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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　向上した上りリンクサービスを支援する移動通信システムにおいて、複合自動再送信要
求（ＨＡＲＱ）を支援しない第１のチャンネル及びＨＡＲＱを支援する第２のチャンネル
を伝送する方法であって、
　前記チャンネルのための送信電力係数を決定し、前記チャンネルの伝送に必要な総送信
電力が最大許容電力を超過するか否かを確認するステップと、
　前記総送信電力が前記最大許容電力を超過すると、前記第２のチャンネルのための送信
電力係数を減少させるステップと、
　前記第２のチャンネルのための減少された前記送信電力係数及び前記第１のチャンネル
のための送信電力係数を使用して前記第１及び第２のチャンネルを介してデータを伝送す
るステップと
を含み、
　前記総送信電力は、
　前記第１及び第２のチャンネルのための送信電力係数及びシステムによる送信電力制御
（ＴＰＣ）命令を考慮して決定されることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記減少させるステップは、
　スロット単位で遂行されることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
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　前記第２のチャンネルの送信電力係数があらかじめ設定された最小値以下に減少される
場合、前記第１のチャンネルを構成する他のチャンネルに相当する送信電力係数を均一に
減少させるステップをさらに含むことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項４】
　あらかじめ設定された前記最小値は、
　前記第２のチャンネルを伝送しない状態を示すことを特徴とする請求項３記載の方法。
【請求項５】
　前記第２のチャンネルの送信電力係数が減少された後にも、前記総送信電力が前記最大
許容電力を超過すると、前記第２のチャンネルを除いた他のチャンネルの送信電力係数を
均一に減少させるステップをさらに含むことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項６】
　向上した上りリンクサービスを支援する移動通信システムにおいて、複合自動再送信要
求（ＨＡＲＱ）を支援しない第１のチャンネル及びＨＡＲＱを支援する第２のチャンネル
を伝送する装置であって、
　前記チャンネルのための送信電力係数を決定し、前記チャンネルの伝送に必要な総送信
電力が最大許容電力を超過するか否かを確認して、前記総送信電力が前記最大許容電力を
超過すると、前記第２のチャンネルのための送信電力係数を減少させる制御器と、
　前記第１及び前記第２のチャンネルデータのチャンネルコーディング及び変調を遂行し
て第１及び第２のデータフレームを生成する第１及び第２のチャンネル生成器と、
　前記第２のチャンネルのための減少された前記送信電力係数及び前記第１のチャンネル
のための送信電力係数を用いて、前記第１及び第２のチャンネルのデータフレームを伝送
するための前記第１及び第２のチャンネルの送信電力を調節する利得調節器と
を含み、
　前記制御器は、
　前記第１のチャンネル及び前記第２のチャンネルのための送信電力係数とシステムによ
る送信電力制御（ＴＰＣ）命令とに基づいて、前記総送信電力を決定することを特徴とす
る装置。
【請求項７】
　前記制御器は、
　前記総送信電力が前記最大許容電力を超過する場合、スロット単位に前記第２のチャン
ネルのための送信電力係数を減少させることを特徴とする請求項６記載の装置。
【請求項８】
　前記制御器は、
　前記第２のチャンネルの送信電力係数があらかじめ設定された最小値以下に減少される
場合、前記第１のチャンネルを構成する他のチャンネルに相当する送信電力係数を均一に
減少させることを特徴とする請求項６記載の装置。
【請求項９】
　あらかじめ設定された前記最小値は、
　前記第２のチャンネルを伝送しない状態を示すことを特徴とする請求項８記載の装置。
【請求項１０】
　前記制御器は、
　前記第２のチャンネルの送信電力係数が減少された後にも、前記総送信電力が前記最大
許容電力を超過すると、前記第２のチャンネルを除いた他のチャンネルの送信電力係数を
均一に減少させることを特徴とする請求項６記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、向上した上りリンクサービスを支援する移動通信システムに関し、特に、上
りリンクチャンネルの特性を考慮したデータを送信する電力設定方法及び装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　向上した上りリンク専用チャンネル（Enhanced-uplink Dedicated Channel；以下、‘
Ｅ－ＤＣＨ’と称する）は、広帯域符号分割多重接続（Wideband Code Division Multipl
e Access；以下、‘ＷＣＤＭＡ’と称する）システムの上りリンクパケット伝送の性能を
向上させるために提案された。Ｅ－ＤＣＨの導入に従って、適応変調符号化（Adaptive M
odulation and Coding；ＡＭＣ）、複合自動再送信要求（Hybrid Automatic Retransmiss
ion Request；ＨＡＲＱ）、及び基地局制御スケジューリング（Node B controlled Sched
uling）方式の上りリンクでの使用が論議されている。
【０００３】
　図１は、Ｅ－ＤＣＨが使用される状況を示す基本概念図である。
　図１を参照すると、基地局１００は、Ｅ－ＤＣＨを支援し、Ｅ－ＤＣＨを使用する端末
機１０１、１０２、１０３、１０４のチャンネル状況を把握して、 経路１１１、１１２
、１１３、１１４を経て各端末機に適合したスケジューリングを遂行する。すなわち、基
地局１００は、システム全体の性能を高めるために、しきい雑音増加値（Threshold Nois
e Rise Value）以下の雑音増加値を保持しつつ、遠く離れた端末機１０４には、低いデー
タレート（data rate）を割り当て、近くにある端末機１０１には、高いデータレートを
割り当てる。
【０００４】
　図２は、Ｅ－ＤＣＨの基本的な送受信手順を示す。
　図２を参照すると、ステップ２０３で、基地局２００及びＵＥ２０２は、Ｅ－ＤＣＨを
設定する。上記Ｅ－ＤＣＨの設定は、専用送信チャンネル（dedicated transport Channe
l）を介してメッセージを伝達する手順を含む。
　ステップ２０４で、ＵＥ２０２は、基地局２００にスケジューリング情報を通知する。
上記スケジューリング情報は、上りリンクチャンネル情報を類推することができるＵＥの
送信電力に関する情報になってもよく、又はＵＥがデータを送信することができる残りの
電力に関する情報及びＵＥのバッファに貯蔵されている送信されるべきデータの量を含ん
でもよい。
【０００５】
　ステップ２１１で、基地局２００は、各ＵＥから受信されたスケジューリング情報をモ
ニタリングしながら、ＵＥ２０２を含む幾つかのＵＥに対してスケジューリングを遂行す
る。
　基地局２００がＵＥ２０２に上りリンクパケット伝送の許容を決定した場合、ステップ
２０５で、基地局２０１は、ＵＥ２０２にスケジューリング割当て情報を伝送する。ここ
で、上記スケジューリング割当て情報は、許容されたレート、許容タイミング、及び上り
リンクデータレートに関する保持（KEEP）／アップ（UP）／ダウン（DOWN）を含んでもよ
い。
　ステップ２１２で、ＵＥ２０２は、上記スケジューリング割当て情報を用いて上りリン
クを介して伝送されるＥ－ＤＣＨの伝送フォーマット（Transport Format；以下、‘ＴＦ
’と称する）を決定する。
【０００６】
　ステップ２０６及びステップ２０７で、ＵＥ２０２は、上記決定されたＴＦに関連する
情報であるＴＦＲＩ（Transport Format Resource Indicator）及びＥ－ＤＣＨデータを
含む上りリンク（Uplink；ＵＬ）パケットデータを基地局２００へ伝送する。
　ステップ２１３で、基地局２００は、上記ＴＦに関連する情報及びＥ－ＤＣＨデータに
エラーがあるか否かを判断する。このとき、１つでもエラーがあれば、基地局２００は、
否定認知（Negative Acknowledge；以下、ＮＡＣＫと称する）と判断し、エラーが存在し
なければ、肯定認知（Positive Acknowledge；以下、ＡＣＫと称する）と判断する。
　ステップ２０８で、基地局２００は、ステップ２１３で判断された結果に従って、上記
ＡＣＫ及びＮＡＣＫチャンネルを介してＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報をＵＥ２０２へ伝送する。
このとき、ＵＥ２０２がＡＣＫを受信すると、新たなデータを伝送し、ＵＥ２０２がＮＡ
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ＣＫを受信すると、以前のデータを再伝送する。
【０００７】
　図３は、ＷＣＤＭＡシステムにおけるＥ－ＤＣＨを介したデータ伝送の一例を示す。
　図３に示すように、伝送される画像通話（video telephony）、マルチメディアメール
伝送（uploading of multimedia mails）、及びゲーム（games）などを含むデータ３１６
が発生すると、ＵＥ３１７は、物理チャンネル３１８に割り当てられたコード（code）を
使用してデータ３１６を拡散した後に基地局３１９へ伝送する。
　上記Ｅ－ＤＣＨは、符号多重化方式を使用して向上した専用物理データチャンネル（En
hanced Dedicated Physical Data Channel；以下、‘Ｅ－ＤＰＤＣＨ’と称する）を介し
てマッピングされて伝送される。上記Ｅ－ＤＰＤＣＨは、ＵＥの典型的な上りリンク送信
チャンネルＤＣＨがマッピングされるＤＰＤＣＨ、上記ＤＰＤＣＨに関連した制御情報を
運搬するＤＰＣＣＨ（Dedicated Physical Control Channel；以下、‘ＤＰＣＣＨ’と称
する）、及び上記Ｅ－ＤＰＤＣＨに関連した制御情報を運搬するＥ－ＤＰＣＣＨ（以下、
‘Ｅ－ＤＰＣＣＨ’と称する）と共存してもよい。ＵＥは、ＵＥに許容された最大送信電
力に従って、上記物理チャンネルの送信電力をそれぞれ設定する。上記最大送信電力は、
ＵＥの電力増幅器の伝送容量（capability）及びネットワークで設定する送信電力の最小
値によって決定される。このとき、ＤＰＣＣＨを除いた残りの物理チャンネルの送信電力
は、上記ＤＰＣＣＨに関連した電力比（power ratio）に従って決定される。
【０００８】
　図４は、従来技術によるＵＥの物理階層送信側の構成を示すブロック図である。
　図４を参照すると、ＵＥ３１７は、データチャンネルを介して伝送されるデータをコー
ディングブロック３０５を経てエンコーディングする。また、上記データチャンネルの受
信に必要な制御情報が別途に生成される。ここで、上記データチャンネルは、ＤＰＤＣＨ
又はＥ－ＤＰＤＣＨを意味し、制御チャンネルは、ＤＰＣＣＨ又はＥ－ＤＰＣＣＨを意味
する。
　上記制御情報及び上記エンコーディングされたデータは、それぞれ変調器３００、３０
６によって変調される。上記変調された制御情報及びデータは、拡散器３０１、３０７で
データチャンネル及び制御チャンネルのチャンネル区分コード（Channelization code）
であるＣｃ及びＣｄを使用してそれぞれ拡散された後に、利得調節器３０２、３０８へ伝
送される。上記拡散した制御情報及びデータは、利得調節器３０２、３０８でデータチャ
ンネル及び制御チャンネルに与えられた利得係数（gain factor）であるβc 、βdと乗じ
られた後に、多重化器３０３によって多重化される。 上記多重化されたデータは、スク
ランブラー３０４に入力されて専用物理チャンネル（Dedicated Physical Channel；ＤＰ
ＣＨ）のスクランブリングコードＳｄｐｃｈ，ｎでスクランブリングされた後に、ＲＦ（
Radio Frequency）部３０９を通してＲＦ信号に変換されてアンテナによって無線に伝送
される。
【０００９】
　上記利得係数は、電力制御されているＤＰＣＣＨを基準にして該当物理チャンネルの電
力を設定するための値であって、各物理チャンネルのデータ大きさ及びサービス種類に従
って設定される。伝送フォーマット（Transport Format；ＴＦ）を構成する要素のうちの
１つである上記利得係数は、伝送フォーマット組合せ（Transport Format Combination；
以下、ＴＦＣと称する）に従って設定される。上記利得係数は、送信チャンネルデータの
フォーマットを決定する上位階層のＴＦＣ選択部によって決定されて物理階層へ伝送され
る。上記物理チャンネルは、上記利得係数に従って各物理チャンネルの送信電力を設定す
る。このとき、ＵＥは、最大許容電力（maximum allowed power）を超過しないように各
物理チャンネルの利得係数を調節する。
【００１０】
　従来のシステムで定義された送信チャンネルの以外にＥ－ＤＣＨをさらに使用しようと
する場合に、上記ＴＦＣ選択を通して許容可能な電力レベル（level）を満足するＴＦＣ
のみを選択すると、総送信電力（total transmit power）が最大許容電力（maximum allo
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wed power）を超過する場合にすべての物理チャンネルの利得係数は、同一な比率で調節
（equally scaling）される。Ｅ－ＤＣＨの場合、ＨＡＲＱ技術を支援するが、ＨＡＲＱ
では、再伝送を遂行する間にも、いつも最初伝送（initial transmission）と同一の伝送
フォーマットを使用することによってのみ、受信側の復調が可能である。従って、ＴＦＣ
選択部は、Ｅ－ＤＣＨデータを再伝送する場合に、許容可能なＴＦＣに関係なしに、最初
伝送と同一のＴＦＣを常に選択する。一般に、再伝送する間の送信電力は、最初伝送時と
同一のレベルに設定される。
【００１１】
　場合によっては、Ｅ－ＤＣＨの最初伝送時には、ＤＣＨデータが存在せず、再伝送時に
、ＤＣＨデータが発生する場合がある。また、Ｅ－ＤＣＨの伝送時間間隔（Transmission
 Time Interval；以下、ＴＴＩと称する）がＤＣＨの最小ＴＴＩよりも小さく設定されて
いる場合に、ＤＣＨの固定されたＴＦ及び固定された送信電力の状況下で、Ｅ－ＤＣＨデ
ータを再伝送しなければならない場合が発生することもある。上記のような状況では、Ｕ
ＥがＥ－ＤＣＨデータの再伝送に対して最初伝送と同一の電力を使用すると、総送信電力
が最大許容電力を超過する結果が発生する可能性がある。電力比を保持しつつ、すべての
物理チャンネルの電力を同一に減少させることによって、最大許容電力内ですべての物理
チャンネルを伝送することができるが、各物理チャンネルの伝送品質を保証することはで
きない。
【００１２】
　図５は、従来技術によるＥ－ＤＣＨデータを再伝送する間に発生する問題点の一例を示
す図である。
　図５に示すように、タイムスロットＴ１で、ＵＥは、Ｅ－ＤＰＤＣＨを介してＥ－ＤＣ
Ｈデータを最初に伝送する。上記タイムスロットＴ１で、ＤＣＨデータが存在しないので
、総送信電力４０１は、最大許容電力（Ｐｍａｘ）４０７を超過しない。しかしながら、
Ｅ－ＤＣＨの再伝送が発生するタイムスロットＴ２では、ＤＣＨデータがＤＰＤＣＨを介
して伝送されるので、Ｅ－ＤＰＤＣＨ及びＤＰＤＣＨを含む総送信電力４０２が最大許容
電力（Ｐｍａｘ）４０７を超過する。従って、参照符号４０５のように、Ｅ－ＤＰＤＣＨ
、ＤＰＤＣＨ、及びＤＰＣＣＨの送信電力が同一な比率で調節される。従って、上記物理
チャンネルの送信電力が調節された後、タイムスロットＴ３で、総送信電力４０４は、最
大許容電力４０７を超過しない。
【００１３】
　しかしながら、タイムスロットＴ３でのＥ－ＤＰＤＣＨ、ＤＰＤＣＨ及びＤＰＣＣＨは
、タイムスロットＴ２に比べてすべて小さい電力を使用して送信されるので、受信側で上
記物理チャンネルの品質がすべて低下する。特に、ＤＣＨ及びＥ－ＤＣＨの優先順位が異
なる場合、上記すべての物理チャンネルを常に同一な比率で電力を調節すると、再伝送に
よって、ＤＣＨ又はＥ－ＤＣＨの伝送品質が低下することがある。例えば、ＤＣＨが優先
順位が高い音声通話のために使用される場合であるとしても、優先順位が低いＥ－ＤＣＨ
データの再伝送により１つのＴＴＩ内の一部のタイムスロットでＤＣＨデータが非常に低
いレベルの電力で伝送されて音声通話の品質が劣化することがある。
　従って、ＨＡＲＱを支援するＥ－ＤＣＨが存在する場合に、ＵＥの総送信電力が許容さ
れた最大送信電力を超過する時の各物理チャンネルの送信電力をさらに効率的に制御する
技術が必要になってきている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　上記背景に鑑みて、本発明の目的は、上りリンクチャンネルを介してパケットサービス
を支援する場合に、ＵＥの総送信電力が最大許容電力を超過する時、各物理チャンネルの
送信電力を効率的に調節する方法及び装置を提供することにある。
　本発明の他の目的は、Ｅ－ＤＣＨデータが再伝送される場合に、特定の送信チャンネル
の電力を調節する方法及び装置を提供することにある。
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　本発明のまた他の目的は、送信状況及びチャンネルの優先順位に従って、Ｅ－ＤＣＨ及
びＤＣＨの送信電力をそれぞれ異なって調整する方法及び装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　このような目的を達成するために、本発明の１つの特徴によれば、向上した上りリンク
サービスを支援する移動通信システムにおいて、複合自動再送信要求（ＨＡＲＱ）を支援
しない第１のチャンネル及びＨＡＲＱを支援する第２のチャンネルを伝送する方法は、上
記チャンネルのための送信電力係数を決定し、上記チャンネルの伝送に必要な総送信電力
が最大許容電力を超過するか否かを確認するステップと、上記総送信電力が上記最大許容
電力を超過すると、上記第２のチャンネルのための送信電力係数を減少させるステップと
、上記第２のチャンネルのための減少された送信電力係数及び上記第１のチャンネルのた
めの送信電力係数を使用して上記第１及び第２のチャンネルを介してデータを伝送するス
テップとを含むことを特徴とする。
【００１６】
　本発明の他の特徴によれば、向上した上りリンクサービスを支援する移動通信システム
において、複合自動再送信要求（ＨＡＲＱ）を支援しない第１のチャンネル及びＨＡＲＱ
を支援する第２のチャンネルを伝送する装置は、上記チャンネルのための送信電力係数を
決定し、上記チャンネルの伝送に必要な総送信電力が最大許容電力を超過するか否かを確
認して、上記総送信電力が上記最大許容電力を超過すると、上記第２のチャンネルのため
の送信電力係数を減少させる制御器と、上記第１のチャンネル及び上記第２のチャンネル
データのチャンネルコーディング及び変調を遂行して第１及び第２のデータフレームを生
成する第１及び第２のチャンネル生成器と、上記第２のチャンネルのための減少された送
信電力係数及び上記第１のチャンネルのための送信電力係数を用いて、上記第１及び第２
のチャンネルのデータフレームを伝送するための上記第１及び第２のチャンネルの送信電
力を調整する利得調節器とを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明は、Ｅ－ＤＣＨを介してパケットサービスを遂行する間に、ＤＣＨを介して伝送
されたデータが発生し、総送信電力が最大許容電力を超過する場合、優先順位が低いＥ－
ＤＰＤＣＨの送信電力のみを減少させることによって、優先順位が高い他のチャンネルの
送信品質を保証し、ＵＥの送信電力を効率的に使用することができるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の好適な実施形態について添付図を参照しつつ詳細に説明する。下記説明
において、本発明の要旨のみを明瞭するために公知の機能又は構成に対する詳細な説明は
省略する。
　下記に説明する本発明は、Ｅ－ＤＣＨを支援するＵＥの総送信電力がＵＥの最大許容電
力を超過する場合に、Ｅ－ＤＣＨがマッピングされるＥ－ＤＰＤＣＨの送信電力を減少さ
せることによって、残りの物理チャンネルの送信品質を保証する。
【００１９】
　図６は、本発明の実施形態によるＵＥの送信電力を変更する一例を示す。
　図６を参照すると、ＵＥは、タイムスロットＴ１で、Ｅ－ＤＰＤＣＨを介してＥ－ＤＣ
Ｈデータを最初に伝送する。上記タイムスロットＴ１で、ＤＣＨデータが存在しないので
、総送信電力５０１は、最大許容電力（Ｐｍａｘ）５０７を超過しない。しかしながら、
Ｅ－ＤＣＨデータの再伝送が発生するタイムスロットＴ２では、ＤＣＨデータがＤＰＤＣ
Ｈを介して伝送されるので、総送信電力５０２が最大許容電力５０７を超過する。このと
き、参照番号５０５で示すように、Ｅ－ＤＰＤＣＨの送信電力のみを減少させる。このよ
うな結果として、上記Ｅ－ＤＰＤＣＨの送信電力が減少された後に、タイムスロットＴ３
で、総送信電力５０４は、最大許容電力５０７を超過せず、他のチャンネル、すなわち、
Ｅ－ＤＰＣＣＨ、ＤＰＤＣＨ、及びＤＰＣＣＨの電力レベルをタイムスロットＴ２と同一
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に保持させる。従って、Ｅ－ＤＣＨによってＤＣＨの電力レベルが減少される問題を避け
ることができ、上記ＤＣＨデータは、安定して送信されることができる。
【００２０】
　Ｅ－ＤＣＨ及びＤＣＨの送信電力は、該当チャンネルがマッピングされる物理チャンネ
ルに対してあらかじめ設定された送信電力係数を可変させることによって制御される。Ｗ
ＣＤＭＡシステムにおいて、上記送信電力係数は、各チャンネルの固有な利得係数（gain
 factor）を意味する。図６は、Ｅ－ＤＣＨの利得係数を調節してＤＣＨデータの伝送を
優先的に保証する場合を示す。Ｅ－ＤＣＨがＤＣＨに対して優先順位が高い場合にも、上
記ＤＣＨの送信電力を調節することができる。下記では、各チャンネルの利得係数を用い
て送信電力が調節されるという仮定の下に説明される。以下、本発明の多様な実施形態に
ついて説明する。
【００２１】
　第１の実施形態
　本発明の第１の実施形態では、ＵＥの上位階層で総送信電力が最大許容電力を超過しな
いように、特定のチャンネル、すなわち、Ｅ－ＤＰＤＣＨの利得係数をさらに計算して総
送信電力を調節する。本発明の第１の実施形態によると、Ｅ－ＤＣＨデータ及びＤＣＨデ
ータがすべて存在する場合、ＵＥは、Ｅ－ＤＣＨデータが再伝送されるか否かをチェック
する。上記チェックの結果がＥ－ＤＣＨデータの再伝送を示す場合には、Ｅ－ＤＣＨがマ
ッピングされるＥ－ＤＰＤＣＨの利得係数を該当送信時点で再設定する。
【００２２】
　図７は、本発明の第１の実施形態によるＵＥの物理階層の送信電力を設定する手順を示
す。
　図７を参照すると、ステップ６０１で、ＵＥは、各チャンネルの利得係数を含むＥ－Ｄ
ＰＤＣＨ／ＤＰＤＣＨ／ＤＰＣＣＨデータの送信要求を感知する。ステップ６０２で、上
記送信要求を感知したＵＥは、伝送されなければならないチャンネルの利得係数を用いて
総送信電力Ｐｔｘを推定する。すなわち、ＵＥは、タイムスロットごとに電力状態を確認
するために、ＵＥの送信電力を測定する。ＵＥは、上記測定された送信電力を基に、そし
て、次の送信に必要な所定の利得係数を用いて伝送されるチャンネルの総送信電力Ｐｔｘ

を推定する。
【００２３】
　ステップ６０２で、ＵＥは、上記総送信電力Ｐｔｘが最大許容電力Ｐｍａｘを超過する
か否かを検査する。上記総送信電力が上記最大許容電力を超過しない場合には、ＵＥは、
ステップ６０６に進行して、上記利得係数を使用してそれぞれの該当チャンネルを介して
上記データを伝送する。
　上記総送信電力が上記最大許容電力を超過する場合に、ステップ６０３で、ＵＥは、Ｅ
－ＤＰＤＣＨを介して伝送されるＥ－ＤＣＨデータが最初伝送データであるか又は再伝送
データであるかを判断する。上記判断の結果、Ｅ－ＤＣＨデータが最初伝送であると、ス
テップ６０４で、ＵＥは、チャンネル間の電力比を一定に保持しつつ、すべてのチャンネ
ルの電力を同一なレベルに調節する。他の実施形態において、ＵＥは、ＤＣＨデータ又は
Ｅ－ＤＣＨデータの優先順位に従って、優先順位が低いチャンネルのデータ伝送を延期し
、他のチャンネルに対する利得係数を従来の方式にて選択するか、又は優先順位が高いチ
ャンネルの送信電力をまず設定し、上記総送信電力が上記最大許容電力を超過しないよう
に、他のチャンネルに対する電力を設定する。
【００２４】
　上記判断の結果、Ｅ－ＤＣＨデータが再伝送される場合には、ステップ６０５で、ＵＥ
は、上記総送信電力が上記最大許容電力を超過しないように、Ｅ－ＤＰＤＣＨの利得係数
をさらに求めてＥ－ＤＰＤＣＨの電力のみを調節する。下記では、上記利得係数を求める
方法について詳細に説明する。ステップ６０４又はステップ６０５を終了した後、ＵＥは
、ステップ６０６に進行して、上記Ｅ－ＤＰＤＣＨの利得係数と他のチャンネルの利得係
数とを用いて、上記チャンネルを介して該当データを送信する。
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【００２５】
　図７において、上記総送信電力が上記最大許容電力を超過するか否かを判断する手順（
ステップ６０２）がＥ－ＤＣＨデータが最初送信データであるか再伝送データであるかを
判断する手順に先立つと説明されていても、ステップ６０２及びステップ６０３の順序は
、換ってもよい。
　上記総送信電力が上記最大許容電力を超過する場合には、１つのＴＴＩの間にのみ発生
するので、ＵＥは、ＴＴＩ別に図７に示す手順を遂行する。実際に伝送する間に、上記総
送信電力が電力制御に基づいて送信電力が継続して増加し、最大許容電力を超過する場合
には、電力比を保持しつつ、従来の方法にて、すべてのチャンネルの電力を同一の比率で
調節する。
【００２６】
　上記総送信電力が上記最大許容電力を超過しないようにするＥ－ＤＰＤＣＨの利得係数
は、下記式(1)から求めることができる。これは、上記最大許容電力を超過しない範囲内
で、上記Ｅ－ＤＣＨの再送信電力を以前の送信電力で一定の比率だけ減少させることを意
味する。
【００２７】
【数１】

【００２８】
　ここで、βｅ,ｏｒｉ 、βｃ、及びβｄは、ＴＦＣ選択部によって決定されたＥ－ＤＰ
ＤＣＨ／ＤＰＣＣＨ／ＤＰＤＣＨの利得係数を示し、βｅは、上記総送信電力が上記最大
許容電力を超えないようにするＥ－ＤＰＤＣＨの新たな利得係数を示し、Ｐｔｘ,ｏｒｉ

は、βｅ,ｏｒｉ 、βｃ、及びβｄを用いて予測される総送信電力を示し、添え字‘ｏｒ
ｉ’は、調節される以前の値であるβｅ,ｏｒｉが上記推定に適用されたことを示し、Ｐ

ｍａｘは、ＵＥに許容された最大送信電力（すなわち、最大許容電力）を示し、ｓｑｒｔ
は、平方根を示す。
【００２９】
　上記式(1)は、総送信電力が最大許容電力を超過する場合に、ＤＰＤＣＨ及びＤＰＣＣ
Ｈの送信電力は一定に保持されつつ、Ｅ－ＤＰＤＣＨの電力を低減させるためのＥ－ＤＰ
ＤＣＨの新たな利得係数βｅを求める式である。式(1)で求められたβｅは、βｅ,ｏｒｉ

よりも小さくなる。すなわち、ＵＥは、最大許容電力を超過しない総送信電力内でＥ－Ｄ
ＰＤＣＨを伝送することができる。式(1)によって計算されたβｅが虚数値であれば、上
記Ｅ－ＤＰＤＣＨの送信電力は、０と見なされる。一方、式１によって計算されたβｅが
あらかじめ設定された最小値よりも小さいと、ＵＥは、現在の区間でＥ－ＤＣＨデータの
再伝送を遂行せず、次の区間でＥ－ＤＣＨデータの再伝送を試みることができる。
【００３０】
　Ｅ－ＤＰＤＣＨが存在する場合にのみＥ－ＤＰＣＣＨを伝送する環境では、Ｅ－ＤＰＤ
ＣＨが再伝送されないと、Ｅ－ＤＰＣＣＨを伝送しないことが可能である。また、基地局
スケジューラーの受信機の構成上、Ｅ－ＤＰＤＣＨの電力比が調節されたことを示す情報
が必要な場合には、ＵＥは、物理階層シグナリングによって上記Ｅ－ＤＰＤＣＨの電力比
が調節されたことを知らせる情報を基地局にシグナリングすることができる。
　Ｅ－ＤＣＨをサービスする環境で、Ｅ－ＤＣＨの送信電力は、ＴＦに従って設定される
Ｅ－ＤＰＤＣＨの利得係数を通して調節される。また、必要に応じて、上記利得係数を通
して調節された送信電力を付加的に調節することができる。一例に、サービスしようとす
るＥ－ＤＣＨの送信電力は、要求されるＱｏＳ（Quality of Service）に従って制御され
る。ここで、上記送信電力が増加された場合、上記送信電力の増加を示す１つのビットが
Ｅ－ＤＣＨ制御情報に含まれて基地局にシグナリングされる。他の例に、伝送されるＥ－
ＤＣＨデータの量がＥ－ＤＣＨを介して伝送される場合、ＵＥは、Ｅ－ＤＣＨの送信電力
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Ｈ制御情報に含まれてＥ－ＤＰＣＣＨを介して基地局にシグナリングされる。
【００３１】
　以下、物理階層でＥ－ＤＰＤＣＨの送信電力が調節されたことを示す情報をシグナリン
グする方法について説明する。
　上記Ｅ－ＤＰＤＣＨの送信電力が調節されたことを示す１ビットのインジケータ（indi
cator）がＥ－ＤＰＤＣＨに割り当てられる。下記表１は、１ビットのインジケータを含
む制御情報の種類及びそれぞれの制御情報に従うビット構成を示す。
【００３２】
【表１】

【００３３】
　ＴＦＩ（TF Index）は、該当ＴＴＩに伝送されるＥ－ＤＣＨの伝送フォーマット（ＴＦ
）を知らせるインデックスであり、‘Power de-boosting indicator’は、本発明の第１
の実施形態によって、Ｅ－ＤＣＨの送信電力を減少させたことを示す識別子である。‘Po
wer boosting indicator’は、ＱｏＳを考慮してＥ－ＤＣＨの送信電力を増加させたこと
を示す識別子であり、‘MAC-e signaling indicator’は、バッファ状態（buffer status
）情報を伝送するために、Ｅ－ＤＣＨの送信電力を増加させたことを示す識別子である。
ＮＤＩ（New Data Indicator）は、ＨＡＲＱ情報として最初伝送パケットを知らせるため
の識別子である。このように、Ｅ－ＤＰＣＣＨは、制御情報に従って区別されたビットを
割り当てられて使用する。
【００３４】
　ここで、‘Power de-boosting indicator’、‘power boosting indicator’、及び‘M
AC-e signaling indicator’は、送信電力の増加／減少及び／又は正常伝送と直接的な連
関性を有するので、下記表２に示すような制御情報の他の実施形態では、２－ビットのイ
ンジケータを使用する。
【００３５】
【表２】

【００３６】
　表２は、２ビットの電力インジケータ（power indicator）を用いてＥ－ＤＣＨの電力
調節を知らせる物理階層シグナリング情報を構成する形態を示す。このとき、上記電力イ
ンジケータは、下記表３に示すような内容を示す。
【００３７】
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【表３】

【００３８】
　表３において、‘MAC-e signaling’が一般にＥ－ＤＣＨの送信電力の増加を意味する
ので、他の実施形態で、上記‘Power indicator’は、下記表４に示すような内容を示す
。
【００３９】

【表４】

【００４０】
　以下、図８を参照して、本発明の第１の実施形態を実現するためのＵＥの送信装置につ
いて説明する。
　図８を参照すると、ＵＥは、上りリンクチャンネルとして、ＤＰＣＣＨ、ＤＰＤＣＨ、
Ｅ－ＤＰＣＣＨ、及びＥ－ＤＰＤＣＨを使用する。ＴＦＣ選択器７０１は、上記チャンネ
ルのデータレート及び伝送品質という観点で、要求条件に合わせて該当する利得係数を設
定する。ＨＡＲＱ制御器７２６は、Ｅ－ＤＣＨのチャンネル特性に合うようにエンコーデ
ィングされたデータのレートマッチングのための情報をＨＡＲＱバッファを含むレートマ
ッチング器７１０へ伝送し、最初伝送及び再伝送の時に利得係数の設定のためのＨＡＲＱ
情報７０２を物理チャンネル送信制御器７０６へ伝送する。
【００４１】
　物理チャンネル送信制御器７０６は、物理チャンネルの送信に必要なパラメータを設定
する。具体的に、物理チャンネル送信制御器７０６は、ＨＡＲＱ制御器７２６から受信さ
れた最初伝送及び再伝送を示す情報７０２、電力パラメータＰｍａｘ、Ｐｔｘ,ｏｒｉ７
０４、及びＴＦＣ選択器７０１から受信された利得係数βｅ,ｏｒｉ 、βｃ、βｄ７０５
をもってＥ－ＤＣＨの新たな利得係数βeを図６に示す手順に従って再設定する。
　ＤＣＨ、すなわち、ＤＰＤＣＨに関する制御情報が受信されると、ＤＰＣＣＨ生成器７
１９は、上記制御情報をＤＰＣＣＨフレームに生成し、コーディングブロック７２０は、
上記ＤＰＣＣＨフレームをエンコーディングする。上記エンコーディングされたデータは
、変調器７２１によって変調され、拡散器７０８によってＤＰＣＣＨのチャンネル区分コ
ードＣｃで拡散され、利得調節器７２２でＤＰＣＣＨの利得係数βc と乗じられた後に、
多重化器７２３へ伝送される。
【００４２】
　ＤＣＨ及びＥ－ＤＣＨを介して伝送されるデータが受信されると、Ｅ－ＤＰＤＣＨ生成
器７０３及びＤＰＤＣＨ生成器７１４は、上記データをＴＦＣ選択器７０１で該当チャン
ネルの伝送フォーマット別に選択されたＴＦＣ情報に従ってＤＣＨフレーム及びＥ－ＤＣ
Ｈフレームに生成し、コーディングブロック７０９、７１５は、上記ＤＣＨフレーム及び
Ｅ－ＤＣＨフレームをそれぞれエンコーディングする。上記コーディングブロック７１５
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でエンコーディングされたＤＰＤＣＨデータは、変調器７１６によって変調され、拡散器
７１７によってＤＰＤＣＨのチャンネル区分コードＣｄで拡散され、利得調節器７１８で
ＤＰＤＣＨの利得係数βｄ と乗じられた後に、多重化器７２３へ伝送される。
【００４３】
　Ｅ－ＤＰＤＣＨ生成器７０３で生成されたＥ－ＤＰＤＣＨフレームもコーディングブロ
ック７０９でエンコーディングされた後に、レートマッチング器７１０へ伝送される。レ
ートマッチング器７１０は、ＨＡＲＱ制御器７２６の制御下に、上記エンコーディングさ
れたＥ－ＤＰＤＣＨデータのレートマッチング（Rate matching）を遂行する。上記レー
トマッチングされたデータは、変調器７１１によって変調され、拡散器７１２によってＥ
－ＤＰＤＣＨのチャンネル区分コードＣｅで拡散され、利得調節器７１３で物理チャンネ
ル送信制御器７０６によって再設定されたＤＰＣＣＨの利得係数βｅと乗じられた後に、
多重化器７２３へ伝送される。
【００４４】
　また、上記Ｅ－ＤＰＤＣＨに対して選択されたＴＦＣ情報を含む上記Ｅ－ＤＣＨに関す
る制御情報（すなわち、Ｅ－ＤＰＤＣＨに関する制御情報）が受信されると、Ｅ－ＤＰＣ
ＣＨ生成器７３１は、上記Ｅ－ＤＣＨに関する制御情報を含むＥ－ＤＰＣＣＨフレームを
生成する。上記Ｅ－ＤＰＣＣＨフレームは、コーディングブロック７２７でエンコーディ
ングされ、変調器７２８によって変調され、拡散器７２９でＥ－ＤＰＣＣＨのチャンネル
区分コードＣｅｃで拡散され、利得調節器７３０でＥ－ＤＰＣＣＨの利得係数βｅｃと乗
じられた後に、多重化器７２３へ伝送される。
　利得調節器７２２、７１８、７１３、７３０からのデータは、多重化器７２３で多重化
され、スクランブラー７２４に入力されてスクランブリングコードＳｄｐｃｈ,ｎでスク
ランブリングされた後に、ＲＦユニット７２５によってＲＦ変換されて伝送される。
【００４５】
　第２の実施形態
　本発明の第２の実施形態では、Ｅ－ＤＣＨデータが再伝送される場合に、総送信電力が
最大許容電力を超過すると、Ｅ－ＤＣＨの利得係数をあらかじめ設定された利得オフセッ
ト（offset）だけ減少させて総送信電力を調節する。
　本発明の第２の実施形態では、上記総送信電力が上記最大許容電力を超過する場合に、
下記式(2)によってＥ－ＤＰＤＣＨの新たな利得係数を計算する。
【００４６】
【数２】

【００４７】
　ここで、Δoffsetは、上位階層のシグナリングを通して設定されることができる上記利
得オフセットを示す。
【００４８】
　図９は、本発明の第２の実施形態によるＵＥの物理階層の送信電力を設定する手順を示
す。
　図９を参照すると、ステップ６２１で、ＵＥは、それぞれのチャンネルの利得係数を構
成するＥ－ＤＰＤＣＨ／ＤＰＤＣＨ／ＤＰＣＣＨデータの送信要求を感知する。ステップ
６２２で、上記送信要求を感知したＵＥは、上記伝送されたチャンネルの利得係数を用い
て総送信電力Ｐｔｘを推定する。すなわち、ＵＥは、スロットごとに電力状態を確認する
ために、ＵＥの送信電力を測定する。ＵＥは、上記測定された送信電力に基づいて、そし
て、次の伝送に必要な所定の利得係数を用いて、伝送されるチャンネルの総送信電力Ｐｔ

ｘを推定する。
　ステップ６２２で、ＵＥは、上記総送信電力Ｐｔｘがあらかじめ設定された最大許容電
力Ｐｍａｘを超過するか否かを検査する。上記総送信電力が上記最大許容電力を超過しな
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いと、ＵＥは、ステップ６２６に進行して、上記利得係数を使用して各該当チャンネルを
介して上記データを伝送する。
【００４９】
　上記総送信電力が上記最大許容電力を超過する場合に、ステップ６２３で、ＵＥは、Ｅ
－ＤＰＤＣＨを介して伝送されるＥ－ＤＣＨデータが最初伝送データであるか再伝送デー
タであるかを判断する。上記判断の結果、上記Ｅ－ＤＣＨデータが最初伝送である場合、
ステップ６２４で、ＵＥは、チャンネル間の電力比を一定に保持しつつ、すべてのチャン
ネルの電力を同一なレベルに調節する。他の実施形態において、ＵＥは、ＤＣＨデータ及
びＥ－ＤＣＨデータの優先順位に従って、優先順位が低いチャンネルのデータ伝送を延期
し、他のチャンネルに対する利得係数を従来の方式にて選択するか、又は優先順位が高い
チャンネルの送信電力をまず設定し、上記総送信電力が上記最大許容電力を超過しないよ
うに、他のチャンネルに対する電力を設定する。
【００５０】
　上記判断の結果、Ｅ－ＤＣＨデータが再伝送される場合には、ステップ６２５で、ＵＥ
は、Ｅ－ＤＰＤＣＨの利得係数をさらに求めてＥ－ＤＰＤＣＨの電力のみを調節する。こ
のとき、上記利得係数は、式(2)に示したようなあらかじめ設定された利得オフセットだ
け減少される。ステップ６２４又はステップ６２５の終了後に、ＵＥは、ステップ６２６
に進行して、上記Ｅ－ＤＰＤＣＨの利得係数及び他のチャンネルの利得係数を用いたチャ
ンネルを介して該当データを伝送する。
【００５１】
　第２の実施形態によるＵＥの送信装置は、図８と同一であるので、下記では、図８を参
照して第２の実施形態を説明する。ここで、送信装置の物理チャンネル送信制御器７０６
、ＨＡＲＱ制御器７２６、及びレートマッチング器７１０を除いた残りの構成は、図８の
構成と同一であるので、全般的な送信装置の詳細な説明を省略する。
　物理チャンネル送信制御器７０６は、Ｅ－ＤＰＤＣＨの利得係数を再設定する機能を担
当し、物理チャンネルの送信に必要なパラメータを設定する。具体的に、上記総送信電力
Ｐｔｘ,ｏｒｉが上記最大許容電力Ｐｍａｘを超過する場合に、物理チャンネル送信制御
器７０６は、ＨＡＲＱ制御器７２６から受信された最初伝送及び再伝送を示す情報７０２
、電力パラメータＰｍａｘ、Ｐｔｘ,ｏｒｉ７０４、及びＴＦＣ選択器７０１から受信さ
れた利得係数βｅ,ｏｒｉ 、βｃ、βｄ７０５をもって新たな利得係数βeを図７に示す
手順に従って求める。
【００５２】
　上記Ｅ－ＤＰＤＣＨの利得係数を調節した後にも、上記総送信電力が上記最大許容電力
を超過する場合には、チャンネル間の電力比を一定に保持しつつ他のチャンネルの送信電
力を減少させる。また、基地局スケジューラーの受信器の構成上、Ｅ－ＤＰＤＣＨの電力
比が調節されたことを示す情報が必要な場合には、ＵＥは、物理階層シグナリングによっ
て上記Ｅ－ＤＰＤＣＨの電力比が調節されたことを知らせる情報を基地局にシグナリング
することができる。このような場合、Ｅ－ＤＰＤＣＨの送信電力が調節されたことを知ら
せる物理階層シグナリングは、本発明の第１の実施形態で説明したような１ビットの識別
子又は２ビットの識別子を使用して遂行されてもよい。
【００５３】
　第３の実施形態
　本発明の第３の実施形態では、ＵＥは、再伝送を考慮して総送信電力が最大許容電力を
超過しないようにするＥ－ＤＰＤＣＨの利得係数を選択することによって、全体チャンネ
ルの電力を調節する。本発明の第３の実施形態では、最初伝送とは異なってＥ－ＤＣＨの
再伝送時点でＤＣＨが発生する場合、ＴＦＣを選択する手順に利得係数を初期設定とは異
なる方式にて選択する。
　特に、ＵＥは、伝送される複数のチャンネルに対してスロット単位に送信電力をチェッ
クしてチャンネルの優先順位に従って段階的に特定のチャンネルの送信電力を低減させる
。上記優先順位は、該当チャンネルが再伝送が保証されるチャンネルであるか、又は制御
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チャンネルであるかに従って決定されることができる。
【００５４】
　まず、本実施形態の理解を助けるために、伝送環境を説明する。本実施形態に従う伝送
環境では、ＤＣＨ及びＥ－ＤＣＨがそれぞれ１つずつ同時に設定され、各チャンネルの可
能な伝送フォーマット組合せ（ＴＦＣ）は、下記表５及び表６に示すように設定される。
ＤＣＨが１つであるので、上記ＴＦＣは、実際に、各ＴＦを構成するＴＦセット（TF set
；ＴＦＳ）を含み、Ｅ－ＤＣＨのＴＦは、表６でＥ－ＴＦで表される。表５及び表６に示
すように、ＴＦは、インデックス値が大きいほど、さらに多いデータを伝送することがで
きる。表５及び表６は、ＤＣＨ及びＥ－ＤＣＨが相互に異なる物理チャンネルを介してマ
ッピングされて伝送される場合を示す。ＤＣＨ及びＥ－ＤＣＨが同一の物理チャンネルを
介してマッピングされて伝送される場合には、各ＴＦＣに従って利得係数が設定される。
【００５５】
　本実施形態では、本発明の簡潔さのために、Ｅ－ＤＣＨに必要なスケジューリング動作
に関する詳細な説明は省略し、Ｅ－ＤＣＨの伝送が可能であるようにリソースが割り当て
られると仮定する。
　ＤＣＨ及びＥ－ＤＣＨが相互に異なる物理チャンネルにマッピングされる場合に、ＵＥ
が使用可能な総送信電力は、すべての物理チャンネルの送信電力の和になるので、ＵＥは
、上記物理チャンネルの送信電力を考慮して伝送可能なＴＦＣを設定する。
【００５６】
【表５】

【００５７】
【表６】

【００５８】
　一方、再伝送されるＥ－ＤＣＨデータが存在すると、ＵＥは、最初伝送時のＥ－ＴＦと
同一のＥ－ＴＦを設定する。これは、再伝送時点でＤＣＨがＥ－ＤＣＨよりもさらに高い
優先順位を有するので、最初伝送時と同一のＥ－ＴＦを選択することができない場合が発
生することがあるからである。このような場合は、チャンネル状況又はスケジューリング
によっても発生することがある。
【００５９】
　具体的に説明すると、下記の通りである。
　ＵＥは、最初伝送のＥ－ＴＦを再伝送のＥ－ＴＦと比較する。最初伝送のＥ－ＴＦイン
デックスが再伝送のＥ－ＴＦインデックスよりも小さいか又は同一であれば、ＵＥは、最
初伝送のＥ－ＴＦを十分に支援することができると判断し、最初伝送のＥ－ＴＦ及びそれ
に対応する利得係数を選択する。しかしながら、最初伝送のＥ－ＴＦインデックスが再伝
送のＥ－ＴＦインデックスよりも大きい場合に、ＵＥは、最初伝送のＥ－ＴＦと同一のＥ
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－ＴＦを選択し、再伝送のために調節された新たな利得係数を選択する。表６に従う利得
係数を設定する例を表７に示す。
【００６０】
【表７】

【００６１】
　表６及び表７を参照すると、最初伝送時にＥ－ＴＦ＝２が選択されると、ＵＥは、（２
ｘ３００）ビットのデータを利得係数＝ｂｅｔａ６を用いて伝送する。再伝送時点で、Ｄ
ＣＨデータが存在してＥ－ＤＣＨを介してＵＥが伝送可能なデータ量がＥ－ＴＦ＝１に制
限されると、ＵＥは、許容可能なＴＦＣのうちＤＣＨのためのＴＦＣを選択し、残りの電
力を用いて伝送可能なＥ－ＤＣＨのＥ－ＴＦを選択する手順を通して、Ｅ－ＴＦ＝１、利
得係数＝ｂｅｔａ５を選択する。上記最初伝送のＥ－ＴＦ＝２が上記再伝送のＥ－ＴＦ＝
１よりも大きいので、再伝送時にＥ－ＤＣＨに対してＥ－ＴＦ＿ｎｅｗ＝２、利得係数＝
ｂｅｔａ５が選択される。
【００６２】
　以下、図１０を参照して、本発明の第３の実施形態に従って上述したチャンネル設定で
ＴＦＣを選択する過程について説明する。本実施形態では、ＤＣＨ及びＥ－ＤＣＨのＴＴ
Ｉが同一であって、同一の時点で常にＴＦＣ選択を遂行することができると仮定する。Ｄ
ＣＨ及びＥ－ＤＣＨのＴＦＣ選択を遂行する時点が相互に異なるか、又は両チャンネルの
ＴＴＩが相互に異なるので、同一の時点でＴＦＣ選択を遂行することができない場合に、
まず、優先順位が高いチャンネルのＴＦＣ選択を遂行し、残りの電力を用いて他のチャン
ネルのＴＦＣ選択過程を遂行する。
【００６３】
　図１０は、本発明の第３の実施形態によるＴＦＣを選択する過程を示す。
　図１０を参照すると、ステップ８０２で、ＵＥは、ＤＣＨデータ及びＥ－ＤＣＨデータ
が存在するか否かを検査する。
　上記検査の結果、ＤＣＨデータのみが存在する場合、ステップ８０４で、ＵＥは、通常
のＴＦＣ選択過程を通して許容可能なＴＦＣのうち、ＤＣＨのためのＴＦＣを選択する。
Ｅ－ＤＣＨデータのみが存在する場合、ステップ８０３で、ＵＥは、伝送可能なデータ伝
送率内でＥ－ＤＣＨのＥ－ＴＦを選択する。
上記検査の結果、Ｅ－ＤＣＨデータ及びＤＣＨデータがすべて存在する場合に、ステップ
８０５で、ＵＥは、上記Ｅ－ＤＣＨの優先順位（Priority of E-DCH；Ｐ＿ＥＤＣＨ）を
ＤＣＨの優先順位（Ｐ＿ＤＣＨ）と比較する。
【００６４】
　上記比較の結果、ＤＣＨの優先順位（Ｐ＿ＤＣＨ）がＥ－ＤＣＨの優先順位よりも高い
場合、ステップ８０６で、ＵＥは、まず、許容可能なＴＦＣのうち、ＤＣＨデータの伝送
に必要なＴＦＣを選択し、ステップ８０８に進行して、上記ＤＣＨに対して選択されたＴ
ＦＣに割り当てられた電力を除外し、残りの電力内でＥ－ＤＣＨを介してデータを伝送す
るためのＥ－ＴＦを選択した後に、ステップ８１０へ進行する。
　一方、上記比較の結果、Ｅ－ＤＣＨの優先順位（Ｐ＿ＥＤＣＨ）がＤＣＨの優先順位（
Ｐ＿ＤＣＨ）よりも高い場合、ステップ８０７で、ＵＥは、まず、許容可能なＥ－ＴＦの
うち、Ｅ－ＤＣＨのＥ－ＴＦを選択し、ステップ８０９に進行して、上記Ｅ－ＤＣＨに対
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して選択されたＥ－ＴＦに割り当てられた電力を除外し、残りの電力内でＤＣＨデータの
伝送のためのＴＦＣを選択した後に、ステップ８１０へ進行する。他の実施形態において
、上記Ｅ－ＤＣＨデータ及びＤＣＨデータがすべて存在する場合に、ＵＥは、２つのチャ
ンネルの優先順位に従って、１つのチャンネルの伝送を延期し、従来の方式にて他のチャ
ンネルに対するＴＦを選択した後に、ステップ８１５に進行する。
【００６５】
　ステップ８１０で、ＵＥは、Ｅ－ＤＣＨデータが初期に伝送されるか、または再伝送さ
れるかを判断する。上記判断の結果、上記Ｅ－ＤＣＨデータが最初に伝送される場合に、
ステップ８１５で、ＵＥは、上記選択されたＥ－ＴＦを介してＥ－ＤＣＨデータを伝送す
る。一方、上記判断の結果、上記Ｅ－ＤＣＨデータが再伝送される場合に、ＵＥは、ステ
ップ８１１に進行して、最初伝送時に選択されたＥ－ＴＦ（ＴＦ＿ｉｎｉｔｉａｌ）をス
テップ８０３、８０７、又は８０８で選択されたＥ－ＴＦ（すなわち、ＴＦ＿ｒｅ）と比
較する。
【００６６】
　ステップ８１２で、上記最初伝送Ｅ－ＴＦ（ＴＦ＿ｉｎｉｔｉａｌ）のインデックスが
上記再伝送Ｅ－ＴＦ（ＴＦ_ｒｅ）のインデックスよりも小さいかまたは同一である場合
に、ステップ８１３で、ＵＥは、最初伝送Ｅ－ＴＦ（ＴＦ＿ｉｎｉｔｉａｌ）及びそれに
該当する利得係数（ｇａｉｎ ｆａｃｔｏｒ（ＴＦ＿ｉｎｉｔｉａｌ））を選択する。一
方、上記比較の結果、上記最初伝送Ｅ－ＴＦ（ＴＦ＿ｉｎｉｔｉａｌ）のインデックスが
上記再伝送Ｅ－ＴＦ（ＴＦ_ｒｅ）のインデックスよりも大きい場合に、ステップ８１４
で、ＵＥは、上記最初伝送Ｅ－ＴＦを新たなＴＦ（ＴＦ＿ｎｅｗ）として選択し、再伝送
Ｅ－ＴＦの利得係数（ｇａｉｎ ｆａｃｔｏｒ（ＴＦ＿ｒｅ））を新たな利得係数として
選択する。この後、ステップ８１５で、ＵＥは、ステップ８０２～８１４でそれぞれ選択
されたＥ－ＴＦ、ＴＦＣ、及び利得係数を用いてＤＣＨデータ及びＥ－ＤＣＨデータを伝
送する。
【００６７】
　図１１は、本発明の第３の実施形態によるＵＥの送信装置を示す。ここで、ＵＥは、上
りリンクチャンネルとしてＤＰＣＣＨ、ＤＰＤＣＨ、Ｅ－ＤＰＤＣＨ、及びＥ－ＤＰＣＣ
Ｈを使用する。しかしながら、説明の便宜のために、Ｅ－ＤＰＣＣＨに関連する構成は省
略した。
　図１１を参照すると、ＴＦＣ選択器９０１は、上記チャンネルの伝送フォーマット（Ｔ
Ｆ）を決定する。ＴＦＣ選択器９０１は、予測された総送信電力Ｐｔｘ情報９０２及び最
大許容電力Ｐｍａｘ情報９０３の入力を受け、ＨＡＲＱ制御器９１３から最初伝送／再伝
送を示すＨＡＲＱ情報９０４を受信する。ＴＦＣ選択器９０１は、図１０に示す手順を遂
行して、ＴＦＣ、Ｅ－ＴＦ、及び利得係数を決定し、上記決定されたＴＦＣ、Ｅ－ＴＦ、
及び利得係数に関する情報９０５を物理チャンネル送信制御器９０６へ伝送する。物理チ
ャンネル送信制御器９０６は、利得係数９０７を該当チャンネルに相当する利得調節器９
２６、９２１、９１６に設定する。
【００６８】
　ＤＣＨ、すなわち、ＤＰＤＣＨに関する制御情報９０８が受信されると、ＤＰＣＣＨ生
成器９２２は、制御情報９０８をＤＰＣＣＨフレームに生成し、コーディングブロック９
２３は、上記ＤＰＣＣＨフレームをエンコーディングする。上記エンコーディングされた
データは、変調器９２４によって変調され、拡散器９２５によってＤＰＣＣＨのチャンネ
ル区分コードＣｃで拡散され、利得調節器９２６でＤＰＣＣＨの利得係数βｃと乗じられ
た後に、多重化器９２７へ伝送される。
【００６９】
　ＤＣＨ及びＥ－ＤＣＨを介して伝送されるデータ９０９が受信されると、Ｅ－ＤＰＤＣ
Ｈ生成器９１０及びＤＰＤＣＨ生成器９１７は、データ９０９をＴＦＣ選択器９０１で伝
送フォーマット別に選択されたＴＦＣ情報に従ってＤＰＤＣＨフレーム及びＥ－ＤＰＤＣ
Ｈフレームに生成し、コーディングブロック９１８、９１１は、上記ＤＰＤＣＨフレーム
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及びＥ－ＤＰＤＣＨフレームをそれぞれエンコーディングする。上記コーディングブロッ
ク９１８でエンコーディングされたＤＰＤＣＨデータは、変調器９１９によって変調され
、拡散器９２０へ伝送されてＤＰＤＣＨのチャンネル区分コードＣｄで拡散され、利得調
節器９２１でＤＰＤＣＨの利得係数βｄと乗じられた後に、多重化器９２７へ伝送される
。
【００７０】
　コーディングブロック９１１でエンコーディングされたＥ－ＤＰＤＣＨデータは、レー
トマッチング器９１２へ伝送される。レートマッチング器９１２は、ＨＡＲＱ制御器９１
３の制御下に、上記エンコーディングされたＥ－ＤＰＤＣＨデータのレートマッチング（
Rate matching）を遂行する。上記レートマッチングされたデータは、変調器９１４によ
って変調され、拡散器９１５でＥ－ＤＰＤＣＨのチャンネル区分コードＣｅで拡散され、
利得調節器９１６で物理チャンネル送信制御器９０６により設定されたＥ－ＤＰＤＣＨの
利得係数βｅと乗じられた後に、多重化器９２７へ伝送される。
　利得調節器９２６、９２１、９１６からのデータは、多重化器９２７で多重化され、ス
クランブラー９２８に入力されてスクランブリングコードＳｄｐｃｈ,ｎでスクランブリ
ングされた後に、ＲＦユニット９２９を通してＲＦ変換されて伝送される。
【００７１】
　第４の実施形態
　本発明の第４の実施形態では、ＵＥの総送信電力が最大許容電力を超過する場合、Ｅ－
ＤＰＤＣＨの送信電力を優先的に減少させる。第４の実施形態によれば、上記総送信電力
が上記最大許容電力を超過しないように、Ｅ－ＤＣＨの利得係数を再計算する動作を電力
制御単位であるスロット別に遂行して、Ｅ－ＤＣＨの最初伝送又は再伝送に関係なしに、
上記総送信電力が上記最大許容送信電力を超過する場合にもＥ－ＤＣＨの利得係数を再設
定する。これは、ＵＥの総送信電力が基地局からスロットごとに受信される送信電力制御
（Transmit Power Control；ＴＰＣ）命令により制御されるからである。具体的に、上記
ＴＰＣ命令は、ＤＰＣＣＨの電力調整（Power adjustment）に適用される。ＤＰＣＣＨと
ＤＰＤＣＨ／Ｅ－ＤＰＤＣＨ／Ｅ－ＤＰＣＣＨとの電力比が該当チャンネルの利得係数に
より保持されるので、上記ＴＰＣ命令は、ＵＥの総送信電力に関連する。
【００７２】
　図１２は、総送信電力が最大許容電力を超過するか否かをスロット単位にチェックし、
上記総送信電力が上記最大許容電力を超過する場合に、Ｅ－ＤＣＨがマッピングされるＥ
－ＤＰＤＣＨの送信電力のみを調節する例を示す。Ｅ－ＤＰＣＣＨは、Ｅ－ＤＰＤＣＨの
復調及び復号のための制御情報を運搬するので、信頼性が保証されなければならない。従
って、Ｅ－ＤＰＤＣＨの送信電力が調節される場合にもＥ－ＤＰＣＣＨの電力比率８００
は保持される。
【００７３】
　図１２を参照すると、１つのＴＴＩ内でＴＰＣ命令が継続して電力増加（UP）を指示し
て、総送信電力が最大許容電力を超過する。参照符号‘８０２’は、従来技術に従う送信
電力の設定を示すもので、上記総送信電力が上記最大許容電力に到達すると、電力増加を
指示するＴＰＣ命令が継続して受信されても、すべてのチャンネルの送信電力は、同一な
比率で減少される。参照符号‘８０４’は、本発明の第４の実施形態に従う送信電力の設
定を示すもので、上記総送信電力が上記最大許容電力に到達した後に、電力増加を指示す
るＴＰＣ命令が継続して受信されると、Ｅ－ＤＰＤＣＨの送信電力のみを減少させて、他
のチャンネルＤＰＤＣＨ／Ｅ－ＤＰＣＣＨ／ＤＰＣＣＨの送信電力は、あらかじめ設定さ
れた電力比を保持しつつ同一の比率で増加される。
【００７４】
　Ｅ－ＤＰＤＣＨの送信電力を一定の比率だけ減少させても、上記総送信電力が上記最大
許容電力を超過する場合には、Ｅ－ＤＰＤＣＨの送信電力を調節する動作を反復すること
ができる。このとき、Ｅ－ＤＰＤＣＨの送信電力があらかじめ設定された最小値、例えば
、０になる場合には、Ｅ－ＤＰＤＣＨを伝送しない。それにもかかわらず、上記総送信電
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力が上記最大許容電力を超過する場合には、残りの各チャンネルに対して電力比を保持し
つつ、各チャンネルの送信電力を減少させる。
【００７５】
　以下、図１３を参照して、本発明の第４の実施形態によるＵＥの送信電力を設定する手
順について詳細に説明する。
　図１３を参照すると、ステップ１３０１で、ＵＥの物理階層は、スロットごとに、Ｅ－
ＤＰＤＣＨ、ＤＰＤＣＨ、ＤＰＣＣＨ、又はＥ－ＤＰＣＣＨの送信時点であるか否かを確
認して、上記物理チャンネルの伝送時点であれば、ＵＥは、上記物理チャンネルの総送信
電力Ｐｔｘをあらかじめ設定された最大許容電力Ｐｍａｘと比較する。ここで、上記総送
信電力は、基地局から受信されたＴＰＣ命令に従って予測される送信電力である。
【００７６】
　上記比較の結果、総送信電力Ｐｔｘが最大許容電力Ｐｍａｘを超過すると、ステップ１
３０３に進行する。このとき、Ｐｔｘは、式１のＰｔｘ,ｏｒｉになる。ＵＥは、総送信
電力Ｐｔｘが最大許容電力Ｐｍａｘを超過しないＥ－ＤＰＤＣＨの利得係数を求める。上
記利得係数を求める方法は、式(1)のような方式にて求められることができる。他の例と
して、ＵＥは、式(2)のように、上記Ｅ－ＤＰＤＣＨの利得係数を所定の利得オフセット
だけ減少させることができる。上記利得係数を求めた後に、ＵＥは、ステップ１３０４に
進行する。
【００７７】
　ステップ１３０４で、上記求められた利得係数を適用した総送信電力が上記最大許容電
力を超過するかをさらに比較する。ここで、Ｐｔｘ’は、ステップ１３０３で求められた
新たな利得係数βｅを適用して更新された総送信電力を意味する。このとき、上記総送信
電力が上記最大許容電力をやはり超過した場合に、ＵＥは、ステップ１３０５に進行する
。ここで、式(2)を使用する場合に、ＵＥは、上記総送信電力が上記最大許容電力を超過
しないときまで、上記Ｅ－ＤＰＤＣＨの利得係数を段階的に減少させつつステップ１３０
３を反復することができる。
【００７８】
　ステップ１３０４の比較の結果、Ｅ－ＤＰＤＣＨの送信電力、すなわち、ステップ１３
０３で計算された利得係数を適用して更新された送信電力が可能な最小値、例えば、０に
なってＥ－ＤＰＤＣＨを伝送することができないが、総送信電力が最大許容電力をやはり
超過する場合には、ＵＥの電力資源が不足な状況と見なすことができるので、ＵＥは、ス
テップ１３０５に進行する。ステップ１３０５で、他のチャンネルＥ－ＤＰＣＣＨ／ＤＰ
ＤＣＨ／ＤＰＣＣＨに対しては、同一の電力比を保持するようにしつつ、上記総送信電力
を減少させることができるように、上記他のチャンネルの利得係数を求める。すなわち、
ステップ１３０５で、ＤＰＣＣＨとＥ－ＤＰＣＣＨとの間、ＤＰＣＣＨとＤＰＤＣＨとの
間、及びＤＰＣＣＨとＥ－ＤＰＣＣＨとの間の電力比が一定に保持される。上述したステ
ップは、スロットごとに遂行される。Ｅ－ＤＰＤＣＨが伝送されないスロットでも、Ｅ－
ＤＰＣＣＨは、信頼度を保持しつつ伝送されるので、Ｅ－ＤＰＣＣＨは、他のチャンネル
と同一の比率で減少された送信電力で伝送される。
　ステップ１３０６で、ＵＥは、上記求められた利得係数に従う送信電力でＥ－ＤＰＤＣ
Ｈ／ＤＰＤＣＨ／ＤＰＣＣＨ／Ｅ－ＤＰＣＣＨデータを伝送する。
【００７９】
　図１４は、本発明の第４の実施形態によるＵＥの送信装置を示す。図１４において、送
信装置は、ＵＥがＤＰＤＣＨ／ＤＰＣＣＨ／Ｅ－ＤＰＤＣＨ／Ｅ－ＤＰＣＣＨ伝送を遂行
するように構成される。ＵＥで、図８及び図１１に関連して説明した構成要素と一致する
部分であるＤＰＣＣＨ／ＤＰＤＣＨ／Ｅ－ＤＰＣＣＨ生成器１４１３、１４１４、１４１
５、１４０４と、レートマッチング部１４２０と、ＨＡＲＱ制御器１４０７と、コーディ
ングブロック１４１７、１４１８、１４１９、１４１６と、変調器１４２２、１４２３、
１４２４、１４２５と、拡散器１４２６、１４２７、１４２８、１４２９と、利得調節器
１４３０、１４３１、１４３２、１４３３と、チャンネル多重化器１４３４と、スクラン
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ブラー１４３５についての詳細な説明は省略し、本発明の第４の実施形態と直接的に関連
した部分のみを説明する。
【００８０】
　データの伝送が要求されると、ＴＦＣ選択器１４０１は、Ｅ－ＤＣＨデータ１４０２及
びＤＣＨデータ１４０３に対するＴＦＣを選択し、上記ＴＦＣに該当する利得係数値１４
０５、すなわち、βｅ,ｏｒｉ、βｅｃ、βｃ、βｄを物理チャンネル送信制御器１４０
８へ伝送する。また、物理チャンネル送信制御器１４０８は、最大許容電力情報１４０５
を受信する。電力増幅器制御器１４０９は、スロットごとに基地局から受信されたＴＰＣ
命令に従って電力オフセットＰｏｆｆｓｅｔを用いて電力増幅器１４１２を制御し、上記
ＴＰＣ命令に従って予測される送信電力値Ｐ＿ｅｓｔ１４１０を総送信電力Ｐｔｘとして
物理チャンネル送信制御器１４０８へ伝送する。物理チャンネル送信制御器１４０８は、
上記総送信電力値１４１０を用いて図１３のような手順に従って各チャンネルの利得係数
を再設定し、上記再設定された利得係数βｃ、βｄ、βｅｃ、βｅを利得調節器１４３０
、１４３１、１４３２、１４３３へ提供する。
【００８１】
　本発明の第４の実施形態では、総送信電力が最大許容電力を超過しないように、スロッ
ト別にＥ－ＤＰＤＣＨの利得係数を再計算する時、スロットごとに電力増幅器制御器１４
０９から総送信電力Ｐ_ｅｓｔを受信する。しかしながら、ＲＦユニットとモデムが区分
されているＵＥの構造的な特性上、物理チャンネル送信制御器１４０８が電力増幅器制御
器１４０９からスロットごとに総送信電力情報を受信することはあり得ないことである。
　従って、このような問題点を解消するためには、本発明の第４の実施形態による送信装
置の他の例を図１５に示す。
【００８２】
　上記変形された第４の実施形態では、電力増幅器制御器１５０９は、物理チャンネル送
信制御器１５０８にスロットごとにＰ＿ｅｓｔを伝達するものではなく、あらかじめ設定
された特定のスロットごとにＰ＿ｅｓｔを伝達する。このような場合、物理チャンネル送
信制御器１５０８は、上記特定のスロットを除いた残りのスロットでＰ＿ｅｓｔを正確に
認識できないので、上記特定のスロット及び上記残りのスロットに対してすべての可能な
Ｐ＿ｅｓｔ値を予測し、上記予測されたＰ＿ｅｓｔ値に対するＥ－ＤＰＤＣＨの利得係数
を計算する。ここで、上記残りのスロットのＰ＿ｅｓｔ値は、上記特定のスロットのＰ＿
ｅｓｔ値にＴＰＣに従う電力制御単位値（以下、‘Ｄｅｌｔａ’と称する）を加算するか
、又は上記特定のスロットのＰ＿ｅｓｔ値からＴＰＣに従うＤｅｌｔａを減算することに
よって求められる。
【００８３】
　一例として、２スロットごとにＰ＿ｅｓｔを伝達する場合に、予測される利得係数の形
態は、下記のようになる。
　一番目のスロット：Ｐ＿ｅｓｔ０⇒β～e0

　二番目のスロット：ＴＰＣ ＵＰを受信する場合に
　　　　　　　　　　Ｐ_ｅｓｔ１＿ｕｐ＝Ｐ＿ｅｓｔ０＋Ｄｅｌｔａ→β～e0_up

　　　　　　　　　　ＴＰＣ ＤＯＷＮを受信する場合に、
　　　　　　　　　 Ｐ_ｅｓｔ１＿ｄｏｗｎ＝Ｐ＿ｅｓｔ０－Ｄｅｌｔａ→β～e0_down

　なお、上記β～は、
【００８４】
【数３】

【００８５】
を表しているものとする。以下、同様とする。
　上記例において、ＵＥは、２番目のスロットごとに Ｐ＿ｅｓｔ０を受信して上記Ｐ＿
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ｅｓｔ０に基づいて図１３の手順を遂行してＥ－ＤＰＤＣＨの利得係数β～e0を計算し、
その後に、次のスロットの予測された総送信電力β～elに従って上記次のスロットに対す
る利得係数β～elを計算する。このとき、上記次のスロットでは、ＵＰのＴＰＣ命令を受
信し、ＤＯＷＮのＴＰＣ命令を受信する場合に、β～e0_up及びβ～e0_downをすべて求め
る。
　上記のように、物理チャンネル送信制御器１５０８は、３つのβ～e値をあらかじめ計
算し、スロットごとに受信されたＴＰＣ命令に基づいて上記３つのβ～e値のうちの１つ
を選択して適用する。
　‘Ｋ’スロットごとに電力増幅器制御器１５０９からＰ＿ｅｓｔ０が伝達される場合に
、他のスロットの予測された利得係数の個数Ｍは、２（ｋ－１）になる。
【００８６】
　図１５において、図８及び図１１に関連して説明された構成要素と一致する部分、すな
わち、ＤＰＣＣＨ／ＤＰＤＣＨ／Ｅ－ＤＰＤＣＨ生成器１５１３、１５１４、１５１５、
１５０４、レートマッチング器１５２０、ＨＡＲＱ制御器１５０７、コーディングブロッ
ク１５１７、１５１８、１５１９、１５１６、変調器１５２２、１５２３、１５２４、１
５２５、拡散器１５２６、１５２７、１５２８、１５２９、利得調節器１５３０、１５３
１、１５３２、１５３３、チャンネル多重化器１５３４、及びスクランブラー１５３５に
ついての説明は省略し、本発明の第４の実施形態と直接的に関連した部分について説明す
る。
【００８７】
　ＴＦＣ選択器１５０１は、Ｅ－ＤＣＨデータ１５０２及びＤＣＨデータ１５０３に対す
るＴＦＣを選択し、上記ＴＦＣに該当する利得係数値１５０５、すなわち、βｅ,ｏｒｉ

、βｅｃ、βｃ及びβｄを物理チャンネル送信制御器１５０８へ伝送する。また、物理チ
ャンネル送信制御器１５０８は、最大許容電力（Ｐｍａｘ）１５０６に関する情報を受信
する。電力増幅器制御器１５０９は、スロットごとに基地局から受信されたＴＰＣ命令に
従って電力増幅器１５１２を制御し、あらかじめ設定された特定のスロットで上記ＴＰＣ
命令に従って予測された総送信電力値（Ｐ＿ｅｓｔ０）１５１０を物理チャンネル送信制
御器１５０８へ伝送する。
【００８８】
　物理チャンネル送信制御器１５０８は、上記特定のスロットごとにＰ＿ｅｓｔ０１５１
０を受信して各チャンネルの利得係数１５４３を求めて利得調節器１５３０、１５３１、
１５３２、１５３３へ提供する。特に、上記特定のスロットを除いた他のスロットに対し
ては、可能なＰ＿ｅｓｔｋ＿ｕｐ／ｄｏｗｎ（ｋ＝１、２、…、２（K－１））を予測し
、上記予測されたＰ＿ｅｓｔｋ＿ｕｐ／ｄｏｗｎに対してＥ－ＤＰＤＣＨの可能なすべて
の利得係数β～ek_up、β～ek_downをそれぞれ計算する。上記可能なすべての利得係数を
計算した後に、物理チャンネル送信制御器１５０８は、上記特定のスロット後のｋ番目の
スロットごとにＴＰＣ命令を受信し、該当する利得係数β～ek_up又はβ～ek_downをＥ－
ＤＰＤＣＨの利得調節器１５３３へ伝達する。このとき、Ｅ－ＤＰＤＣＨを除いた他のチ
ャンネルの送信電力は、電力増幅器１５１２によって同一の比率で調節されることができ
る。
【００８９】
　第５の実施形態
　本発明の第５の実施形態では、ＵＥの総送信電力が最大許容電力を超過する場合に、Ｅ
－ＤＰＤＣＨの電力を優先的に減少させた後に、優先順位が低いチャンネルから優先順位
が高いチャンネルの順序に、他のチャンネルの電力を順次に減少させる。
　まず、ＤＰＤＣＨ、ＤＰＣＣＨ、Ｅ－ＤＰＤＣＨ、及びＥ－ＤＰＣＣＨが存在する状況
を仮定する。このとき、各チャンネルの優先順位を設定するために、該当チャンネルが再
伝送を支援するか否かを優先的に考慮した後に、該当チャンネルが制御チャンネルである
か否かを考慮する。この場合、各チャンネルの優先順位がＤＰＣＣＨ／Ｅ－ＤＰＣＣＨ／
ＤＰＤＣＨ／Ｅ－ＤＰＤＣＨの順序にチャンネル優先順位を設定してもよい。また、該当
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チャンネルが制御チャンネルであるか否かを優先的に考慮した後に、該当チャンネルが再
伝送を支援するか否かを考慮する場合に、ＤＰＣＣＨ／ＤＰＤＣＨ／Ｅ－ＤＰＣＣＨ／Ｅ
－ＤＰＤＣＨの順序に各チャンネルの優先順位を設定してもよい。
【００９０】
　以下、各チャンネルの優先順位がＤＰＣＣＨ／Ｅ－ＤＰＣＣＨ／ＤＰＤＣＨ／Ｅ－ＤＰ
ＤＣＨの順序に設定される場合を例に挙げて説明する。まず、ＵＥの総送信電力が最大許
容電力を超過する場合に、ＵＥは、優先順位が一番低いＥ－ＤＰＤＣＨの送信電力を利得
係数又は電力オフセット値を用いて調整し、他のチャンネルに対しては、電力調整を遂行
しない。
　Ｅ－ＤＰＤＣＨの送信電力があらかじめ設定された最小値、例えば、０に設定されたに
もかかわらず、ＵＥの総送信電力が最大許容電力を超過する場合には、Ｅ－ＤＰＣＣＨの
送信電力を調節し、他のチャンネルに対しては、電力調節を遂行しない。このとき、Ｅ－
ＤＰＣＣＨがＥ－ＤＰＤＣＨの復調及び復号のために必須の制御情報を運搬するので、Ｅ
－ＤＰＣＣＨは、あらかじめ設定された最小電力（０ではない）を保持するように調節さ
れる。同様に、上記Ｅ－ＤＰＣＣＨの送信電力が上記最小電力として設定されたにもかか
わらず、ＵＥの総送信電力が最大許容電力を超過する場合に、他のチャンネル、すなわち
、ＤＰＣＣＨ及びＤＰＤＣＨに対してあらかじめ設定された最小電力を保持するように電
力調節を順次に遂行する。
【００９１】
　第６の実施形態
　本発明の第６の実施形態では、上記総送信電力が上記最大許容電力を超過するか否かを
確認して最大許容電力を超過する場合に、最小ＴＴＩの単位にＥ－ＤＰＤＣＨの送信電力
を減少させる。Ｅ－ＤＰＤＣＨの送信電力は、Ｅ－ＤＰＤＣＨの利得係数を調節すること
によって減少させることができる。
　最小のＴＴＩ単位にＥ－ＤＰＤＣＨの送信電力を減少させたことにもかかわらず、スロ
ット単位に発生する電力制御によって上記総送信電力が上記最大送信電力を超過する。こ
の場合には、チャンネル間の電力比を保持しつつ、上記総送信電力が上記最大許容電力を
超過しないようにすべてのチャンネルの送信電力を同一の比率で減少させる。このとき、
上記チャンネルは、Ｅ－ＤＰＤＣＨを含んでＤＰＤＣＨ、ＤＰＣＣＨ、及びＥ－ＤＰＣＣ
Ｈなどを意味する。
【００９２】
　具体的に、Ｅ－ＤＰＤＣＨが２ｍｓ又は１０ｍｓのＴＴＩに設定され、１０ｍｓ又はそ
れ以上のＴＴＩに伝送されるＤＰＤＣＨが存在する場合に、ＵＥは、Ｅ－ＤＰＤＣＨの最
小ＴＴＩである２ｍｓのＴＴＩ単位に、上記総送信電力が上記最大許容電力を超過するか
否かを確認して、２ｍｓの単位にＥ－ＤＰＤＣＨの送信電力を調節する。その後、１０ｍ
ｓのＴＴＩ内に１５個のスロットが存在し、２ｍｓのＴＴＩ内に３個のスロットが存在す
る場合に、ＵＥは、２ｍｓの単位にＥ－ＤＰＤＣＨの送信電力を調節した後に、各スロッ
ト単位に電力制御を考慮して総送信電力を調節する。 
　上述した方式にて動作するＵＥの具体的な遂行手順は、第４の実施形態と同一である。
但し、上記動作を遂行する周期は、スロット単位の代わりに、最小ＴＴＩの単位、特に、
Ｅ－ＤＰＤＣＨの最小ＴＴＩに設定されることが望ましい。
【００９３】
　以上、本発明の詳細について具体的な実施の形態に基づき説明してきたが、本発明の範
囲を逸脱しない限り、各種の変形が可能なのは明らかである。従って、本発明の範囲は、
上記実施の形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載及び該記載と均等なも
のにより定められるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】Ｅ－ＤＣＨが従来のデータ伝送のために使用される状況を示す基本概念図である
。
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【図２】従来のＥ－ＤＣＨの基本的な送受信手順を示す図である。
【図３】ＷＣＤＭＡシステムにおける従来のＥ－ＤＣＨを介したデータ伝送の一例を示す
図である。
【図４】従来技術によるＵＥの送信側の構成を示すブロック図である。
【図５】従来技術によるＥ－ＤＣＨデータを再伝送する間に発生する問題点の一例を示す
図である。
【図６】本発明の実施形態によるＵＥの送信電力を変更する一例を示す図である。
【図７】本発明の第１の実施形態によるＵＥの物理階層の送信電力を設定する手順を示す
フローチャートである。
【図８】本発明の第１の実施形態によるＵＥの送信装置を示すブロック図である。
【図９】本発明の第２の実施形態によるＵＥの物理階層の送信電力を設定する手順を示す
フローチャートである。
【図１０】本発明の第３の実施形態による伝送フォーマット組合せ（ＴＦＣ）を選択する
手順を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の第３の実施形態によるＵＥの送信装置を示すブロック図である。
【図１２】本発明の第４の実施形態によるＵＥの電力設定を従来技術と比較して示す図で
ある。
【図１３】本発明の第４の実施形態によるＵＥの電力設定手順を示す図である。
【図１４】本発明の第４の実施形態によるＵＥの送信装置の一例を示すブロック図である
。
【図１５】本発明の第４の実施形態によるＵＥの送信装置の他の例を示すブロック図であ
る。
【符号の説明】
【００９５】
　７０１　　ＴＦＣ選択器
　７０３　　Ｅ－ＤＰＤＣＨ生成器
　７０６　　物理チャンネル送信制御器
　７０８、７１２、７１７、７２９　　拡散器
　７０９、７１５、７２０、７２５　　コーディングブロック
　７１０　　レートマッチング器
　７１１、７１６、７２１、７２８　　変調器
　７１３、７１８、７２２、７３０　　利得調節器
　７１４　　ＤＰＤＣＨ生成器
　７１９　　ＤＰＣＣＨ生成器
　７２３　　多重化器
　７２４　　スクランブラー
　７２５　　ＲＦユニット
　７２６　　ＨＡＲＱ制御器
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