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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末及び基地局を含む移動通信システムであって、
　前記基地局は、ＨＳ－ＰＤＳＣＨ（Ｈｉｇｈ Ｓｐｅｅｄ Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｄｏｗｎ
ｌｉｎｋ Ｓｈａｒｄ Ｃｈａｎｎｅｌ）によってＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ Ｓｐｅｅｄ Ｄｏ
ｗｎｌｉｎｋ Ｐａｃｋｅｔ Ａｃｃｅｓｓ）用のパケットデータを、ＨＳ－ＳＣＣＨ（Ｈ
ｉｇｈ Ｓｐｅｅｄ Ｓｈａｒｄ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｃｈａｎｎｅｌ）によって、対で送信さ
れる該ＨＳ－ＰＤＳＣＨのパケットデータをデコードするためのデコード情報をそれぞれ
前記端末に伝送し、
　前記端末は、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ（Ｈｉｇｈ Ｓｐｅｅｄ Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ Ｃｈａｎｎｅｌ）によって、前記ＨＳ－ＰＤＳＣＨのデコード状況をＡＣＫ（Ａ
ｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）／ＮＡＣＫ（Ｎｅｇａｔｉｖｅ Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇ
ｅｍｅｎｔ）／ＤＴＸ（Ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）とし
て通知するＨＡＲＱ－ＡＣＫ（Ｈｙｂｒｉｄ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｒｅｐｅａｔ ｒｅＱ
ｕｅｓｔ－ＡＣＫ）情報と、データの受信品質を示すＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ Ｑｕａｌ
ｉｔｙ Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）とを前記基地局に通知し、
　前記基地局は、前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報に挿入されているＡＣＫ／ＮＡＣＫを連続し
て検出した場合に前記ＨＳ－ＳＣＣＨの送信電力を下げることを特徴とする移動通信シス
テム。
【請求項２】
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　前記基地局は、前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報に挿入されているＤＴＸを検出した時に、再
送するパケットデータを送る前記ＨＳ－ＰＤＳＣＨと対になっている前記ＨＳ－ＳＣＣＨ
の送信電力を上げることを特徴とする請求項１記載の移動通信システム。
【請求項３】
　前記基地局は、前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報に挿入されているＡＣＫ／ＮＡＣＫの連続受
信回数をカウントし、該連続受信回数に応じた減少幅で、前記ＨＳ－ＳＣＣＨの送信電力
を下げる、
　請求項１又は２に記載の移動通信システム。
【請求項４】
　ＨＳ－ＰＤＳＣＨ（Ｈｉｇｈ Ｓｐｅｅｄ Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｄｏｗｎｌｉｎｋ Ｓｈａ
ｒｄ Ｃｈａｎｎｅｌ）によってＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ Ｓｐｅｅｄ Ｄｏｗｎｌｉｎｋ Ｐ
ａｃｋｅｔ Ａｃｃｅｓｓ）用のパケットデータを、ＨＳ－ＳＣＣＨ（Ｈｉｇｈ Ｓｐｅｅ
ｄ Ｓｈａｒｄ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｃｈａｎｎｅｌ）によって、対で送信される該ＨＳ－Ｐ
ＤＳＣＨのパケットデータをデコードするためのデコード情報をそれぞれ端末に伝送し、
　前記端末から、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ（Ｈｉｇｈ Ｓｐｅｅｄ Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ Ｃｈａｎｎｅｌ）によって、前記ＨＳ－ＰＤＳＣＨのデコード状況をＡＣＫ（
Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）／ＮＡＣＫ（Ｎｅｇａｔｉｖｅ Ａｃｋｎｏｗｌｅｄ
ｇｅｍｅｎｔ）／ＤＴＸ（Ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）と
して通知するＨＡＲＱ－ＡＣＫ（Ｈｙｂｒｉｄ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｒｅｐｅａｔ ｒｅ
Ｑｕｅｓｔ－ＡＣＫ）情報と、データの受信品質を示すＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ Ｑｕａ
ｌｉｔｙ Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）とを受信し、
　前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報に挿入されているＡＣＫ／ＮＡＣＫを連続して検出した場合
に前記ＨＳ－ＳＣＣＨの送信電力を下げる、
　ことを特徴とする基地局。
【請求項５】
　前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報に挿入されているＤＴＸを検出した時に、再送するパケット
データを送る前記ＨＳ－ＰＤＳＣＨと対になっている前記ＨＳ－ＳＣＣＨの送信電力を上
げることを特徴とする請求項４記載の基地局。
【請求項６】
　前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報に挿入されているＡＣＫ／ＮＡＣＫの連続受信回数をカウン
トし、該連続受信回数に応じた減少幅で、前記ＨＳ－ＳＣＣＨの送信電力を下げる、
　請求項４又は５に記載の基地局。
【請求項７】
　基地局及び端末を含む移動通信システムで実行される送信電力制御方法であって、
　前記基地局が、ＨＳ－ＰＤＳＣＨ（Ｈｉｇｈ Ｓｐｅｅｄ Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｄｏｗｎ
ｌｉｎｋ Ｓｈａｒｄ Ｃｈａｎｎｅｌ）によってＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ Ｓｐｅｅｄ Ｄｏ
ｗｎｌｉｎｋ Ｐａｃｋｅｔ Ａｃｃｅｓｓ）用のパケットデータを、ＨＳ－ＳＣＣＨ（Ｈ
ｉｇｈ Ｓｐｅｅｄ Ｓｈａｒｄ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｃｈａｎｎｅｌ）によって、対で送信さ
れる該ＨＳ－ＰＤＳＣＨのパケットデータをデコードするためのデコード情報をそれぞれ
前記端末に伝送し、
　前記端末が、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ（Ｈｉｇｈ Ｓｐｅｅｄ Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ Ｃｈａｎｎｅｌ）によって、前記ＨＳ－ＰＤＳＣＨのデコード状況をＡＣＫ（Ａ
ｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）／ＮＡＣＫ（Ｎｅｇａｔｉｖｅ Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇ
ｅｍｅｎｔ）／ＤＴＸ（Ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）とし
て通知するＨＡＲＱ－ＡＣＫ（Ｈｙｂｒｉｄ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｒｅｐｅａｔ ｒｅＱ
ｕｅｓｔ－ＡＣＫ）情報と、データの受信品質を示すＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ Ｑｕａｌ
ｉｔｙ Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）とを前記基地局に通知し、
　前記基地局が、前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報に挿入されているＡＣＫ／ＮＡＣＫを連続し
て検出した場合に前記ＨＳ－ＳＣＣＨの送信電力を下げる、
　ことを含む送信電力制御方法。
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【請求項８】
　前記基地局が、前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報に挿入されているＤＴＸを検出した時に、再
送するパケットデータを送る前記ＨＳ－ＰＤＳＣＨと対になっている前記ＨＳ－ＳＣＣＨ
の送信電力を上げることを更に含む請求項７記載の送信電力制御方法。
【請求項９】
　前記基地局が、前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報に挿入されているＡＣＫ／ＮＡＣＫの連続受
信回数をカウントし、該連続受信回数に応じた減少幅で、前記ＨＳ－ＳＣＣＨの送信電力
を下げる、
　ことを更に含む請求項７又は８に記載の送信電力制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は移動通信システム、基地局及びそれらに用いる送信電力制御方法並びにそのプ
ログラムに関し、特にＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋ
ｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）方式におけるＨＳ－ＳＣＣＨ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｓｈａｒｄ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）の送信電力制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、急速に普及してきている３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎ
ｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）準拠のＷ－ＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅ　ｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　
Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）方式において、ダウンリンクにお
ける高速な伝送を実現するため、ＨＳＤＰＡ方式が提案され、研究及び開発が進められて
いる（例えば、非特許文献１参照）。
【０００３】
　ＨＳＤＰＡ方式では、基地局から端末にデータが送信されるダウンリンクにて用いられ
る物理チャネルとして、ＨＳ－ＳＣＣＨと、ＨＳ－ＰＤＳＣＨ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　
Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）とが規定されてお
り、ＨＳ－ＳＣＣＨとＨＳ－ＰＤＳＣＨとは対で使用される。このＨＳＤＰＡ方式では、
ＨＳ－ＰＤＳＣＨによってＨＳＤＰＡ用のパケットデータが伝送され、ＨＳ－ＳＣＣＨに
よって、対で送信されるＨＳ－ＰＤＳＣＨのパケットデータをデコードするためのデコー
ド情報が伝送される。
【０００４】
　一方、端末から基地局にデータが送信されるアップリンクの物理チャネルとしては、Ｈ
Ｓ－ＤＰＣＣＨ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａ
ｎｎｅｌ）が規定されている。このＨＳ－ＤＰＣＣＨのサブフレームの構造を図６に示す
。
【０００５】
　図６に示すように、ＨＳ－ＤＰＣＣＨのサブフレームは、ＨＳ－ＰＤＳＣＨのデコード
状況をＡＣＫ（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）／ＮＡＣＫ（Ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ａｃ
ｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）／ＤＴＸ（Ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｔｒａｎｓｍｉ
ｓｓｉｏｎ）として通知するＨＡＲＱ－ＡＣＫ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒ
ｅｐｅａｔ　ｒｅＱｕｅｓｔ－ＡＣＫ）情報と、データの受信品質を示すＣＱＩ（Ｃｈａ
ｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）とから構成される。
【０００６】
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、端末が自端末向けのＨＳ－ＳＣＣＨを検出し、かつＨＳ－ＰＤＳ
ＣＨのＣＲＣ（ＣＲＣ）結果がＯＫであればＡＣＫが挿入され、端末が自端末向けのＨＳ
－ＳＣＣＨを検出し、かつＨＳ－ＰＤＳＣＨのＣＲＣ結果がＮＧであればＮＡＣＫが挿入
され、端末が自端末向けのＨＳ－ＳＣＣＨを検出できなかった場合、何も挿入しない、つ
まりＤＴＸとなる。
【０００７】
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　ＣＱＩは、基地局から端末へ送信されるデータのＣＰＩＣＨ（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｐｉｌｏ
ｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）の受信品質が０～３０の値に符号化された値であり、ＨＳ－ＤＰＣ
ＣＨのサブフレーム上にマッピングされている。３ＧＰＰの規定では、ＣＱＩの値は、受
信品質が悪いとＣＱＩ値が低く、受信品質が良いとＣＱＩ値が高くなるとされている。
【０００８】
　また、ＨＳＤＰＡ方式の動作としては、基地局が端末から送信されるＨＳ－ＤＰＣＣＨ
を受信し、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報に従い、ＡＣＫであれば新規のパケットが送信され、Ｎ
ＡＣＫであれば再送し、また、ＤＴＸでありかつ該当する端末に対してＨＳＤＰＡ通信を
行っていた場合にも再送が行われる。さらに、基地局にて、端末から送信されてきたＨＳ
－ＤＰＣＣＨにマッピングされたＣＱＩの値に基づいて、受信品質に適したＨＳ－ＰＤＳ
ＣＨを送信するべく、ＨＳ－ＰＤＳＣＨのコード数、ＴＢＳ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｂｌ
ｏｃｋ　Ｓｉｚｅ）、変調方式が決定される。そして、ＨＳ－ＳＣＣＨとＨＳ－ＰＤＳＣ
Ｈとが対となって送信される。
【０００９】
【非特許文献１】"Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅ
ｓｓ（ＨＳＤＰＡ）"［３ＧＰＰ　ＴＳ　２５．３０８　Ｖ７．０．０（２００６－０３
）］
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上述したように、ＨＳＤＰＡ方式においては、端末におけるデータの受信品質に基づい
て、ＨＳ－ＰＤＳＣＨのコード数、ＴＢＳ、変調方式を変化させているが、ＨＳ－ＳＣＣ
Ｈについては、受信品質の考慮がされておらず、一定の変調方式、冗長度、送信電力でデ
コード情報が送信されている。
【００１１】
　そのため、ＨＳＤＰＡ方式では、受信品質が悪い状況で、その状況に合わない変調方式
、冗長度、送信電力でデコード情報が送信されると、ＨＳ－ＳＣＣＨの受信特性が劣化し
てしまい、ＨＳ－ＰＤＳＣＨのパケットデータが正しくデコードされず、スループットが
低下してしまうという問題がある。本発明は、上述したような従来の技術が有する問題点
に鑑みてなされたものであ　　　
【００１２】
　そこで、本発明の目的は上記の問題点を解消し、様々な通信路品質状態においてダウン
リンクにおけるスループットの低下を防ぐことができる移動通信システム、基地局及びそ
れらに用いる送信電力制御方法並びにそのプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明による移動通信システムは、基地局から端末にパケットデータが伝送されるとと
もに、前記基地局から前記端末に前記パケットデータをデコードするためのデコード情報
が伝送され、
　前記端末から前記基地局に前記パケットデータのデコード状況が通知される移動通信シ
ステムであって、
　前記基地局は、前記端末からの前記デコード状況を検出する手段と、その検出結果に応
じて前記デコード情報を伝送するための送信電力を決定する手段とを備えている。
【００１４】
　本発明による基地局は、端末にパケットデータを伝送するとともに、前記端末に前記パ
ケットデータをデコードするためのデコード情報を伝送し、前記端末から前記パケットデ
ータのデコード状況が通知される基地局であって、
　前記端末からの前記デコード状況を検出する手段と、その検出結果に応じて前記デコー
ド情報を伝送するための送信電力を決定する手段とを備えている。
【００１５】
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　本発明による送信電力制御方法は、基地局から端末にパケットデータが伝送されるとと
もに、前記基地局から前記端末に前記パケットデータをデコードするためのデコード情報
が伝送され、
　前記端末から前記基地局に前記パケットデータのデコード状況が通知される移動通信シ
ステムに用いる送信電力制御方法であって、
　前記基地局が、前記端末からの前記デコード状況を検出する処理と、その検出結果に応
じて前記デコード情報を伝送するための送信電力を決定する処理とを実行している。
【００１６】
　本発明によるプログラムは、基地局から端末にパケットデータが伝送されるとともに、
前記基地局から前記端末に前記パケットデータをデコードするためのデコード情報が伝送
され、
　前記端末から前記基地局に前記パケットデータのデコード状況が通知される移動通信シ
ステムにおいて前記基地局が実行するプログラムであって、
　前記基地局の中央処理装置に、前記端末からの前記デコード状況を検出する処理と、そ
の検出結果に応じて前記デコード情報を伝送するための送信電力を決定する処理とを実行
させている。
【００１７】
　すなわち、本発明の移動通信システムは、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　
Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）準拠のＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　
Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）方式において、基地局が該当端末に対
してＨＳＤＰＡ通信を行っている場合に、基地局が端末の送信してきたＨＳ－ＤＰＣＣＨ
（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）のＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　ｒｅＱｕｅｓｔ－
Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）に挿入されているＡＣＫ／ＮＡＣＫ（Ｎｅｇａｔｉｖ
ｅ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）／ＤＴＸ（Ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｔｒａ
ｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）から、ＨＳ－ＳＣＣＨ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｓｈａｒｄ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）の受信状況を確認し、ＤＴＸを検出した場合に再送するパ
ケットを送るＨＳ－ＰＤＳＣＨ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌ
ｉｎｋ　Ｓｈａｒｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）と対になっているＨＳ－ＳＣＣＨの送信電力を上
げ、ＨＳ－ＳＣＣＨの検出確率を向上させることによって、ＨＳ－ＳＣＣＨが検出できな
い場合のスループットの低下を防ぐことを可能としている。
【００１８】
　また、本発明の移動通信システムでは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫの連続受信回数状況によって
、ＨＳ－ＳＣＣＨの電力を制御し、基地局電力リソースを有効に活用することを可能とし
ている。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明は、上記のような構成及び動作とすることで、様々な通信路品質状態においてダ
ウンリンクにおけるスループットの低下を防ぐことができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
上述した目的、およびその他の目的、特徴および利点は、以下に述べる好適な実施の形態
、およびそれに付随する以下の図面によってさらに明らかになる。　
【図１】本発明の一実施例による移動通信システムの構成を示すブロック図である。
【図２】図１の基地局の構成例を示すブロック図である。
【図３】図１の端末の構成例を示すブロック図である。
【図４】本発明の一実施例による移動通信システムの動作を示すシーケンスチャートであ
る。
【図５】本発明の他の実施例による移動通信システムの動作を示すシーケンスチャートで
ある。
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【図６】ＨＳ－ＤＰＣＣＨのサブフレームの構造を示す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。図１は本発明の一実施例によ
る移動通信システムの構成を示すブロック図である。図１において、本発明の一実施例に
よる移動通信システムは、基地局１と端末３とから構成されている。基地局１及び端末３
は、ＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓ
ｓ）方式に対応しているものである。
【００２２】
　基地局１から端末３には、ＨＳ－ＰＤＳＣＨ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）とＨＳ－ＳＣＣＨ（Ｈｉｇｈ　Ｓ
ｐｅｅｄ　Ｓｈａｒｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）とが用いられてデータが送信
される。この場合には、ＨＳ－ＰＤＳＣＨによってＨＳＤＰＡ用のダウンリンクのパケッ
トデータが送信され、ＨＳ－ＳＣＣＨによって、対で送信されるＨＳ－ＰＤＳＣＨのパケ
ットデータをデコードするためのデコード情報が送信される。
【００２３】
　また、端末３から基地局１には、ＨＳＤＰＡ方式の物理チャネルであるＨＳ－ＤＰＣＣ
Ｈ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）が
用いられてデータが送信される。この場合には、ＨＳ－ＤＰＣＣＨによって、ＨＳ－ＰＤ
ＳＣＨのデコード状況を通知するＨＡＲＱ－ＡＣＫ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ
　Ｒｅｐｅａｔ　ｒｅＱｕｅｓｔ－Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）情報と、データの
受信品質、つまり現在のダウンリンクの通信路品質状態を示すＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　
Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）とが１つのフレームにマッピングされて送信され
る。
【００２４】
　図２は図１の基地局１の構成例を示すブロック図である。図２において、基地局１は、
基地局送信アンテナ１１と、基地局受信アンテナ１２と、基地局送信部１３と、基地局拡
散変調部１４と、基地局チャネル符号部１５と、ネットワーク部１６と、基地局制御部１
７と、ＨＳ－ＳＣＣＨ送信電力決定部１８と、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ検出部１９と、基地局チ
ャネル復号部２０と、基地局逆拡散復調部２１と、基地局受信部２２とから構成されてい
る。
【００２５】
　基地局１において、基地局チャネル符号部１５はネットワーク部１６から端末３に送る
べきデータに誤り訂正等を施し、基地局拡散変調部１４でＱＰＳＫ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒ
ｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）や１６ＱＡＭ（１６　Ｑｕａｄｒａｔｕｒ
ｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）に変調して拡散する。基地局拡散変調
部１４から出力された信号は、基地局送信部１３にて搬送波周波数にのせ、基地局送信ア
ンテナ１１から端末３に向けて送信される。
【００２６】
　また、端末３から基地局１に送信されたデータは、基地局受信アンテナ１２を経由して
基地局受信部２２で受信する。基地局受信部２２で受信した信号は、基地局逆拡散復調部
２１で逆拡散されて復調され、基地局チャネル復号部２０で誤り訂正等が復号され、ネッ
トワーク部１６へデータを渡される。
【００２７】
　さらに、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ検出部１９は、基地局チャネル復号部２０の出力からＡＣＫ
／ＮＡＣＫ（Ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）／ＤＴＸ（Ｄｉｓｃ
ｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）を検出する。ＨＳ－ＳＣＣＨ送信電力
決定部１８ではＡＣＫ／ＮＡＣＫ／ＤＴＸの検出状況によってＨＳ－ＳＣＣＨの送信電力
を決定する。基地局制御部１７は、基地局１の変復調の制御、チャネル符号／復号の制御
及びネットワーク部１６の制御を行っている。
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【００２８】
　図３は図１の端末３の構成例を示すブロック図である。図３において、端末３は、端末
送信アンテナ３１と、端末受信アンテナ３２と、端末送信部３３と、端末拡散変調部３４
と、端末チャネル符号部３５と、データ符号部３６と、データ入力部３７と、端末制御部
３８と、データ出力部３９と、データ出力処理部４０と、端末チャネル復号部４１と、端
末逆拡散復調部４２と、端末受信部４３とから構成されている。
【００２９】
　端末３において、基地局１から送信された信号は、端末受信アンテナ３２を経由して端
末受信部４３で受信する。受信した信号は、端末逆拡散復調部４２で逆拡散されて復調さ
れる。復調された信号は端末チャネル復号部４１で誤り訂正符号等がデコードされ、デー
タ出力処理部４０でデータ処理が行われて、データ出力部３９に出力される。
【００３０】
　また、端末３の送信については、データ入力部３７で入力されたデータがデータ符号部
３６にて符号化され、端末チャネル符号部３５にて誤り訂正等が施され、端末拡散変調部
３４にて変調されて拡散され、端末送信部３３で搬送波周波数にのせられて、端末送信ア
ンテナ３１から基地局１に送信される。端末制御部３８は端末３の変復調の制御、チャネ
ル符号／復号の制御及びデータ制御を行っている。
【００３１】
　図４は本発明の一実施例による移動通信システムの動作を示すシーケンスチャートであ
る。これら図１～図４を参照して本発明の一実施例による移動通信システムの動作につい
て説明する。尚、図４において、基地局１の処理動作は、基地局１のＣＰＵ（中央処理装
置）がプログラムを実行することでも実現可能である。
【００３２】
　基地局１はＨＳ－ＤＰＣＣＨを基地局受信アンテナ１２を経由して基地局受信部２２で
受信する（図４のａ１）。基地局受信部２２で受信されたＨＳ－ＤＰＣＣＨは基地局逆拡
散部２１で逆拡散されて復調される（図４のａ２）。基地局逆拡散部２１で復調されたＨ
Ｓ－ＤＰＣＣＨは基地局チャネル復号部２０で復号され（図４のａ３）、ＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋ検出部１９にてＡＣＫ／ＮＡＣＫ／ＤＴＸが取り出され（図４のａ４）、ＨＳ－ＳＣＣ
Ｈ送信電力決定部１８に渡される。
【００３３】
　ＨＳ－ＳＣＣＨ送信電力決定部１８ではＨＡＲＱ－ＡＣＫ検出部１９から受け取ったＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫ／ＤＴＸを使い、例えば、パケットを送信するが、ＨＳ－ＤＰＣＣＨのＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫ情報が常にＤＴＸとなるような場合、プロセス毎の新規送信（１回目の送
信）時のＨＳ－ＳＣＣＨ送信電力をＸｄＢとし、
　１回目の再送時は（Ｘ＋０．１）ｄＢ
　２回目の再送時は（Ｘ＋０．２）ｄＢ
　・・・
　ｎ回目の再送時は（Ｘ＋０．１×ｎ）ｄＢと、該当プロセスのＨＳ－ＳＣＣＨの送信電
力を決定する（図４のａ５）。本実施例では、このような０．１ｄＢのステップ幅ではな
く、ステップ幅を任意に設定することが可能である。
【００３４】
　また、ＨＳ－ＳＣＣＨの最大送信本数は３ＧＰＰにて１セット最大４本と規定されてお
り、最大４ユーザまで同時にＨＳＤＰＡ通信を行うことが可能である。そこで、本実施例
では、例えば、１ユーザのみがＨＳＤＰＡ通信を行っている場合、新規送信（１回目の送
信）時のＨＳ－ＳＣＣＨ送信電力をＸｄＢとし、
　１回目の再送時は２本分の電力を割り当て、約（Ｘ＋３）ｄＢ
　２回目の再送時は３本分の電力を割り当て、約（Ｘ＋４．８）ｄＢ
　３回目の再送時は４本分の電力を割り当て、約（Ｘ＋６）ｄＢと、該当プロセスのＨＳ
－ＳＣＣＨの送信電力を決定することも可能である。この場合には、４回目以降の再送時
に、３回目の再送時と同じ電力で送信しても良いし、送信をやめても良い。
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【００３５】
　上記の例で決定されたＨＳ－ＳＣＣＨの送信電力は、基地局制御部１７に通知される。
基地局制御部１７はＨＳ－ＳＣＣＨ送信電力決定部１８から通知されたＨＳ－ＳＣＣＨの
送信電力を基地局拡散変調部１４に通知し、ＨＳ－ＳＣＣＨの送信電力に反映する。基地
局拡散変調部１４は受取ったＨＳ－ＳＣＣＨの送信電力をＨＳ－ＳＣＣＨの送信時に反映
させ、基地局送信部１３と基地局送信アンテナ１１を通して端末３に送信する（図４のａ
６，ａ７）。
【００３６】
　このように、本実施例では、基地局１が該当端末３に対してＨＳＤＰＡ通信を行ってい
る場合に、基地局１が受信したＨＳ－ＤＰＣＣＨのＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報に挿入されてい
るＤＴＸを検出することによって、再送するパケットを送るＨＳ－ＰＤＳＣＨと対になっ
ているＨＳ－ＳＣＣＨの送信電力を上げ、ＨＳ－ＳＣＣＨの検出確率を向上させる。この
方法によって、本実施例では、ＨＳ－ＳＣＣＨが検出できないために、ＨＳ－ＰＤＳＣＨ
のデコードができない状態を最小限に抑え、スループットを向上させることができる。
【００３７】
　図５は本発明の他の実施例による移動通信システムの動作を示すシーケンスチャートで
ある。本発明の他の実施例による移動通信システム、基地局、端末はそれぞれ図１～図３
に示す本発明の一実施例による移動通信システム、基地局１、端末３と同様の構成となっ
ているので、これら図１～図３と図５とを参照して本発明の他の実施例による移動通信シ
ステムの動作について説明する。尚、図４において、基地局１の処理動作は、基地局１の
ＣＰＵ（中央処理装置）がプログラムを実行することでも実現可能である。
【００３８】
　基地局１はＨＳ－ＤＰＣＣＨを基地局受信アンテナ１２を経由して基地局受信部２２で
受信する（図５のｂ１）。基地局受信部２２で受信したＨＳ－ＤＰＣＣＨは、基地局逆拡
散部２１で逆拡散されて復調される（図５のｂ２）。復調されたＨＳ－ＤＰＣＣＨは，基
地局チャネル復号部２０で復号され（図５のｂ３）、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ検出部１９にてＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫ／ＤＴＸが取り出され、ＨＳ－ＳＣＣＨ送信電力決定部１８に渡される（
図５のｂ４）。
【００３９】
　ＨＳ－ＳＣＣＨ送信電力決定部１８ではＨＡＲＱ－ＡＣＫ検出部１９から受け取ったＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫ／ＤＴＸをＨＳ－ＳＣＣＨの電力判定に使用する（図５のｂ５）。ＨＳ－
ＳＣＣＨ送信電力決定部１８は連続してＡＣＫ／ＮＡＣＫを検出している場合、ＨＳ－Ｓ
ＣＣＨの電力が過剰供給されている可能性があるため、例えば、ＨＳ－ＳＣＣＨの送信電
力がＸｄＢだとすると、ＡＣＫ／ＮＡＣＫの連続受信回数が、ｎ回続いた時に（Ｘ－０．
１）ｄＢｎ＋ｍ回続いた時に（Ｘ－０．２）ｄＢｎ＋ｍ＋ｋ回続いた時に（Ｘ－０．３）
ｄＢとＨＳ－ＳＣＣＨの電力を０．１ｄＢずつ下げる。反対に、ＤＴＸを検出したら、＋
０．１ｄＢし、再度上記の工程に戻る（図５のｂ６）。
【００４０】
　尚、ＨＳ－ＳＣＣＨの送信電力の調整幅は、０．１ｄＢのステップ幅ではなく、任意に
設定することが可能である。また、ｎ，ｍ，ｋは任意の整数であり、３パターンだけでな
く、さらに場合分けをすることも可能である。
【００４１】
　上記の処理で決定されたＨＳ－ＳＣＣＨの送信電力は、基地局制御部１７に通知される
。基地局制御部１７はＨＳ－ＳＣＣＨ送信電力決定部１８から通知されたＨＳ－ＳＣＣＨ
の送信電力を基地局拡散変調部１４に通知し、ＨＳ－ＳＣＣＨの送信電力に反映し、基地
局送信部１３に渡し、決定された送信電力が反映されたＨＳ－ＳＣＣＨが基地局送信部１
３から基地局送信アンテナ１１を経由して送信される（図５のｂ７）。
【００４２】
　このように、本実施例では、基地局１が該当端末３に対してＨＳＤＰＡ通信を行ってい
る場合に、基地局１が端末３の送信してきたＨＳ－ＤＰＣＣＨのＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報に
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挿入されているＡＣＫ／ＮＡＣＫを連続して検出した場合に、ＨＳ－ＳＣＣＨの送信電力
を下げ、ＤＴＸを検出した場合に送信電力を上げることによって、通信路状況において、
アダプティブにＨＳ－ＳＣＣＨの送信電力を制御することができ、基地局１側の電力リソ
ースを有効に活用することができる。
　（付記１）
　基地局から端末にパケットデータが伝送されるとともに、前記基地局から前記端末に前
記パケットデータをデコードするためのデコード情報が伝送され、
　前記端末から前記基地局に前記パケットデータのデコード状況が通知される移動通信シ
ステムであって、
　前記基地局は、前記端末からの前記デコード状況を検出する手段と、その検出結果に応
じて前記デコード情報を伝送するための送信電力を決定する手段とを有することを特徴と
する移動通信システム。
　（付記２）
　前記基地局は、ＨＳ－ＰＤＳＣＨ（Ｈｉｇｈ Ｓｐｅｅｄ Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｄｏｗｎ
ｌｉｎｋ Ｓｈａｒｄ Ｃｈａｎｎｅｌ）によってＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ Ｓｐｅｅｄ Ｄｏ
ｗｎｌｉｎｋ Ｐａｃｋｅｔ Ａｃｃｅｓｓ）用のパケットデータを、ＨＳ－ＳＣＣＨ（Ｈ
ｉｇｈ Ｓｐｅｅｄ Ｓｈａｒｄ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｃｈａｎｎｅｌ）によって、対で送信さ
れる前記ＨＳ－ＰＤＳＣＨのパケットデータをデコードするためのデコード情報をそれぞ
れ前記端末に伝送し、
　前記端末は、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ（Ｈｉｇｈ Ｓｐｅｅｄ Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ Ｃｈａｎｎｅｌ）によって前記ＨＳ－ＰＤＳＣＨのデコード状況とデータの受信
品質とを前記基地局に通知し、
　前記基地局は、前記ＨＳ－ＤＰＣＣＨから取出したデコード状況に基づいて前記ＨＳ－
ＳＣＣＨの送信電力制御を行うことを特徴とする付記１記載の移動通信システム。
　（付記３）
　前記ＨＳ－ＤＰＣＣＨのサブフレームは、前記デコード状況をＡＣＫ（Ａｃｋｎｏｗｌ
ｅｄｇｅｍｅｎｔ）／ＮＡＣＫ（Ｎｅｇａｔｉｖｅ Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）
／ＤＴＸ（Ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）として通知するＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫ（Ｈｙｂｒｉｄ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｒｅｐｅａｔ ｒｅＱｕｅｓｔ－Ａ
ＣＫ）情報と、データの受信品質を示すＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ Ｑｕａｌｉｔｙ Ｉｎｄ
ｉｃａｔｏｒ）とからなり、
　前記基地局は、前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報に挿入されているＤＴＸを検出した時に、再
送するパケットデータを送る前記ＨＳ－ＰＤＳＣＨと対になっている前記ＨＳ－ＳＣＣＨ
の送信電力を上げることを特徴とする付記２記載の移動通信システム。
　（付記４）
　前記基地局は、前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報に挿入されているＡＣＫ／ＮＡＣＫを連続し
て検出した場合に前記ＨＳ－ＳＣＣＨの送信電力を下げ、前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報に挿
入されているＤＴＸを検出した場合に前記ＨＳ－ＳＣＣＨの送信電力を上げること特徴と
する付記２記載の移動通信システム。
　（付記５）
　端末にパケットデータを伝送するとともに、前記端末に前記パケットデータをデコード
するためのデコード情報を伝送し、前記端末から前記パケットデータのデコード状況が通
知される基地局であって、
　前記端末からの前記デコード状況を検出する手段と、その検出結果に応じて前記デコー
ド情報を伝送するための送信電力を決定する手段とを有することを特徴とする基地局。
　（付記６）
　ＨＳ－ＰＤＳＣＨ（Ｈｉｇｈ Ｓｐｅｅｄ Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｄｏｗｎｌｉｎｋ Ｓｈａ
ｒｄ Ｃｈａｎｎｅｌ）によってＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ Ｓｐｅｅｄ Ｄｏｗｎｌｉｎｋ Ｐ
ａｃｋｅｔ Ａｃｃｅｓｓ）用のパケットデータを、ＨＳ－ＳＣＣＨ（Ｈｉｇｈ Ｓｐｅｅ
ｄ Ｓｈａｒｄ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｃｈａｎｎｅｌ）によって、対で送信される前記ＨＳ－



(10) JP 5120252 B2 2013.1.16

10

20

30

40

50

ＰＤＳＣＨのパケットデータをデコードするためのデコード情報をそれぞれ前記端末に伝
送し、
　前記端末からＨＳ－ＤＰＣＣＨ（Ｈｉｇｈ Ｓｐｅｅｄ Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ Ｃｈａｎｎｅｌ）によって前記ＨＳ－ＰＤＳＣＨのデコード状況とデータの受信
品質とを受信し、
　前記ＨＳ－ＤＰＣＣＨから取出したデコード状況に基づいて前記ＨＳ－ＳＣＣＨの送信
電力制御を行うことを特徴とする付記５記載の基地局。
　（付記７）
　前記ＨＳ－ＤＰＣＣＨのサブフレームは、前記デコード状況をＡＣＫ（Ａｃｋｎｏｗｌ
ｅｄｇｅｍｅｎｔ）／ＮＡＣＫ（Ｎｅｇａｔｉｖｅ Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）
／ＤＴＸ（Ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）として通知するＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫ（Ｈｙｂｒｉｄ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｒｅｐｅａｔ ｒｅＱｕｅｓｔ－Ａ
ＣＫ）情報と、データの受信品質を示すＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ Ｑｕａｌｉｔｙ Ｉｎｄ
ｉｃａｔｏｒ）とからなり、
　前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報に挿入されているＤＴＸを検出した時に、再送するパケット
データを送る前記ＨＳ－ＰＤＳＣＨと対になっている前記ＨＳ－ＳＣＣＨの送信電力を上
げることを特徴とする付記６記載の基地局。
　（付記８）
　前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報に挿入されているＡＣＫ／ＮＡＣＫを連続して検出した場合
に前記ＨＳ－ＳＣＣＨの送信電力を下げ、前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報に挿入されているＤ
ＴＸを検出した場合に前記ＨＳ－ＳＣＣＨの送信電力を上げること特徴とする付記６記載
の基地局。
　（付記９）
　基地局から端末にパケットデータが伝送されるとともに、前記基地局から前記端末に前
記パケットデータをデコードするためのデコード情報が伝送され、
　前記端末から前記基地局に前記パケットデータのデコード状況が通知される移動通信シ
ステムに用いる送信電力制御方法であって、
　前記基地局が、前記端末からの前記デコード状況を検出する処理と、その検出結果に応
じて前記デコード情報を伝送するための送信電力を決定する処理とを実行することを特徴
とする送信電力制御方法。
　（付記１０）
　前記基地局が、ＨＳ－ＰＤＳＣＨ（Ｈｉｇｈ Ｓｐｅｅｄ Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｄｏｗｎ
ｌｉｎｋ Ｓｈａｒｄ Ｃｈａｎｎｅｌ）によってＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ Ｓｐｅｅｄ Ｄｏ
ｗｎｌｉｎｋ Ｐａｃｋｅｔ Ａｃｃｅｓｓ）用のパケットデータを、ＨＳ－ＳＣＣＨ（Ｈ
ｉｇｈ Ｓｐｅｅｄ Ｓｈａｒｄ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｃｈａｎｎｅｌ）によって、対で送信さ
れる前記ＨＳ－ＰＤＳＣＨのパケットデータをデコードするためのデコード情報をそれぞ
れ前記端末に伝送し、
　前記端末が、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ（Ｈｉｇｈ Ｓｐｅｅｄ Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ Ｃｈａｎｎｅｌ）によって前記ＨＳ－ＰＤＳＣＨのデコード状況とデータの受信
品質とを前記基地局に通知し、
　前記基地局が、前記ＨＳ－ＤＰＣＣＨから取出したデコード状況に基づいて前記ＨＳ－
ＳＣＣＨの送信電力制御を行うことを特徴とする付記９記載の送信電力制御方法。
　（付記１１）
　前記ＨＳ－ＤＰＣＣＨのサブフレームが、前記デコード状況をＡＣＫ（Ａｃｋｎｏｗｌ
ｅｄｇｅｍｅｎｔ）／ＮＡＣＫ（Ｎｅｇａｔｉｖｅ Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）
／ＤＴＸ（Ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）として通知するＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫ（Ｈｙｂｒｉｄ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｒｅｐｅａｔ ｒｅＱｕｅｓｔ－Ａ
ＣＫ）情報と、データの受信品質を示すＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ Ｑｕａｌｉｔｙ Ｉｎｄ
ｉｃａｔｏｒ）とからなり、
　前記基地局が、前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報に挿入されているＤＴＸを検出した時に、再
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送するパケットデータを送る前記ＨＳ－ＰＤＳＣＨと対になっている前記ＨＳ－ＳＣＣＨ
の送信電力を上げることを特徴とする付記１０記載の送信電力制御方法。
　（付記１２）
　前記基地局が、前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報に挿入されているＡＣＫ／ＮＡＣＫを連続し
て検出した場合に前記ＨＳ－ＳＣＣＨの送信電力を下げ、前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報に挿
入されているＤＴＸを検出した場合に前記ＨＳ－ＳＣＣＨの送信電力を上げること特徴と
する付記１０記載の送信電力制御方法。
　（付記１３）
　基地局から端末にパケットデータが伝送されるとともに、前記基地局から前記端末に前
記パケットデータをデコードするためのデコード情報が伝送され、
　前記端末から前記基地局に前記パケットデータのデコード状況が通知される移動通信シ
ステムにおいて前記基地局が実行するプログラムであって、
　前記基地局の中央処理装置に、前記端末からの前記デコード状況を検出する処理と、そ
の検出結果に応じて前記デコード情報を伝送するための送信電力を決定する処理とを実行
させるためのプログラム。

【図１】 【図２】
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