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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信器と受信器との間において情報をフレーム構造及びタイムスロット構造に挿入して
送信し、該受信器により無線システムの伝送チャネルを介して受信された送信器の受信信
号を評価し、これに依存して各タイムスロットにて電力調整情報を生成して送信器に送信
し、該送信器において送信電力を該電力調整情報に依存して調整する、無線システムにお
ける送信電力の制御方法において、
　該受信器から、連続する第１及び第２のタイムスロットにおいて同一の電力調整情報を
該送信器に伝送し、
　前記受信器では前記第２のタイムスロットでは前記送信器の前記受信信号を再評価せず
、前記第１のタイムスロットの電力調整情報と同じ値を前記第２のタイムスロットの電力
調整情報として送信し、前記送信器では前記第２のタイムスロットの前記電力調整情報と
受信した前記第１のタイムスロットの前記電力調整情報とを組み合わせて求まる電力変更
値に基づいて前記送信電力を変更することを特徴とする、無線システムにおける送信電力
の制御方法。
【請求項２】
　所定のフレームにおいて上記情報を圧縮した形で伝送し、このフレーム内には情報を有
していない部分が存在する請求項１記載の方法において、 該受信器により、フレームの
情報を有していない部分の後で、連続する複数のタイムスロットにおいて同一の電力調整
情報を送信器に伝送することを特徴とする、請求項１に記載の制御方法。
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【請求項３】
　上記受信器により、情報を有していない部分の後で、２つの連続するタイムスロットに
おいて同一の電力調整情報を送信器に伝送することを特徴とする、請求項２に記載の制御
方法。
【請求項４】
　上記送信器において上記送信電力を、情報を有していない部分の後の第１のタイムスロ
ットにおいて受信された電力調整情報と情報を有していない部分の後の第２のタイムスロ
ットにおいて受信された電力調整情報とを組み合わせて求まる電力変更値に基づいて調整
する、請求項３に記載の制御方法。
【請求項５】
　情報を有していない部分の後の第１及び第２のタイムスロットにおける同一の電力調整
情報の伝送後に初めて、上記受信器によって受信された送信器の信号を再評価し、これに
基づいて新しい電力調整情報を生成し、次のタイムスロットにおいて送信器に送信する、
請求項３又は４に記載の制御方法。
【請求項６】
　送信器において、情報を有していない部分の後の第１のタイムスロットにおいて伝送さ
れた電力調整情報の受信後に、送信電力をある固定値（ΔＰｎ）だけ変更し、情報を有し
ていない部分後の第２のタイムスロットにおいて伝送された電力調整情報の受信後、情報
を有していない部分の後の第１のタイムスロットにおいて伝送された電力調整情報と第２
のタイムスロットにおいて伝送された電力調整情報とを組み合わせて電力変更値（ΔＰｎ
＋１）を求め、該送信器において、この電力変更値（ΔＰｎ＋１）に応じて第１の変更前
に調整された送信電力（Ｐｎ－１）に対して送信電力を変更する、請求項３～５のいずれ
か１項に記載の制御方法。
【請求項７】
　上記固定値（ΔＰｎ）は、０の値に相当する、請求項６に記載の制御方法。
【請求項８】
　上記受信器において上記電力調整情報は、受信信号の所定の評価されたパラメータの相
応する基準値からの偏差に基づいてアナログ方式で生成する、請求項１～７のいずれか１
項に記載の制御方法。
【請求項９】
　情報を有していない部分には直接続かない、連続する複数のタイムスロットにおいても
、同一の電力調整情報を送信器に伝送し、該送信器において送信電力を、情報を有してい
ない部分には直接続かない第１のタイムスロットにおいて伝送された電力調整情報と第２
のタイムスロットにおいて伝送された電力調整情報とを組み合わせて求まる電力変更値に
基づいて調整する請求項２～８のいずれか１項に記載の制御方法。
【請求項１０】
　情報を有していない部分の後、連続するタイムスロットにおいて同一の電力調整情報を
複数回送信器に伝送し、この反復回数は毎回異なる、請求項２～９のいずれか１項に記載
の制御方法。
【請求項１１】
　上記方法は、移動無線システムにおけるソフトハンドオーバーの間に利用される、請求
項１～１０のいずれか１項に記載の制御方法。
【請求項１２】
　送信器と、上記無線システムの伝送チャネルを介して伝送された該送信器の信号を受信
するための、また、該受信信号を評価し、これに依存して電力調整情報を生成し、送信器
に送信するための受信器とを有し、該送信器は、送信電力を該受信器の電力調整情報に依
存して調整するように構成されており、該送信器と該受信器との間において情報をフレー
ム構造及びタイムスロット構造に挿入して伝送する無線システムにおいて、該受信器は、
連続する第１及び第２のタイムスロットにおいて同一の電力調整情報を送信器に伝送し、
　前記受信器では前記第２のタイムスロットでは前記送信器の前記受信信号を再評価せず
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、前記第１のタイムスロットの電力調整情報と同じ値を前記第２のタイムスロットの電力
調整情報として送信し、前記送信器では前記第２のタイムスロットの前記電力調整情報と
受信した前記第１のタイムスロットの前記電力調整情報とを組み合わせて求まる電力変更
値に基づいて前記送信電力を変更することを特徴とする、無線システム。
【請求項１３】
　所定のフレームにおいて情報を圧縮した形で伝送し、このフレーム内に情報を有してい
ない部分が存在する請求項１２に記載の無線システムにおいて、上記受信器が、フレーム
の情報を有していない部分の後、連続する複数のタイムスロットにおいて同一の電力調整
情報を送信器に伝送するように構成されている、請求項１２に記載の無線システム。
【請求項１４】
　上記受信器が、情報を有していない部分の後、連続する２つのタイムスロットにおいて
同一の電力調整情報を送信器に伝送するように構成されている、請求項１３に記載の無線
システム。
【請求項１５】
　上記送信器は送信電力を、情報を有していない部分の後の第１のタイムスロットにおい
て受信される電力調整情報と、情報を有していない部分の後の第２のタイムスロットにお
いて受信される調整情報とを組み合わせて求まる電力変更値に基づいて変更するように構
成されている、請求項１４に記載の無線システム。
【請求項１６】
　上記受信器は、同一の電力調整情報の伝送後、情報を有していない部分の後の第１及び
第２のタイムスロットにおいて受信器により受信された送信機の信号を再評価し、これに
基づいて新しい電力調整情報を生成し、次のタイムスロットにおいて送信器に送信するよ
うに構成されている、請求項１４又は１５に記載の無線システム。
【請求項１７】
　上記送信器は送信電力を、情報を有していない部分の後の第１のタイムスロットにおい
て伝送された電力調整情報の受信後に、固定値（ΔＰｎ）だけ変更し、情報を有していな
い部分の後の第２のタイムスロットの間受信された電力調整情報の受信後、情報を有して
いない部分の後の第１のタイムスロットの間受信された電力調整情報と第２のタイムスロ
ットの間受信された電力調整情報とを組み合わせて電力変更値（ΔＰｎ＋１）を求め、送
信電力を送信器においてこの電力変更値（ΔＰｎ＋１）に応じて変更するように構成され
ている、請求項１３～１６のいずれか１項に記載の無線システム。
【請求項１８】
　上記固定値（ΔＰｎ）が０の値に相当し、上記送信器が情報を有していない部分の後の
第１のタイムスロットにおいて伝送された伝送調整情報の受信後、該送信電力を、情報を
有していない部分の後の第２のタイムスロットにおいて伝送された伝送調整情報を受信す
るまで一定に保つ、請求項１７に記載の無線システム。
【請求項１９】
　上記受信器は、上記電力調整情報を受信信号の所定の評価されたパラメータの相応する
基準値からの偏差に基づいてアナログ方式で生成するように構成されている、請求項１２
～１８のいずれか１項に記載の無線システム。
【請求項２０】
　上記受信器は、情報を有していない部分に直接続かない複数の連続するタイムスロット
においても、同一の電力調整情報を送信器に伝送するように構成されており、上記送信器
は、情報を有していない部分に直接続かない第１のタイムスロットにおいて伝送された電
力調整情報と第２のタイムスロットにおいて伝送された電力調整情報とを組み合わせて求
まる電力変更値に基づいて上記送信電力を調整するように構成されている、請求項１３～
１９のいずれか１項に記載の無線システム。
【請求項２１】
　上記無線システムはＣＤＭＡ移動無線システムである、請求項１２～２０のいずれか１
項に記載の無線システム。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、請求項１の上位概念に記載の無線システムにおける送信電力制御方法と、請求
項１２の上位概念に記載の対応する無線システム、特に対応する移動無線システムに関す
るものである。
【０００２】
送信電力の制御は、移動無線システムにおいて、各コネクション間で起こり得る干渉を阻
止してこれらのコネクションの容量や質を改善し、平均送信電力を減少させ、できる限り
要求に合わせ、伝送チャネルの損失を少なくとも部分的に補償できるようにするための重
要な電力要件である。
【０００３】
この目的のため、移動無線システムにおいては、送信器により伝送された信号を受信側で
評価し、それに依存して電力制御情報を形成し、送信器に伝送することができる。この送
信器はその後この電力制御情報又は電力調整情報に応じて送信電力を調整する。
【０００４】
この時この電力調整情報の伝送は、本来の通信情報の伝送と類似して、各移動無線システ
ムに依存し、所定のフレーム構造及びタイムスロット構造に挿入して行われる。即ち、こ
れらの情報は連続して伝送される複数の、所定数のタイムスロットを有するフレームにお
いて送信される。公知の移動無線システムに関しては、移動無線システムの送信器を「ス
ロットモード（Slotted Mode）」又は「圧縮モード（Compressed Mode）」と称するモー
ドで作動させることが提案されており、この場合伝送される情報は所定のフレーム内で圧
縮された形で受信器に伝送されるので、相応するフレームにおいて「空スロット（Idle S
lot）」と称される情報ビットの一部分を空けておくことができる。続いてこの部分は、
例えば種々の移動無線システム間のハンドオーバーの準備のためなどの中間周波数測定に
使用することができる。この圧縮のため、これらの情報は短縮した時間間隔で伝送しなけ
ればならない。
【０００５】
この圧縮の原理を図４に概略的に示す。ここでは連続して伝送される複数のフレーム３が
図示されており、これらはそれぞれ、例えば１０ｍｓの同一のフレーム継続時間を有して
いる。図４に示した第２のフレーム３に関しては「スロットモード」が適用される。即ち
、このフレームにおいてはこれらの情報が圧縮された形で伝送されるので、情報を伝送し
ない「空スロット」９が生じる。同様に図４に示すように、この「スロットモード」にお
いて動作するフレーム３において送信電力を増大させることができるので、この「スロッ
トモード」により損傷のない伝送品質を得ることができる。
【０００６】
しかしこの「スロットモード」により、迅速な電力制御の方式は中断される。現代の移動
無線システムでは、各タイムスロットにおいて送信器用の電力調整情報が生成されるので
、送信電力を比較的迅速に整合させることができる。しかし先に記載した「空スロット」
の間は、このような電力調整情報を伝送することができない。これにより一方では電力調
整情報のビットの誤り率が上昇し、他方では送信電力の現在値が目標値から大きく外れる
ことが予想される。
【０００７】
この「スロットモード」に関する問題を解消するために、例えば電力制御のためにいわゆ
るパイロットビットのエネルギーをこの「スロットモード」に従って一時的に高めること
により、通常は所定の符号を有する相応するビットのみで形成される電力調整情報の正し
い復号が可能となる。これらのパイロットビットは、いわゆるトレーニングシーケンスの
間のチャネルインパルス応答の評価に用いられ、公知のビットパターンに相当する。しか
しこの文献に記載された「スロットモード」における電力制御の動作方法は、かなり複雑
である。
【０００８】
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従って本発明の課題は、無線システムにおける送信電力の改良された制御方法と、これに
対応する無線システムを提供することであり、これにより特に先に記載した「スロットモ
ード」又は「圧縮モード」においても送信電力の信頼性の高い制御が可能となる。
【０００９】
本発明によればこの課題は、請求項１の構成を有する方法若しくは請求項１２の構成を有
する無線システムにより解決される。従属請求項はそれぞれ本発明の有利な実施形態を定
義している。
【００１０】
本発明によれば、連続するタイムスロットにおいて同じ電力調整情報が伝送されるので、
送信電力の調整のためにこれらのタイムスロットの間に受信された電力調整情報を組み合
わせながら評価することにより、送信器において送信電力をより高い信頼性をもって制御
することができる。
【００１１】
　本発明は特にいわゆる「スロットモード」における適用に適しており、その際「空スロ
ット」、即ちフレームの情報が伝送されることのない部分の後に、複数回同じ送信調整情
報が伝送される。「空スロット」、即ち情報を有していない部分の後に、連続するタイム
スロットにおいて同一の電力調整情報を送信器に伝送する反復回数は毎回異なってもよい
。しかし本発明は、この「スロットモード」における適用に制限されることはない。即ち
、本発明は基本的に「空スロット」に後続しないタイムスロットにも適用でき、この場合
も信頼性の高い電力制御が可能となる。このアプローチは、各伝送チャネルの伝送条件が
すぐに変化しない場合（例えば移動局の移動速度が遅い場合など）に、特に重要である。
【００１２】
特に提案されるのは、「空スロット」の後で例えば受信信号の信号雑音比を評価し、これ
に依存して相応する電力調整情報を生成し、これを次の両方の、この「空スロット」に直
接続くタイムスロットにおいて送信器に伝送することである。するとこの送信器はこれら
の両方のタイムスロットにおいて受信された電力調整情報を評価し、この送信電力を両方
の電力調整情報を考慮して調整するので、場合によっては第１の電力調整情報に基づいて
行われた送信電力の調整をさらに修正することができる。
【００１３】
この本発明の基礎となる原理は、上り方向においても、即ちある移動局からある基地局へ
の通信情報の伝送にとっても、下り方向、即ちその反対の方向においても、又これらの両
方の方向に対しても同時に適用することができる。
【００１４】
この「空スロット」に直接続く第１のタイムスロットの電力調整情報を受信した後、この
送信電力を差し当たり一定に保つことができるため、変更は第２のタイムスロットの電力
調整情報を得た後に初めて行われる。
【００１５】
通常この各タイムスロットにおいて伝送された電力調整情報は１ビットだけを含んでおり
、その送信電力を変更するためのステップ幅は、ディジタル符号化される。しかしその代
わりにこのステップ幅はアナログ符号化することもできる。即ちこの時このステップ幅は
、例えば直接アナログ方式で、受信器にて測定された受信信号レベルの所定の基準値に対
する偏差に依存する。
【００１６】
本発明は所定のタイムスロットフォーマットの変更を必要としない。連続して伝送される
電力調整情報の組み合わせにより、使用できるビット信号雑音比（Ｅｂ／Ｎ０）の改良が
可能となる。この上昇したビット信号雑音比により、高いビット誤り率により送信電力を
頻繁に誤った方向へ変更する危険なく、電力制御の際のより大きなステップ幅を実現する
ことができる。
【００１７】
本発明は、様々な種類の無線システムに適用することができるが、本発明は特に符号分割
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多重接続方法（Code Division Multiple Access, CDMA）を用いた移動無線システムにと
って重要である。
【００１８】
以下図面に従って、本発明を有利な実施例に基づき詳細に記載する。
【００１９】
図１は、有利な一実施例に基づく本発明の基礎となる原理を説明するための図である。
【００２０】
図２は、移動無線システムにおける情報伝送を説明するための一般的かつ概略的な図であ
る。
【００２１】
図３は、現在のＵＭＴＳ標準によるいわゆる下り方向コネクションのフレーム構造及びタ
イムスロット構造を示す図である。
【００２２】
図４は、いわゆる「スロットモード」におけるフレーム構造を説明する図である。
【００２３】
まず最初に、図２に基づき電力制御の原理を詳細に説明する。図２にはある移動無線シス
テムの基地局１と移動局２との間の通信が記載されている。基地局１から移動部２へのコ
ネクションは、下り方向又は順方向と称し、移動部２から基地局１へのコネクションは上
り方向又は逆方向と称する。この下り方向の電力制御のために、移動局２においては各受
信信号が評価され、それに依存して電力調整情報又は電力制御情報が生成され、基地局１
に返送されるので、この基地局１は送信電力を相応して調整することができる。上り方向
の制御に対しては、基地局１において受信信号が評価され、ここで電力制御情報が生成さ
れ、移動局２は電力整合の指示を受ける。
【００２４】
ここでこの電力制御情報の伝送は、各移動無線システムに依存して所定のフレーム構造に
挿入して行う。
【００２５】
図３には、例として符号分割多重接続方法（CDMA, Code Division Multiple Access）に
従い作動する移動無線システムの下り方向コネクションのフレーム構造およびタイムスロ
ット構造を示す。図３に示したフレーム構造及びタイムスロット構造は、特に現在のＵＭ
ＴＳ標準による、ＤＰＣＨ（Dedicated Physical Channel）とも称されるＵＭＴＳ移動無
線チャネル（Universal Mobile Telecommunication System）に相当する。ＵＭＴＳとは
、世界的な移動無線標準を目標とする第３世代の移動無線システムの名称である。このＵ
ＭＴＳ移動無線標準に従い、多重接続方法としていわゆるＷＣＤＭＡ方式（Wideband Cod
e Division Multiple Access）が設けられている。
【００２６】
図３に示した７２０ｍｓの継続時間を有するフレーム構造は、例えば１０ｍｓのフレーム
継続時間を有する７２個の同一に構成されたフレーム３を有している。この時各フレーム
は０．６２５ｍｓのタイムスロット継続時間を有する各１６個のタイムスロット４を有し
ている。１つのフレーム３が１５個の相応するより長いタイムスロット４を有するように
選択することもできるが、以下では前者の例に基づき記載する。各タイムスロット４は、
論理制御チャネル（DPCCH, Dedicated Physical Control Channel）と論理データチャネ
ル（DPDCH, Dedicated Physical Data Channel）に分割された情報を包含する。ＤＰＣＣ
Ｈ部は、パイロットビット列５と、いわゆるＴＰＣ情報（Transmitter Power Control）
６と、ＴＦＩ情報（Transmitter Format Identifier）７を包含している。ＤＰＤＣＨ部
は、利用データビット８を包含している。
【００２７】
このパイロットビット列５は、いわゆるトレーニングシーケンスにおけるチャネルインパ
ルス応答の評価に使用され、公知のビットパターンに相当する。この受信信号を公知のパ
イロットビット列と比較することにより、受信器は移動無線チャネルのチャネルインパル
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ス応答を測定若しくは評価することができる。
【００２８】
ＴＦＩ情報７は、各受信器のフォーマット識別に用いられる。このＴＦＩビットは最近の
ＷＣＤＭＡ標準に従ってある固有の符号化方法を用いて保護され、インターリーブにより
フレーム全体にわたり（１０ｍｓの間）分配される。各タイムスロットのＴＦＩ情報７が
例えば２個のビットを包含すると、１６個のタイムスロットを包含するフレーム毎に全部
で２×１６＝３２個のＴＦＩビットが生じ、これらはいわゆる双直交（biorthogonal）の
符号化方法により符号化される。
【００２９】
ＴＰＣ情報６は、受信器により生成され送信器に送信される、送信電力を調整するための
指令を表す。この目的のため、受信器にて受信電力又は受信信号の信号雑音比が所定の基
準値と比較され、その偏差に依存して電力調整指令のための値が求められる。即ち、この
受信電力により基準値を上回った場合、送信電力を下げるための指令が生成され、一方、
この受信電力が所定の基準値を下回った場合は、送信電力を上げるための指令が生成され
る。この比較結果に依存して、受信器からはディジタル又は２進の調整命令が送信器に伝
送される。この時、送信電力を上げるための命令（パワーアップ命令）は１で符号化され
、送信電力を下げるための命令（パワーダウン命令）は０で符号化される。どの場合でも
、この調整命令は相応する変調後に送信器に伝送される。ＵＭＴＳ移動無線システムの現
在議論されているＷＣＤＭＡ標準によれば、この伝送はＱＰＳＫ変調（Quadrature Phase
 Shift Keying）により行われ、これにより２進法の１若しくは０が－１若しくは＋１の
値に、これに続く電力調整信号の拡散により写像される。
【００３０】
従って、この電力調整情報又は電力制御情報は、通常は送信側で送信電力を上げるべきか
下げるべきかを送信する１つのビットからのみなる。このビットを十分低いエラーの可能
性をもって伝送できるように、このビットはＴＰＣフィールド６内で繰り返し伝送される
。その結果、図３に示すＴＰＣ情報は、例えば同一の情報量を有し連続して伝送される３
個のビットを包含する。
【００３１】
しかし先に記載した「スロットモード」又は「圧縮モード」により、ＴＰＣフィールド６
内でのＴＰＣビットの繰り返される伝送にも関わらず、誤り率は上昇する。これに対処す
るため、前に情報６を繰り返し伝送し、その際これは特に「空スロット」９に直接続く２
つのタイムスロット４の間に起こる。
【００３２】
この原理を説明するため、図１に例として既に先に記載したフレームのＤＰＣＣＨ制御チ
ャネル（図３参照）の構造を示す。ここでは、図１に示すタイムスロット＃ｎが、情報を
有していない部分である「空スロット」に直接続くタイムスロットであると仮定する。こ
のタイムスロット構造の下に送信電力の経過を示す。この送信電力は送信器において、そ
れぞれ送信されるＴＰＣ情報に依存して調整される。
【００３３】
受信器にてタイムスロット＃ｎにおいて伝送されるＴＰＣ情報又は電力調整情報を求める
ため、送信器の目下受信されている信号の信号雑音比を測定し基準値と比較し、これに依
存してＴＰＣ情報ＴＰＣｎを生成する。このＴＰＣ情報は、タイムスロット＃ｎにおいて
送信器に伝送され、そこで復号されて送信電力の調整のために変換される。この時、送信
電力が最終的に所望の値に調整される前に、送信器にて、最初にこれに続くタイムスロッ
ト＃ｎ＋１において伝送されるＴＰＣ情報ＴＰＣｎ＋１の受信を待つことができるので、
送信器においてこのＴＰＣ情報ＴＰＣｎの受信後、この送信電力は、差し当たり通常のＥ

ｂ／Ｎ０比に相当する（通常の）公称ステップ幅に従って調整することが推奨される。こ
のステップ幅は、図１においてΔＰｎによって示唆されており、現在の送信電力Ｐｎ-１

とＴＰＣ情報ＴＰＣｎの受信後に調整される送信電力Ｐｎとの差に相当する。電力調整情
報ＴＰＣｎの受信後のステップ幅ΔＰｎとして、０の値を選択することもできるので、こ
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の送信電力を電力調整情報ＴＰＣｎ＋１を得るまで一定に保つことができる。何故ならこ
れにより、調整すべき送信電力の判定をより高い信頼性をもって下すことができるからで
ある。
【００３４】
次のタイムスロット＃ｎ＋１において伝送されるＴＰＣ情報を生成するためには、送信信
号の信号雑音比を再評価するのではなく、その代わりに簡単に前のタイムスロットのＴＰ
Ｃ情報を繰り返す。即ち、ＴＰＣｎ＋１＝ＴＰＣｎとなる。このようにすれば、比Ｅｂ／
Ｎ０を上昇させることができる。何故なら、送信器はタイムスロット＃ｎ＋１の受信後Ｔ
ＰＣ情報ＴＰＣｎ＋１を既に以前に受信されたＴＰＣ情報ＴＰＣｎと組み合わせることが
でき、そのようにして送信電力を所望の値により高い信頼性をもって調整することができ
るからである。例えばこの送信器が、最後に受信されたＴＰＣ情報の結果下された判定が
誤りであったと認識すると、これをそれから修正することができる。図１に示されている
ように、送信器はこの送信電力をより大きなステップ幅で変更することもでき、これによ
り誤ったＴＰＣ判定後にさらなる悪化が引き起こされる危険が減少する。図１においてこ
れはΔＰｎ＋１により示唆されており、ΔＰｎもΔＰｎ＋１も、「空スロット」により調
整された送信電力Ｐｎ-１に関するステップ幅を表す。
【００３５】
先に記載した、連続するタイムスロットにおける同一のＴＰＣ情報の繰り返し伝送の原理
は、「空スロット」による電力制御の中断後の最初の時間にのみ適用されるのではなく、
通常のコネクションにおいても適用できる。この時、これは特に、伝送チャネルの時間的
変更がそれほど迅速でないような場合に重要である。何故なら、その場合はこの方法に付
随する、電力制御の際の遅れが大きくなるという欠点が、送信される電力調整情報の質が
上がるという利点により解消されるからである。電力制御の最小のステップ幅は１ｄＢで
あり、移動局においてインプリメンテーション上最小値は都合が悪いため、電力制御の速
度を減少させる可能性がある。
【００３６】
さらに本発明は、より少数のＴＰＣビットで電力調整情報を伝送するために利用すること
ができる。これにより、ビット信号雑音比（Ｅｂ／Ｎ０）は減少するが、これは本発明の
利点により、即ち伝送確実性が高まることにより補償される。より少数のＴＰＣビットの
使用は、これによりいわゆるオーバーヘッドを減少でき、それにより効率を高めることが
できるという点で有利なものである。
【００３７】
その上本発明は、いわゆる「ソフトハンドオーバー」の際にも有利に利用できる。この場
合、移動局２は、複数の基地局１から、若しくは複数の基地局１へ送信若しくは受信する
。これらの利用データを検出するため、あらゆるコネクションの受信信号が組み合わされ
、これにより各コネクションの電力を減少させることができる。しかしこれらのＴＰＣ電
力調整命令は、一般的には組み合わせることができない。何故なら、種々の基地局１から
（下り方向で）送信されたＴＰＣ電力調整命令が同一であってはならないからである。こ
れらのＴＰＣ電力調整命令はまた、非常に迅速に評価されなければならないので、さらに
上り方向で組み合わせることは大抵の場合不可能である。その他にも、ある基地局１から
別の基地局１への相応する情報をさらに送信することにより、許容できない遅延が生じる
可能性がある。ＴＰＣビットのエネルギー又は数を増大させることの他に、ここでは本発
明の適用がその打開策となる。
【００３８】
最後に、先に記載した本発明は、送信電力の調整のためのステップ幅のアナログ伝送の原
理と組み合わせることもできる。この場合、送信器にて調整される送信電力若しくは相応
するステップ幅はディジタルではなく、アナログ符号化される。即ち、電力調整情報はそ
れぞれアナログ方式で、測定された受信信号レベルの所定の基準値（例えばパイロットビ
ットの受信レベル）からの偏差に依存して調整される。受信信号レベルが基準値から２倍
も大きく偏差すると、それに従ってステップ幅は２倍の大きさとなる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】　有利な一実施例に基づく本発明の基礎となる原理を説明するための図である。
【図２】　移動無線システムにおける情報伝送を説明するための一般的かつ概略的な図で
ある。
【図３】　現在のＵＭＴＳ標準によるいわゆる下り方向コネクションのフレーム構造及び
タイムスロット構造を示す図である。
【図４】　いわゆる「スロットモード」におけるフレーム構造を説明する図である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(10) JP 4544801 B2 2010.9.15

フロントページの続き

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04B 7/24- 7/26
              H04W 4/00-99/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

