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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局から無線基地局に対してＥ－ＤＰＤＣＨを送信する移動通信方法であって、
　前記移動局が、第１所定周期で、前記無線基地局から受信した送信電力制御情報に基づ
いて決定された送信電力で、再送制御処理が適用されていないＤＰＣＣＨを送信する工程
Ａと、
　前記移動局が、第２所定周期で、前記ＤＰＣＣＨの送信電力に対して所定のオフセット
を有する送信電力で、制御ヘッダ及びユーザデータによって構成されたＥ-ＤＰＤＣＨを
送信する工程Ｂとを有し、
　前記工程Ｂにおいて、前記移動局が、送信すべきユーザデータがないと判断した場合に
は、前記ユーザデータを含まずに前記制御ヘッダによって構成されるＥ－ＤＰＤＣＨを送
信することを特徴とする移動通信方法。
【請求項２】
　前記無線基地局が、前記ＤＰＣＣＨの受信品質に基づく閉ループ電力制御及び前記Ｅ-
ＤＰＤＣＨの受信品質に基づくアウターループ電力制御によって、前記ＤＰＣＣＨの送信
電力を制御するための送信電力制御情報を生成して、前記移動局に送信する工程と、
　前記移動局が、前記送信電力制御情報に基づいて、前記ＤＰＣＣＨの送信電力を決定す
る工程とを更に有することを特徴とする請求項１に記載の移動通信方法。
【請求項３】
　前記工程Ｂにおいて、前記移動局が、送信すべきユーザデータがないと判断した場合に
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は、前記ユーザデータを含まずに前記制御ヘッダ及び誤り検出符号によって構成されるＥ
－ＤＰＤＣＨを送信することを特徴とする請求項１に記載の移動通信方法。
【請求項４】
　前記Ｅ－ＤＰＤＣＨには、再送制御処理が適用されており、
　前記移動局が、前記ユーザデータを含まずに前記制御ヘッダによって構成されるＥ－Ｄ
ＰＤＣＨを再送しないことを特徴とする請求項１に記載の移動通信方法。
【請求項５】
　無線基地局に対してＥ－ＤＰＤＣＨを送信する移動局であって、
　第１所定周期で、前記無線基地局から受信した送信電力制御情報に基づいて決定された
送信電力で、再送制御処理が適用されていないＤＰＣＣＨを送信するように構成されてい
るＤＰＣＣＨ送信部と、
　第２所定周期で、前記ＤＰＣＣＨの送信電力に対して所定のオフセットを有する送信電
力で、制御ヘッダ及びユーザデータによって構成されたＥ-ＤＰＤＣＨを送信するように
構成されているＥ-ＤＰＤＣＨ送信部とを具備し、
　前記Ｅ-ＤＰＤＣＨ送信部は、送信すべきユーザデータがないと判断した場合には、前
記ユーザデータを含まずに前記制御ヘッダによって構成されるＥ－ＤＰＤＣＨを送信する
ように構成されていることを特徴とする移動局。
【請求項６】
　前記無線基地局から送信された送信電力制御情報に基づいて、前記ＤＰＣＣＨの送信電
力を決定するように構成されている送信電力制御部を更に具備することを特徴とする請求
項４に記載の移動局。
【請求項７】
　前記Ｅ-ＤＰＤＣＨ送信部は、送信すべきユーザデータがないと判断した場合には、前
記ユーザデータを含まずに前記制御ヘッダ及び誤り検出符号によって構成されるＥ－ＤＰ
ＤＣＨを送信することを特徴とする請求項５に記載の移動局。
【請求項８】
　前記Ｅ－ＤＰＤＣＨには、再送制御処理が適用されており、
　前記Ｅ-ＤＰＤＣＨ送信部は、前記ユーザデータを含まずに前記制御ヘッダによって構
成されるＥ－ＤＰＤＣＨを再送しないことを特徴とする請求項５に記載の移動通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動局から無線基地局に対して送信データブロックを送信する移動通信方法
、及び、かかる移動通信方法で用いられる移動局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、３ＧＰＰにおいて、上り無線リンクで「ＥＵＬ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｕｐｌｉｎ
ｋ：上り回線エンハンスメント）」を適用した移動通信システムについて検討されている
。
【０００３】
　図１に示すように、かかる移動通信システムでは、上りリンクにおいて、エンハンスト
個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ：Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐ
ｈｙｓｉｃａｌ　Ｄａｔａ　Ｃｈａｎｎｅｌ）と、エンハンスト個別物理制御チャネル（
Ｅ－ＤＰＣＣＨ：Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）と、個別物理データチャネル（ＤＰＤＣＨ：Ｄｅｄｉｃａｔｅ
ｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄａｔａ　Ｃｈａｎｎｅｌ）と、個別物理制御チャネル（ＤＰＣ
ＣＨ：Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）とが
送信されている。
【０００４】
　ここで、エンハンスト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）には、再送制御処理
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の一種であるハイブリッドＡＲＱ（Ａｕｔｏ　Ｒｅｐｅａｔ　ｒｅＱｕｅｓｔ。以下、Ｈ
ＡＲＱとする。）が適用されている。
【０００５】
　かかる移動通信システムにおいて、移動局ＵＥは、個別物理データチャネル（ＤＰＤＣ
Ｈ）及び個別物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）については、所定周期で、常時、送信する
ように構成されている。
【０００６】
　すなわち、移動局ＵＥは、送信すべき送信データブロックがない場合には、制御ヘッダ
及びＣＲＣ誤り検出符号（例えば、１０、１２、１６、２４ビット等）のみを含む送信フ
ォーマット（送信データブロックサイズは「０」）で、個別物理データチャネル（ＤＰＤ
ＣＨ）を送信するように構成されている。
【０００７】
　一方、移動局ＵＥは、エンハンスト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）及びエ
ンハンスト個別物理制御チャネル（Ｅ－ＤＰＣＣＨ）については、送信すべき送信データ
ブロックがある場合にのみ、間欠的に送信するように構成されている。
【０００８】
　また、無線基地局ＮｏｄｅＢは、移動局ＵＥから常時送信されている個別物理制御チャ
ネル（ＤＰＣＣＨ）の受信電力に基づく閉ループ電力制御によって、かかる個別物理制御
チャネル（ＤＰＣＣＨ）の受信品質が目標ＳＩＲを満たすように、移動局ＵＥにおける個
別物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）の送信電力を制御するための送信電力制御情報（ＴＰ
Ｃコマンド）を決定して移動局ＵＥに通知するように構成されている。
【０００９】
　また、無線基地局ＮｏｄｅＢは、移動局ＵＥから常時送信されている個別物理データチ
ャネル（ＤＰＤＣＨ）の受信電力に基づくアウターループ電力制御によって、上述の個別
物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）の目標ＳＩＲを調整するように構成されている。
【００１０】
　なお、移動局ＵＥは、個別物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）の送信電力に対してＥ－Ｄ
ＰＤＣＨオフセットを有する送信電力でエンハンスト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰ
ＤＣＨ）を送信し、個別物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）の送信電力に対してＥ－ＤＰＣ
ＣＨオフセットを有する送信電力でエンハンスト個別物理制御チャネル（Ｅ－ＤＰＣＣＨ
）を送信し、個別物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）の送信電力に対してＤＰＤＣＨオフセ
ットを有する送信電力で個別物理データチャネル（ＤＰＤＣＨ）を送信するように構成さ
れている。
【００１１】
　しかしながら、上述のような従来の移動通信システムでは、移動局ＵＥが、全ての送信
データブロックをエンハンスト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）を用いて送信
する場合であっても、送信すべき送信データブロックがない場合における通信品質の安定
化のために、無線基地局ＮｏｄｅＢに個別物理データチャネル（ＤＰＤＣＨ）を受信する
ための機能（例えば、個別物理データチャネル（ＤＰＤＣＨ）用逆拡散器等）を設けなけ
ればならず、無駄な装置コストがかかるという問題点があった。
【非特許文献１】立川敬二監修、「Ｗ－ＣＤＭＡ移動通信方式」、丸善株式会社
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＲ２５．８９６　ｖ６．０．０
【発明の開示】
【００１２】
　そこで、本発明は、以上の点に鑑みてなされたもので、上り回線エンハンスメントを適
用している移動通信システムにおいて、通信品質の安定化を図りつつ、装置コストの低減
を図ることができる移動通信方法及び移動局を提供することを目的とする。
【００１３】
　本発明の第１の特徴は、移動局から無線基地局に対して送信データブロックを送信する
移動通信方法であって、前記移動局が、所定周期で、前記無線基地局から受信した送信電
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力制御情報に基づいて決定された送信電力で、再送制御処理が適用されていない個別物理
制御チャネルを送信する工程と、前記移動局が、所定周期で、前記個別物理制御チャネル
の送信電力に対して所定のオフセットを有する送信電力で、再送制御処理が適用されてい
る再送制御適用個別物理データチャネルを送信する工程と、前記移動局が、送信すべき送
信データブロックがない場合には、送信データブロックを含まないように構成されている
前記再送制御適用個別物理データチャネルを送信する工程と、前記無線基地局が、前記個
別物理制御チャネルの受信品質に基づく閉ループ電力制御及び前記再送制御適用個別物理
データチャネルの受信品質に基づくアウターループ電力制御によって、前記個別物理制御
チャネルの送信電力を制御するための送信電力制御情報を生成して、前記移動局に送信す
る工程と、前記移動局が、前記送信電力制御情報に基づいて、前記個別物理制御チャネル
の送信電力を決定する工程とを有することを要旨とする。
【００１４】
　本発明の第１の特徴において、前記送信データブロックが含まれていないように構成さ
れている前記再送制御適用個別物理データチャネルにおいて、制御ヘッダ及び誤り検出符
号が含まれていてもよい。
【００１５】
　本発明の第１の特徴において、前記移動局が、前記送信データブロックが含まれていな
いように構成されている前記再送制御適用個別物理データチャネルを再送しなくてもよい
。
【００１６】
　本発明の第２の特徴は、無線基地局に対して送信データブロックを送信する移動局であ
って、所定周期で、前記無線基地局から受信した送信電力制御情報に基づいて決定された
送信電力で、再送制御処理が適用されていない個別物理制御チャネルを送信するように構
成されている個別物理制御チャネル送信部と、所定周期で、前記個別物理制御チャネルの
送信電力に対して所定のオフセットを有する送信電力で、再送制御処理が適用されている
再送制御適用個別物理データチャネルを送信し、送信すべき送信データブロックがない場
合には、送信データブロックを含まないように構成されている前記再送制御適用個別物理
データチャネルを送信するように構成されている再送制御適用個別物理データチャネル送
信部と、前記無線基地局から送信された送信電力制御情報に基づいて、前記個別物理制御
チャネルの送信電力を決定するように構成されている送信電力制御部とを具備することを
要旨とする。
【００１７】
　本発明の第２の特徴において、前記送信データブロックが含まれていないように構成さ
れている前記再送制御適用個別物理データチャネルにおいて、制御ヘッダ及び誤り検出符
号が含まれていてもよい。
【００１８】
　本発明の第２の特徴において、前記再送制御適用個別物理データチャネル送信部は、前
記送信データブロックが含まれていないように構成されている前記再送制御適用個別物理
データチャネルを再送しないように構成されていてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、従来の移動通信システムにおける無線基地局と移動局との間の上り無線
チャネルの接続形態を示す図である。
【図２】図２は、本発明の一実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図３】図３は、本発明の一実施形態に係る移動通信システムにおける無線基地局と移動
局との間の上り無線チャネルの接続形態を示す図である。
【図４】図４は、本発明の一実施形態に係る移動通信システムの移動局の機能ブロック図
である。
【図５】図５は、本発明の一実施形態に係る移動通信システムの移動局の送信フォーマッ
ト決定部が保持するテーブルの一例を示す図である。
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【図６】図６は、本発明の一実施形態に係る移動通信システムの移動局が送信するエンハ
ンスト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）の送信フォーマットを示す図である。
【図７】図７は、本発明の一実施形態に係る移動通信システムの無線基地局の機能ブロッ
ク図である。
【図８】図８は、本発明の一実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図
である。
【図９】図９は、本発明の一実施形態に係る移動通信システムの無線基地局の閉ループ電
力制御を示すフローチャートである。
【図１０】図１０は、本発明の一実施形態に係る移動通信システムの無線基地局のアウタ
ーループ電力制御を示すフローチャートである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成）
　図２乃至図７を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成につ
いて説明する。図２に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、複数の移動局
ＵＥ＃１乃至＃８と、複数の無線基地局ＮｏｄｅＢ＃１乃至＃５と、無線回線制御局ＲＮ
Ｃとを具備している。
【００２１】
　図３に示すように、本実施形態に係る移動通信システムでは、上りリンクにおいて、エ
ンハンスト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）と、エンハンスト個別物理制御チ
ャネル（Ｅ－ＤＰＣＣＨ）と、個別物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）とが送信されている
。すなわち、本実施形態に係る移動通信システムでは、上りリンクにおいて、個別物理デ
ータチャネル（ＤＰＤＣＨ）が送信されていない。
【００２２】
　ここで、エンハンスト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）には、再送制御処理
の一種であるハイブリッドＡＲＱ（Ａｕｔｏ　Ｒｅｐｅａｔ　ｒｅＱｕｅｓｔ。以下、Ｈ
ＡＲＱとする。）が適用されている。
【００２３】
　すなわち、本実施形態に係る移動通信システムでは、移動局ＵＥが、無線基地局Ｎｏｄ
ｅＢから送信された送達確認信号（Ａｃｋ又はＮａｃｋ）に基づいて、エンハンスト個別
物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）を再送するように構成されている。
【００２４】
　また、本実施形態に係る移動局ＵＥでは、全ての送信データブロックが、エンハンスト
個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）によって送信されるように構成されている。
すなわち、本実施形態に係る移動局ＵＥは、個別物理データチャネル（ＤＰＤＣＨ）を用
いて送信データブロックを送信しないように構成されている。
【００２５】
　図４に示すように、本実施形態に係る移動局ＵＥは、送信データブロック生成部１１と
、送信フォーマット決定部１２と、Ｅ－ＤＰＤＣＨ送信部１３と、Ｅ－ＤＰＣＣＨ送信部
１４と、ＤＰＣＣＨ送信部１５と、送信電力制御部１６とを具備している。
【００２６】
　送信データブロック生成部１１は、移動局ＵＥのユーザからの指示等に基づいて、送信
すべき送信データブロックを生成するように構成されている。
【００２７】
　送信フォーマット決定部１２は、送信データブロック生成部１１によって生成された送
信データブロックを送信するエンハンスト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）の
送信フォーマットを決定するように構成されている。
【００２８】
　送信フォーマット決定部１２は、送信すべき送信データブロックがない場合には、送信
データブロックを含まない送信フォーマット（送信データブロックサイズが「０」）を、
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エンハンスト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）の送信フォーマットとして決定
する。
【００２９】
　かかる送信フォーマットは、制御ヘッダ及び誤り検出符号（例えば、１０、１２、１６
、２４ビットのＣＲＣ誤り検出符号等）のみによって構成されている。また、かかる送信
フォーマットでは、再送回数が「０」と設定されている。なお、かかる送信フォーマット
において、制御ヘッダが含まれないように構成されていてもよい。
【００３０】
　例えば、送信フォーマット決定部１２は、図５に示すようなテーブルを用いて、送信デ
ータブロックを送信するエンハンスト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）の送信
フォーマットを決定する。
【００３１】
　ここで、送信フォーマット決定部１２は、送信すべき送信データブロックがない場合に
は、送信データブロックサイズは「０」として、送信データブロックを送信するエンハン
スト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）の送信フォーマットを決定する。
【００３２】
　なお、送信フォーマット決定部１２は、上り回線エンハンストによる伝送速度制御処理
に基づいて、送信データブロックサイズを決定するように構成されている。
【００３３】
　Ｅ－ＤＰＤＣＨ送信部１３は、無線基地局ＮｏｄｅＢに対して、送信フォーマット決定
部１２によって決定された送信フォーマットで、エンハンスト個別物理データチャネル（
Ｅ－ＤＰＤＣＨ）を送信するように構成されている。なお、エンハンスト個別物理データ
チャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）は、ＨＡＲＱ等の再送制御処理が適用されている再送制御適
用個別物理データチャネルである。
【００３４】
　また、Ｅ－ＤＰＤＣＨ送信部１３は、所定周期で、常時、エンハンスト個別物理データ
チャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）を送信するように構成されている。
【００３５】
　また、Ｅ－ＤＰＤＣＨ送信部１３は、送信データブロックが含まれていないように構成
されているエンハンスト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）、すなわち、再送回
数が「０」と設定されている送信フォーマットのエンハンスト個別物理データチャネル（
Ｅ－ＤＰＤＣＨ）を再送しないように構成されている。
【００３６】
　また、Ｅ－ＤＰＤＣＨ送信部１３は、個別物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）の送信電力
に対してＥ－ＤＰＤＣＨオフセットを有する送信電力で、エンハンスト個別物理データチ
ャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）を送信するように構成されている。
【００３７】
　Ｅ－ＤＰＣＣＨ送信部１４は、無線基地局ＮｏｄｅＢに対して、送信フォーマット決定
部１２によって決定された送信フォーマットを特定するための送信フォーマット番号やエ
ンハンスト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）の再送回数等を含むエンハンスト
個別物理制御チャネル（Ｅ－ＤＰＣＣＨ）を送信するように構成されている。
【００３８】
　また、Ｅ－ＤＰＣＣＨ送信部１４は、所定周期で、常時、エンハンスト個別物理制御チ
ャネル（Ｅ－ＤＰＣＣＨ）を送信するように構成されている。
【００３９】
　また、Ｅ－ＤＰＣＣＨ送信部１４は、個別物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）の送信電力
に対してＥ－ＤＰＣＣＨオフセットを有する送信電力で、エンハンスト個別物理制御チャ
ネル（Ｅ－ＤＰＣＣＨ）を送信するように構成されている。
【００４０】
　ここで、図６を参照し、Ｅ－ＤＰＤＣＨ送信部１３がエンハンスト個別物理データチャ
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ネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）を送信する際の送信フォーマットと、Ｅ－ＤＰＣＣＨ送信部１４
がエンハンスト個別物理制御チャネル（Ｅ－ＤＰＣＣＨ）際の送信フォーマットとについ
て例示する。
【００４１】
　図６に示すように、エンハンスト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）やエンハ
ンスト個別物理制御チャネル（Ｅ－ＤＰＣＣＨ）は、所定周期（例えばＴＴＩ：Ｔｒａｎ
ｓｍｉｔ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）で送信される。
【００４２】
　例えば、送信すべき送信データブロックがある場合（図６におけるＴＴＩ＃ｉの場合）
、エンハンスト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）は、制御ヘッダと、送信デー
タブロックと、誤り検出符号（例えば、ＣＲＣ検出符号）とから構成されている。制御ヘ
ッダには、送信データブロックサイズ（例えば、「３００」）が設定されている。
【００４３】
　また、エンハンスト個別物理制御チャネル（Ｅ－ＤＰＣＣＨ）には、送信フォーマット
決定部１２によって決定された送信フォーマット番号（例えば、「３」）と、Ｅ－ＤＰＤ
ＣＨの再送回数（例えば、「３」）とが設定されている。
【００４４】
　一方、送信すべき送信データブロックがない場合、（図６におけるＴＴＩ＃ｎの場合）
、エンハンスト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）は、制御ヘッダと、誤り検出
符号（例えば、ＣＲＣ検出符号）のみから構成されている。制御ヘッダには、送信データ
ブロックがないため、送信データブロックサイズ「０」が設定されている。かかる場合、
制御ヘッダは付加されていなくてもよい。
【００４５】
　また、エンハンスト個別物理制御チャネル（Ｅ－ＤＰＣＣＨ）には、送信フォーマット
決定部１２によって決定された送信フォーマット番号「０」と、Ｅ－ＤＰＤＣＨの再送回
数「０」とが設定されている。
【００４６】
　ＤＰＣＣＨ送受信部１５は、無線基地局ＮｏｄｅＢとの間で、所定周期で、常時、個別
物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）の送受信を行うように構成されている。なお、個別物理
制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）には、ＨＡＲＱ等の再送制御処理が適用されていない。
【００４７】
　なお、個別物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）は、ＲＡＫＥ合成やＳＩＲ測定等に用いら
れるパイロットシンボルや、上りリンクにおける個別物理データチャネル（ＤＰＤＣＨ）
の送信フォーマットを識別するためのＴＦＣＩ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｃ
ｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）や、下りリンクにおける送信電力制御情報
（ＴＰＣコマンド）等を送信する。
【００４８】
　また、個別物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）は、無線基地局ＮｏｄｅＢから送信された
上りリンクにおける送信電力制御情報（ＴＰＣコマンド）を受信する。
【００４９】
　ＤＰＣＣＨ送受信部１５は、所定周期で、無線基地局ＮｏｄｅＢから受信した送信電力
制御情報（ＴＰＣコマンド）に基づいて決定された送信電力で、個別物理制御チャネル（
ＤＰＣＣＨ）を送信するように構成されている。
【００５０】
　送信電力制御部１６は、無線基地局ＮｏｄｅＢから送信された送信電力制御情報（ＴＰ
Ｃコマンド）に基づいて、個別物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）の送信電力を決定するよ
うに構成されている。
【００５１】
　また、送信電力制御部１６は、上述のＥ－ＤＰＤＣＨオフセットやＥ－ＤＰＣＣＨオフ
セットに基づいて、エンハンスト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）やエンハン
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スト個別物理制御チャネル（Ｅ－ＤＰＣＣＨ）の送信電力を制御するように構成されてい
る。
【００５２】
　図７に示すように、本実施形態に係る無線基地局ＮｏｄｅＢは、Ｅ－ＤＰＤＣＨ受信部
３１と、Ｅ－ＤＰＣＣＨ受信部３２と、再送制御部３３と、無線回線制御局インターフェ
ース３４と、ＤＰＣＣＨ送受信部３５と、目標ＳＩＲ設定部３６と、目標ＳＩＲ調整部３
７と、送信電力制御コマンド生成部３８とを具備している。
【００５３】
　Ｅ－ＤＰＤＣＨ受信部３１は、移動局ＵＥから常時送信されているエンハンスト個別物
理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）について受信処理（ＲＡＫＥ合成や逆拡散処理等）
を行うように構成されている。
【００５４】
　Ｅ－ＤＰＣＣＨ受信部３２は、移動局ＵＥから常時送信されているエンハンスト個別物
理制御チャネル（Ｅ－ＤＰＣＣＨ）について受信処理（ＲＡＫＥ合成や逆拡散処理等）を
行うように構成されている。
【００５５】
　再送制御部３３は、Ｅ－ＤＰＤＣＨ受信部３１におけるエンハンスト個別物理データチ
ャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）について受信処理結果（ＯＫ／ＮＧ）及びＥ－ＤＰＣＣＨ受信
部３２によって取得された再送回数等に基づいて、エンハンスト個別物理データチャネル
（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）についての再送制御処理（例えば、ＨＡＲＱ）を行うように構成され
ている。
【００５６】
　再送制御部３３は、エンハンスト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）について
受信処理結果がＯＫである場合、ＤＰＣＣＨ送受信部３５を介して移動局ＵＥに送達確認
信号（ＡＣＫ）を送信すると共に、無線回線制御局インターフェース３４を介してエンハ
ンスト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）に含まれる送信データブロックを無線
回線制御局ＲＮＣに送信する。
【００５７】
　再送制御部３３は、エンハンスト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）について
受信処理結果がＮＧである場合、ＤＰＣＣＨ送受信部３５を介して移動局ＵＥに送達確認
信号（ＮＡＣＫ）を送信する。
【００５８】
　無線回線制御局インターフェース３４は、無線回線制御局ＲＮＣとの間のインターフェ
ース機能を果たすように構成されている。
【００５９】
　ＤＰＣＣＨ送受信部３５は、再送制御部３３からの送達確認信号（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）
や送信電力制御コマンド生成部からのＴＰＣコマンド（送信電力制御情報）やパイロット
シンボル等を含む個別物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）を、移動局ＵＥに対して送信する
ように構成されている。
【００６０】
　目標ＳＩＲ設定部３６は、移動局ＵＥから常時送信されている個別物理制御チャネル（
ＤＰＣＣＨ）の受信品質（受信電力）に基づく閉ループ電力制御によって、移動局ＵＥか
らの個別物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）の送信電力を制御するように構成されている。
【００６１】
　具体的には、目標ＳＩＲ設定部３６は、ＤＰＣＣＨ送受信部３５が受信した個別物理制
御チャネル（ＤＰＣＣＨ）のＳＩＲ（Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　
Ｒａｔｉｏ）を測定し、測定したＳＩＲと目標ＳＩＲとを比較するように構成されている
。
【００６２】
　目標ＳＩＲ調整部３７は、エンハンスト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）の
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受信品質（受信電力）に基づくアウターループ電力制御によって、個別物理制御チャネル
（ＤＰＣＣＨ）の目標ＳＩＲを調整するように構成されている。
【００６３】
　送信電力制御コマンド生成部３８は、目標ＳＩＲ調整部３７によって設定された個別物
理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）の目標ＳＩＲを満たすように、移動局ＵＥにおける個別物
理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）の送信電力を制御するための送信電力制御情報（ＴＰＣコ
マンド）を生成するように構成されている。
【００６４】
　具体的には、送信電力制御コマンド生成部３８は、目標ＳＩＲ設定部３６における、測
定したＳＩＲと目標ＳＩＲの比較結果に基づいて、移動局ＵＥにおける個別物理制御チャ
ネル（ＤＰＣＣＨ）の送信電力のｕｐ又はｄｏｗｎを指示する送信電力制御情報（ＴＰＣ
コマンド）を生成するように構成されている。
【００６５】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作）
　図８を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作について説明
する。
【００６６】
　ステップＳ１００１において、移動局ＵＥは、送信データブロック＃１を含むエンハン
スト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）及びエンハンスト個別物理制御チャネル
（Ｅ－ＤＰＣＣＨ）を送信する。
【００６７】
　無線基地局ＮｏｄｅＢは、ステップＳ１００２において、送信データブロック＃１を含
むエンハンスト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）の受信処理に失敗すると、ス
テップＳ１００３において、移動局ＵＥに対して、その旨を示す送達確認信号（ＮＡＣＫ
）を送信する。
【００６８】
　その後、移動局ＵＥは、送信データブロック＃１の送信データブロックサイズに基づい
て設定されている最大再送回数だけ、送信データブロック＃１を含むエンハンスト個別物
理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）及びエンハンスト個別物理制御チャネル（Ｅ－ＤＰ
ＣＣＨ）を再送する（ステップＳ１１０１乃至Ｓ１１０３参照）。
【００６９】
　ステップＳ１１０４において、移動局ＵＥは、最大再送回数だけ、送信データブロック
＃１を含むエンハンスト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）及びエンハンスト個
別物理制御チャネル（Ｅ－ＤＰＣＣＨ）を再送したと判断して、再送処理を終了する。
【００７０】
　また、ステップＳ１２０１において、移動局ＵＥは、送信データブロックを含まない送
信フォーマットのエンハンスト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）及びエンハン
スト個別物理制御チャネル（Ｅ－ＤＰＣＣＨ）を送信する。
【００７１】
　無線基地局ＮｏｄｅＢは、ステップＳ１２０２において、送信データブロックを含まな
い送信フォーマットのエンハンスト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）の受信処
理に失敗すると、ステップＳ１２０３において、移動局ＵＥに対して、その旨を示す送達
確認信号（ＮＡＣＫ）を送信する。
【００７２】
　ステップＳ１２０４において、移動局ＵＥは、送信データブロックを含まない送信フォ
ーマットにおいて再送回数が「０」と設定されているため、当該エンハンスト個別物理デ
ータチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）及びエンハンスト個別物理制御チャネル（Ｅ－ＤＰＣＣ
Ｈ）について再送しない。
【００７３】
　次に、図９を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムを構成する基
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地局ＮｏｄｅＢが閉ループ電力制御を行う動作について説明する。
【００７４】
　図９に示すように、ステップＳ１３０１において、基地局ＮｏｄｅＢが移動局ＵＥから
の個別物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）を受信した場合、本動作は、ステップＳ１３０２
に進む。
【００７５】
　ステップＳ１３０２において、基地局ＮｏｄｅＢは、ステップＳ１３０１において受信
した個別物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）の受信品質（ＳＩＲ）を測定する。
【００７６】
　ステップＳ１３０３において、基地局ＮｏｄｅＢは、ステップＳ１３０２において測定
されたＳＩＲが、目標ＳＩＲより大きいか否かを判定する。
【００７７】
　測定されたＳＩＲが目標ＳＩＲより大きい場合、ステップＳ１３０４において、基地局
ＮｏｄｅＢは、移動局ＵＥが個別物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）を送信する際の送信電
力を下げることを指示する送信電力制御情報（ｄｏｗｎ）を生成する。
【００７８】
　測定されたＳＩＲが目標ＳＩＲ以下である場合、ステップＳ１３０５において、基地局
ＮｏｄｅＢは、移動局ＵＥが個別物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）を送信する際の送信電
力を上げることを指示する送信電力制御情報（ｕｐ）を生成する。
【００７９】
　ステップＳ１３０６において、基地局ＮｏｄｅＢは、生成した送信電力制御情報（ｄｏ
ｗｎ又はｕｐ）をＴＰＣコマンドとして移動局ＵＥに送信する。
【００８０】
　次に、図１０を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムを構成する
基地局ＮｏｄｅＢがアウターループ電力制御を行う動作について説明する。
【００８１】
　図１０に示すように、ステップＳ１４０１において、基地局ＮｏｄｅＢが移動局ＵＥか
らのエンハンスト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）を受信した場合、本動作は
、ステップＳ１４０２に進む。
【００８２】
　ステップＳ１４０２において、基地局ＮｏｄｅＢは、ステップＳ１４０１において受信
したエンハンスト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）の受信品質を測定する。こ
こで、エンハンスト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）の受信品質は、誤り検出
符号（例えば、ＣＲＣ検出符号）によって検出される誤り率等に基づいて測定されるもの
である。
【００８３】
　ステップＳ１４０３において、基地局ＮｏｄｅＢは、ステップＳ１４０２において測定
された受信品質に基づいて、目標ＳＩＲの調整が必要であるか否かを判断する。
【００８４】
　ステップＳ１４０４において、目標ＳＩＲの調整が必要である場合、基地局ＮｏｄｅＢ
は、目標ＳＩＲを調整する。
【００８５】
　例えば、ステップＳ１４０２において測定された受信品質が所定の品質を満たしていな
い場合、基地局ＮｏｄｅＢは、目標ＳＩＲを高くする。目標ＳＩＲを高くすると、上述の
閉ループ制御によって、移動局ＵＥからの送信電力を上げる送信電力生成情報（ｕｐ）が
生成されるため、基地局ＮｏｄｅＢにおける受信品質が改善され、通信品質が安定する。
【００８６】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの作用・効果）
　本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、上り回線エンハンスメント
を適用している移動通信システムにおいて、エンハンスト個別物理データチャネル（Ｅ－
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ＤＰＤＣＨ）が、全ての送信データブロックを送信すると共に、送信すべき送信データブ
ロックがない場合でも、制御ヘッダ及び誤り検出符号のみから構成される送信フォーマッ
トで送信されるため、通信品質の安定化を図りつつ、装置コストの低減を図ることができ
る。
【００８７】
　本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、移動局ＵＥが、送信データ
ブロックの有無に係らず、エンハンスト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）を所
定周期で常時送信するため、移動局ＵＥからの送信データブロックがない場合であっても
、無線基地局ＮｏｄｅＢは、個別物理データチャネル（ＤＰＤＣＨ）を用いずにエンハン
スト個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）によって通信品質の安定化を図ることが
でき、個別物理データチャネル（ＤＰＤＣＨ）受信のための装置コストの低減を図ること
ができる。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】



(13) JP 4505467 B2 2010.7.21

【図８】 【図９】

【図１０】



(14) JP 4505467 B2 2010.7.21

10

フロントページの続き

(72)発明者  ウメシュ　アニール
            東京都千代田区永田町二丁目１１番１号山王パークタワー　株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ　
            知的財産部内
(72)発明者  中村　武宏
            東京都千代田区永田町二丁目１１番１号山王パークタワー　株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ　
            知的財産部内

    審査官  佐藤　聡史

(56)参考文献  3GPP Organizational Partners，3rd Generation Partnership Project;Technical Specificati
              on Group Radio Access Network;Physical layer procedures (FDD)(Release 1999)，２００３
              年　３月，3GPP TS 25.214 V3.12.0，p.12-p.20
              Siemens ，Text Proposal for Support of Hybrid ARQ Type II/III in the Physical Layer，T
              SG-RAN Working Group 1 meeting #4，3GPP，１９９９年　４月１９日，TSGR#4(99)356，p.1-7

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04W   4/00- 99/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

