギー測定
値にしたがって、前記複数のサブチャネル信号のうちの３つの送信電力を調整する電力制
御メッセージを発生させるメッセージ発生器とを具備し、
前記電力制御メッセージは、
それぞれの値が１ビットより多くかつ全体的な利得値を決定するのに必要な数よりも少な
いものから構成され、予め定められた量で乗算されたその値だけ前記サブチャネル信号の
送信電力を増加または減少させるコマンドを表す複数の値を含む電力制御サブシステム。
【発明の詳細な説明】
発明の背景
Ｉ．発明の分野
この発明は電力制御サブシステムに関する。特にこの発明は、遠隔局が複数のサブチャネ
ル信号を含むリバースリンク信号を送信するワイヤレス通信システムの基地局で使用する
ための電力制御サブシステムに関する。
ＩＩ．関連技術の説明
符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）スペクトル拡散通信システムでは、そのシステム内のすべ
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ての基地局との通信に共通の周波数帯が使用される。このようなシステムの例は、“ディ
アルモード広帯域スペクトル拡散セルラシステム用の移動局－基地局互換性標準規格”と
題するＴＩＡ／ＥＩＡ暫定標準規格ＩＳ－９５－Ａに説明されており、これは参照のため
にここに組み込まれている。ＣＤＭＡ信号の発生および受信は、共に本発明の譲受人に譲
受され、ここに参照として組込まれている、“衛星または地上中継器を使用するスペクト
ル拡散多元接続通信システム”と題する米国特許第４，９０１，３０７号および“ＣＤＭ
Ａセルラ電話システムにおいて信号波形を発生させるためのシステムおよび方法”と題す
る米国特許第５，１０３，４５９号に開示されている。
共通の周波数帯を占有する信号は、高レート疑似雑音（ＰＮ）コードの使用に基づくスペ
クトル拡散ＣＤＭＡ波形特性を通して受信局において弁別される。ＰＮコードが使用され
て、基地局および遠隔局から送信された信号が変調される。異なる基地局からの信号は、
各基地局に割り当てられたＰＮコードにもたらされる一意的な時間オフセットを弁別する
ことにより、受信局において独立して受信される。高レートＰＮ変調により、異なる伝播
路を通って信号が伝わった場合にも単一の送信局からの信号を受信局が受信することがで
きる。複数の信号の復調は、共に本発明の譲受人に譲受され、ここに参照として組込まれ
ている、“複数の信号を受信することができるシステムにおける復調素子の割当”と題す
る米国特許第５，４９０，１６５号および“ＣＤＭＡセルラ電話システムにおけるダイバ
ーシティ受信機”と題する米国特許第５，１０９，３９０号に開示されている。
ＩＳ－９５の無線（ＯＴＡ）インターフェイス標準規格は、デジタルセルラ電話システム
を実現するための１組のＲＦ信号変調手順を規定している。（ここでは集約的にＩＳ－９
５標準規格として言及する）ＩＳ－９５標準規格およびＩＳ－９５ＡやＡＮＳＩ　Ｊ－Ｓ
ＴＤ－００８のようなその派生規格は通信工業協会（ＴＩＡ）により公表されており、異
なる販売者により製造される通信装置間の実施可能性を確保している。
ＩＳ－９５標準規格は、以前の既存のセルラ電話技術よりもさらに効率的に利用可能なＲ
Ｆ帯域幅を使用することから熱狂的に受け入れられている。この増加した効率は、幅広い
送信電力制御と組み合わせてＣＤＭＡ信号処理技術を使用し、セルラ電話システムの周波
数再使用を増加させることにより提供される。
図１は、ＩＳ－９５の使用と矛盾しない方法で構成されたデジタルセルラ電話システムを
図示している。動作中、電話通話や他の通信は、ＲＦ信号を使用して、（一般的にセルラ
電話機である）遠隔局１と基地局２との間でデータを交換することによる行われる。通信
はさらに基地局２から基地局コントローラ（ＢＳＣ）４および移動体スイッチングセンタ
（ＭＳＣ）６を通して、公衆電話交換ネットワーク（ＰＳＴＮ）８に向けて、あるいは他
の遠隔局１へ送信するために他の基地局に向けてなされる。ＢＳＣ４とＭＳＣ６は一般的
に移動体制御、通話処理および通話ルーティング機能を行う。
基地局２から１組の遠隔局１に送信されるＲＦ信号はフォワードリンクと呼ばれ、遠隔局
１から基地局２に送信されるＲＦ信号はリバースリンクと呼ばれる。ＩＳ－９５標準規格
は、デジタル化音声データのようなユーザデータをリバースリンク信号を通して送信する
ことにより通信サービスを提供することを遠隔局１に要求する。リバースリンク信号は単
一のトラフィックチャネルから構成されており、したがってパイロットチャネルを含まな
いことから“非コヒーレント”信号と呼ばれることが多く、このようなことからコヒーレ
ントに復調することができない。
リバースリンク信号内では、ＩＳ－９５により提供される１組のレートセットからどのレ
ートセットが選択されるかに依存して、ユーザデータは８．６あるいは１３．３５ｋｂｐ
ｓの最大データレートで送信される。単一チャネルで非コヒーレントなリバースリンク信
号を使用すると、単一の基地局２と通信している１組の遠隔局１間を同期させる必要性が
なくなることにより、ＩＳ－９５のセルラ電話システムの実現が簡単になる。
先に説明したように、ＩＳ－９５は、利用可能なＲＦ帯域幅をさらに効率的に利用するた
めに、幅広い送信電力制御を組み込んでいる。ＩＳ－９５にしたがうと、この電力制御は
、基地局で受信されたときの受信信号強度とリバースリンクトラフィックチャネルの品質
を測定し、その測定値に基づいて電力制御コマンドを発生することにより実行される。電
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力制御コマンドはフォワードリンク信号により遠隔局に送信される。遠隔局は、電力制御
コマンドに基づいてリバースリンク信号の送信電力を増加または減少させることにより電
力制御コマンドに応答する。この電力制御方法は閉ループ電力制御として呼ばれている。
ＣＤＭＡ通信システムにおける閉ループ電力制御の設計は、本発明の譲受人に譲受され、
ここに参照として組込まれている、“ＣＤＭＡセルラ電話システムにおいて送信電力を制
御する方法および装置”と題する米国特許第５，０５６，１０９号に開示されている。
ＩＳ－９５システムでは、通信を行うのに最低限の必要性でリバースリンク信号の送信電
力を維持するために、秒当り８００回のオーダのレートで電力制御調整が反復して実行さ
れる。さらにＩＳ－９５は、２０ミリ秒の増分で送信デューティサイクルを変化させるこ
とにより、音声アクティビィティの変化に応答してリバースリンク信号のデューティサイ
クルを調整することも要求する。したがって、送信デューティサイクルが低くされた場合
には、遠隔局はいずれかのセットポイントで送信する。すなわち、送信はゲート制御され
て遠隔局はまったく送信しない。送信がゲート制御されている期間中、リバースリンク信
号が検出されないことから、基地局は不正確な電力制御増加コマンドを発生する。遠隔局
にはその送信がいつゲート制御されたのかが分かっており、また対応する増加コマンドが
不正確であることが分かっているので、遠隔局は対応する増加コマンドを無視することが
できる。
ワールドワイドウエッブのようなネットワーク技術により生み出されるデジタルデータを
送信する増加しつつある需要を満たすために、さらに複雑でより高レートな多重チャネル
コヒーレントリバースリンク信号が、“高データレートＣＤＭＡワイヤレス通信システム
”と題する留保中の米国特許出願第０８／６５４，４４３号（’４４３出願）に提供され
ており、この米国特許出願は１９９６年５月２８日に出願され、本発明の譲受人に譲受さ
れ、ここに参照として組込まれている。先に言及した特許出願は、１組の独立して利得調
整されるチャネルが１組の直交サブチャネルコードを使用することにより形成されるシス
テムを説明している。送信チャネルの１つを通して送信されるべきデータは、サブチャネ
ルコードの１つで変調され、利得調整され、他のサブチャネルコードを使用して変調され
たデータと合計される。結果として得られた合計データは、ユーザロングコードと疑似ラ
ンダム拡散コード（ＰＮコード）を使用して変調され、送信のためにアップコンバートさ
れる。特に先に参照した特許出願は、少なくとも１つのトラフィックサブチャネルを含む
ウォルシュシーケンス変調されたサブチャネル、電力制御サブチャネルおよびパイロット
サブチャネルからなるリバースリンク信号を説明している。
多重チャネルリバースリンクは、異なるタイプのデータを同時に送信できるようにするこ
とにより柔軟性を増加させる。パイロットサブチャネルを提供することにより、基地局に
おけるリバースリンク信号のコヒーレント処理が促進され、これはリバースリンクの性能
を向上させる。電力制御、時間追跡および周波数追跡を促進するために、平均受信パイロ
ット信号電力対雑音比（ＳＮＲ）を一定レベルに維持することが望ましい。ＣＤＭＡベー
スのシステムでは、高いシステム容量を実現するために効率的な電力制御が重要であるこ
とに留意しなければならない。通常、電力制御は開ループと閉ループの２つの部分に分け
られる。開ループ電力制御では、移動局は予め定められた時間期間に対して受信フォワー
ドリンク信号を測定し、受信フォワードリンク電力の変化に応答してその送信電力を調整
する。ＩＳ－９５で実現されるような開ループ電力制御はかなり遅く、（コーナー効果と
して知られている）長い期間のチャネル変動を処理する。先に説明したような閉ループ電
力制御はより早く、そしてフェージングの影響を補償しようとする。
ＩＳ－９５ベースのＣＤＭＡシステムでは、閉ループ電力制御も使用され、リバースリン
クを所要のセットポイントに駆動させる。例えば、１％のフレームエラーレート（ＦＥＲ
）が望ましいかもしれない。ＦＥＲが高すぎる場合には、エラーレートを減少させるため
にリバースリンク電力の増加が必要である。一方、ＦＥＲが所要のセットポイントよりも
低い場合には、リバースリンク電力を減少させることができる。リバースリンク電力を減
少させると発生する干渉も減少させ、したがってシステム中の他のユーザに直接的な好影
響をもたらす。すべてのユーザがセットポイントで、したがって所要のエラーレートを達
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成するために要求される最小電力で送信しているときに、ＣＤＭＡでは最大容量に到達す
る。
システムの動作セットポイントは、基地局における電力制御決定しきい値を変化させるこ
とにより修正することができる。結果として、リバースリンクの総平均受信電力が新しい
値に収束する。この電力制御メカニズムは総送信電力に影響を与える。しかしながら、’
４４３出願において提供されているような複数のサブチャネルを使用するシステムにこの
技術が適用されると、総送信電力が修正されるので、各サブチャネルの相対強度は変化し
ない。例えば、受信パイロットサブチャネル電力に関して満足のいく電力レベルに到達し
たときに、送信電力を後続して変化させてデータサブチャネルに対する受信ＦＥＲを修正
するとパイロット電力に影響を与え、逆も同様である。別々のサブチャネルを占有する異
なるタイプのデータは異なる要求を持ちやすいので、各サブチャネルの送信電力を独立し
て制御できることが望ましい。
発明の要約
本発明の１つの観点にしたがうと、遠隔局が複数のサブチャネル信号を含むリバースリン
ク信号を送信するワイヤレス通信システムの基地局において使用する電力制御サブシステ
ムが提供される。この電力制御サブシステムは、前記リバースリンク信号を受信し、前記
リバースリンク信号を復調して前記複数のサブチャネル信号を供給する受信機手段と、前
記複数のサブチャネル信号のそれぞれを受取り、前記サブチャネル信号のそれぞれの品質
を測定する品質測定手段と、前記複数のサブチャネル信号のそれぞれの送信電力を独立的
に調整することができるように、前記複数のサブチャネル信号の少なくとも１つの送信電
力を調整する電力制御メッセージを発生するメッセージ発生器手段とを具備する。
本発明の他の観点にしたがうと、複数のサブチャネル信号を含むリバースリンク信号を送
信する遠隔局用の電力制御サブシステムが提供される。この電力制御サブシステムは、電
力制御メッセージを受信し、前記電力制御メッセージに基づいて複数の利得値を供給する
受信機手段と、受信された電力制御メッセージに基づいて前記サブチャネル信号のそれぞ
れの送信電力を独立的に調整することができるようにするために、それぞれ対応するサブ
チャネル信号と対応する利得値を受取り、前記利得値にしたがって前記サブチャネル信号
の利得を調整するように構成された複数の利得調整手段とを具備する。
本発明のさらに別の観点にしたがうと、複数のサブチャネル信号を含むリバースリンク信
号を送信する遠隔局の送信電力を制御する方法が提供される。この方法は、前記リバース
リンク信号を受信し、前記リバースリンク信号を復調して、前記複数のサブチャネル信号
を獲得し、前記複数のサブチャネル信号の少なくとも１つの送信電力を調整する際に使用
する電力制御メッセージを発生し、前記複数のサブチャネル信号のそれぞれの送信電力を
独立的に調整することができるように、前記電力制御メッセージを遠隔局に送信するステ
ップを含む。
以下の説明では、サブチャネル制御ループにより各サブチャネルの送信電力を独立的に制
御することを説明する。送信局はサブチャネルの合計からなるチャネルを発生する。各サ
ブチャネルまたはサブチャネルのグループは、受信局からのサブチャネル電力制御メッセ
ージにしたがって変化する一意的な利得値で増幅される。受信局は、その受信されたサブ
チャネルに基づくメトリクスを監視および計算した後に各サブチャネル電力制御メッセー
ジを発生する。
【図面の簡単な説明】
本発明の特徴および効果は、以下の図面とともに詳細な説明を読むことからさらに明白に
なるであろう。図面において、同じ参照文字は同様な構成要素を識別している。
図１は、セルラ電話システムのブロック図である。
図２は、本発明の例示的な実施形態にしたがって構成された遠隔局のブロック図である。
図３は、本発明の例示的な実施形態にしたがって構成された基地局のブロック図である。
好ましい実施形態の詳細な説明
以下に説明する本発明の例示的な実施形態では、サブチャネル制御ループがリバースリン
クを制御する。したがって、送信局は遠隔局として呼ばれ、受信局は基地局として呼ばれ
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る。遠隔局には、ワイヤレスローカルループ局、携帯電話機、データ端末、これらに類す
るものが含まれる。フォワードリンクのみに、あるいはフォワードリンクとリバースリン
クの両方同時に、この発明を使用できることを理解すべきである。
Ｎ個のサブチャネルを含むチャネルでは、遠隔局による総送信電力Ｐtotは、各サブチャ
ネルの送信電力の合計：
Ｐtot＝Ｐ0＋Ｐ1＋………＋ＰN　　　（１）
として定義される。
遠隔局は、他のサブチャネルの動作ポイントを変化させないままで、対応するサブチャネ
ル送信電力Ｐiを変化させることにより、特定のサブチャネルであるサブチャネルｉのセ
ットポイントを変化させることができる。
式（１）は任意の電力Ｐrefにより正規化することができる。
Ｐtot＝（Ｆ0＋Ｆ1＋………＋ＦN）＊Ｐref　　　（２）
例示的な実施形態では、電力制御は送信電力Ｐrefを調整することにより達成される。各
サブチャネル制御ループはＦiの特定のものすなわちＦiのサブセットを調整することによ
り動作する。
図２は例示的な遠隔局を図示している。遠隔局１００では、複数のデータ信号データ０－
データＮがエンコーダ１１０Ａ－１１０Ｎに入る。エンコードされた結果はインターリー
バ１２０Ａ－１２０Ｎでインターリーブされ、その後、拡散器１３０Ａ－１３０Ｎにおい
て一意的なウォルシュシーケンスＷ0－ＷNにより変調される。乗算器１３０Ａ－１３０Ｎ
の出力は、利得調整ブロック１４０Ａ－１４０Ｎにおいて、利得制御プロセッサ１８０か
ら供給される一意的な利得値で増幅される。利得調整ブロック１４０Ａ－１４０Ｎはデジ
タル技術を使用しても、あるいは可変利得増幅器を使用して実現してもよく、両技術はこ
の技術分野で知られている。
例示的な実施形態では、ウォルシュシーケンス０（Ｗ0）が一定値を変調してパイロット
信号を形成する。このようにされていると、例示的な実施形態では、乗算器１３０Ａに入
力されるデータは固定され、エンコーダ１１０Ａとインターリーバ１２０Ａは必要とされ
ない。利得調整された信号は合計器１５０で結合される。合計器１５０はデジタルまたは
アナログデバイスとして実現することができる。合計器１５０は利得調整ブロック１４０
Ａ－１４０Ｎがデジタルである場合にはデジタルである傾向があり、利得調整ブロック１
４０Ａ－１４０Ｎがアナログである場合にはアナログである傾向があるが、必ずしもこの
ようにする必要はない。独立して利得調整されたデータ信号の合計からなる信号は、利得
調整ブロック１６０において、利得制御プロセッサ１８０により供給される利得値で増幅
される。パイロット利得調整は利得調整ブロック１６０により達成することができるから
、利得調整ブロック１４０Ａは重要ではない。代わりに、全体的な利得が各サブチャネル
利得に入れられると、利得調整ブロック１６０を除去することができる。いずれのケース
でも、各サブチャネル利得は全体的な信号利得とともになおかつ独立的に変化させること
ができることから、制御は失われない。利得調整ブロック１６０からの結果的な信号は送
信機１７０において変調およびアップコンバートされ、その後デュプレクサ２２０を通し
てアンテナ２３０で送信される。他の利得調整ブロックと同様に、利得調整ブロック１６
０はデジタルまたはアナログ技術を使用して実現することができる。
アンテナ２３０を介しデュプレクサ２２０を通る基地局からのフォワードリンクデータは
電力制御メッセージ情報を含み、受信機２１０においてダウンコンバートおよび増幅され
る。受信信号は復調器２００において復調され、その後デコーダ１９０においてデインタ
ーリーブおよびデコードされる。例示的な実施形態では、復調器２００は先に言及した米
国特許第４，４０１，３０７号および第５，１０３，４５９号に説明されているようなＣ
ＤＭＡ復調器である。基地局からのサブチャネル電力制御メッセージは、デコーダ１９０
によりデコードされたフォワードリンクデータから、利得制御プロセッサ１８０において
分離される。
これらのメッセージは、利得調整ブロック１４０Ａ－１４０Ｎおよび１６０において利得
値を独立的に制御する。利得値を調整するには多くの方法がある。例えば、サブチャネル
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電力制御メッセージはＮビットから構成することができ、Ｎビットのそれぞれが対応する
サブチャネルに命令してその送信電力を増加または減少させる。このメッセージに応答し
て、各利得値は予め定められた量だけ増加または減少され、この予め定められた量はすべ
てのサブチャネルに対して使用することができ、あるいは各サブチャネルに対して一意的
にすることもできる。代わりに、サブチャネル電力制御メッセージには、利得値を示すあ
るいは利得値に対する変化量を示すＮバイナリシーケンスを含めることができる。制御メ
ッセージは各利得値あるいは利得値のグループを独立的に制御することができ、そしてこ
のそれぞれに対する技術の組み合わせを使用することができる。
図３は例示的な基地局を図示している。基地局３００では、システム中で動作している遠
隔局からのすべての送信信号の合計を含む信号がアンテナ３１０を通して入力され、受信
機３２０においてダウンコンバートおよび増幅される。ＰＮ復調器３３０は特定の遠隔局
、例えば遠隔局１００により送信される１組の信号を抽出する。ＰＮ復調信号は複数のウ
ォルシュ復調器３４０Ａ－３４０Ｎに向けられる。各ウォルシュ復調器は、遠隔局１００
により送信された信号の対応するサブチャネルを復調する。
例示的な実施形態では、ウォルシュ復調器３４０Ａ－３４０Ｎにより復調されるようなサ
ブチャネルはデコーダ３５０Ａ－３５０Ｎにおいてデインターリーブおよびデコードする
ことができる。デコーダ３５０Ａ－３５０Ｎからのデータは比較器３７０に送られる。比
較器３７０が計算するのに便利なメトリックはフレームエラーレート（ＦＥＲ）のメトリ
ックである。各サブチャネルのフレームエラーレートは、しきい値発生器３８０により供
給されるようなそのサブチャネルに対するＦＥＲしきい値と比較することができる。サブ
チャネルのフレームエラーレートが所要の通信品質にとって必要なものよりも低い場合に
は、そのサブチャネルにおける電力は減少させることができる。逆に、サブチャネルのフ
レームエラーレートが高すぎる場合には、そのサブチャネルはその電力を増加させる必要
がある。
代替実施形態では、各サブチャネル信号のエネルギは累算器３６０Ａ－３６０Ｎで合計さ
れる。エネルギの結果は比較器３７０に送られる。受信機３２０には一般的に自動利得制
御回路（ＡＧＣ）が含まれており、これはインバンドエネルギを予め定められたレベルに
正規化する。比較のためにエネルギ値を正規化するのを助けるために、ＡＧＣに関係する
パラメータを比較器３７０に送ることができる。比較器３７０は各サブチャネルで受信さ
れたエネルギを、しきい値発生器３８０により決定されるようなそのチャネルに対するエ
ネルギしきい値と比較する。エネルギしきい値は、各サブチャネルにおいてある品質のサ
ービスを確保するように計算される。各サブチャネルの電力はこの比較に基づいて調整す
ることができる。しきい値を越えた場合には電力を減少させることができ、しきい値を越
えない場合には減少させることができる。さらに、２つの実施形態は、フレームエラーレ
ートまたは他の信号品質メトリックに応答してエネルギしきい値を変化できるようにする
ことにより、互いに関連して動作することができる。
比較器３７０における比較に対して他の多くの代替実施形態が考えられる。デコーダ３５
０Ａ－３５０Ｎがビタビアルゴリズムを使用すると、比較のためにビタビデコーダメトリ
クスを提供することができる。別の例には、フレームエラーレートの代わりにシンボルエ
ラーレートの比較や、周期冗長検査（ＣＲＣ）の比較が含まれている。図１に示されてい
るような基地局コントローラ４により、しきい値発生器３８０にしきい値を信号送信する
ことができ、あるいはしきい値発生器３８０自体中でしきい値を計算することもできる。
例示的は実施形態では、比較器３７０は、受信されたサブチャネルに基づいて、各サブチ
ャネルの電力レベルを増加させるあるいは減少させるのかまたはさせないのかを決定する
。この決定に基づいて、必要ならば、メッセージ発生器３９０は遠隔局に送信されるべき
電力制御メッセージを生成して任意のサブチャネルを修正する。電力制御メッセージは、
ＩＳ－９５に記載されているように、信号送信データとして送信したり、データストリー
ム中に組み込むことができ、あるいは、メッセージを移動局に中継することができる他の
任意の信号送信方法で送信することもできる。先に説明したように、メッセージはサブチ
ャネル毎の簡単なアップまたはダウンコマンドとすることができ、またそれぞれに対して
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正確な利得値を送信するような複雑なものとすることができる。さらに、各サブチャネル
は独立的に制御することができ、あるいは代わりにサブチャネル電力制御メッセージがサ
ブチャネルのグループを制御することもできる。電力制御メッセージは変調器４００にお
いて変調され、送信機４１０においてアップコンバートおよび増幅され、アンテナ４２０
を通して遠隔局１００に送信される。遠隔局１００は先に説明したように各サブチャネル
に関係する利得値を修正するので、サブチャネル制御ループは閉じられている。
代替実施形態では、利得調整ブロック１４０Ａ－１４０Ｎに対する利得値は開ループの方
法で計算することができる。利得制御プロセッサ１８０における予め定められた利得計算
アルゴリズムを使用して、フォワードリンク信号の受信エネルギに基づき個々の利得調整
値を計算することができる。例えば、異なるサブチャネルはエラー訂正に対して異なるコ
ーディングを持っている傾向があり、したがって、エラーレートは、フェージングによる
受信電力の所定の低下に対して変化する。経験的な学習を使用して予め定められた利得計
算アルゴリズムを開発することができる。
別の代替実施形態では、フォワードリンクおよびリバースリンクの両方がこの発明を使用
する場合には、フォワードリンクサブチャネルの受信エネルギの開ループ計算を使用して
、対応するリバースリンクサブチャネルの利得を調整することができ、またこの逆もする
ことができる。フォワードリンクとリバースリンクに関して相対性または部分的な相対性
がある状況では、対応する送信サブチャネルの電力レベルを決定する計算において、サブ
チャネル中の受信エネルギを使用することができる。
開ループと閉ループ技術の組み合わせも使用することができる。
好ましい実施形態の先の説明は当業者が本発明を作り、使用することができるように提供
されている。これらの実施形態に対するさまざまな修正は当業者に容易に明らかになるで
あろう。ここに規定されている一般的な原理は発明力を用いることなく他の実施形態に適
用することができる。したがって、本発明はここに示されている実施形態により限定され
ることを意図しているものでなく、ここに開示されている原理および新規な特徴と矛盾し
ない最も広い範囲にしたがうことを意図している。
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