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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス受信機において、電力制御の動的範囲を限定する、基地局のダウンリンク送
信電力検出のための方法であって、調節可能な目標信号品質と比較された受信信号品質測
定に応答して、送信電力制御調節が行われ、
　ａ）受信信号品質測定用の最小および最大閾値を設定するステップと、
　ｂ）第１の間隔に渡るダウンリンクチャネル用の受信信号品質測定の差分電力変化を測
定するステップと、
　ｃ）前記受信機での送信電力の刻み幅を推定するステップと、
　ｄ）前記差分電力変化および前記推定送信電力の刻み幅に基づいて総電力変化を計算す
るステップと、
　ｅ）前記総電力値を前記最小および最大閾値と比較するステップと、
　ｆ）送信電力制御調節のための制御信号を送るステップであって、目標信号品質の調節
は、前記総電力値が前記最大または最小閾値との所定の近接以内の場合は非活動化され、
前記総電力値が前記最大または最小閾値との前記所定の近接以内でない場合は活動化され
るステップと、
　ｇ）一連の間隔で、ステップ（ａ）から（ｆ）を繰り返すステップとを備えることを特
徴とする方法。
【請求項２】
　前記基地局で調節される前記送信電力の刻み幅は、実際の１組のｋ個の可能な幅として
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予め規定され、ステップ（ｃ）は、
　一時的な送信電力の刻み幅を、前記総電力値と測定ウインドウサイズの前記比として計
算すること、および
　前記一時的な送信電力の刻み幅を、ｋ個の可能な刻み幅それぞれと比較し、前記可能な
最も近い刻み幅を、前記推定送信電力の刻み幅として使用することをさらに含むことを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ステップ（ｃ）は、
　一時的な刻み幅を、前記総電力値と測定ウインドウサイズの前記比として計算すること
、
　推定送信電力の刻み幅と前記一時的な刻み幅との間の前記差を測定すること、および
　前記測定された差が所定の値未満の場合、前記推定送信電力の刻み幅を使用することを
さらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　ステップ（ｃ）での前記推定は、所定の因子αによって因数分解される前記従来の増分
の前記送信刻み幅と、（１－ａｌｐｈａ）によって因数分解される前記一時的な刻み幅の
前記推定値との和として計算されることを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ダウンリンクチャネルは、専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）および共通パイロットチ
ャネル（ＣＰＩＣＨ）を備え、前記受信信号品質測定は、前記ＤＰＣＨおよびＣＰＩＣＨ
の受信信号コード電力（ＲＳＣＰ）を含み、前記調節可能な信号目標品質は、目標信号対
干渉比（ＳＩＲ）であることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　ステップ（ｂ）の前記測定は、前記ＤＰＣＨ（ΔＤＰＣＨ＿ＲＳＣＰ）の差分電力変化
および前記ＣＰＩＣＨ（ΔＣＰＩＣＨ＿ＲＳＣＰ）の差分電力変化の判定を含み、ステッ
プ（ｄ）の前記計算は、ステップ（ｃ）の前記送信刻み幅推定値を、（ΔＤＰＣＨ＿ＲＳ
ＣＰ－ΔＣＰＩＣＨ＿ＲＳＣＰ）に加算するか、または減算したものに基づくことを特徴
とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ダウンリンクチャネルは、専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）および共通パイロットチ
ャネル（ＣＰＩＣＨ）を備え、前記受信信号品質測定は、前記ＤＰＣＨおよび前記ＣＰＩ
ＣＨの信号対干渉比（ＳＩＲ）を含み、前記調節可能な信号目標品質は、目標ＳＩＲであ
ることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　ステップ（ｂ）の前記測定は、前記ＤＰＣＨ（ΔＤＰＣＨ＿ＳＩＲ）の差分電力変化お
よび前記ＣＰＩＣＨ（ΔＣＰＩＣＨ＿ＳＩＲ）の差分電力変化の判定を含み、ステップ（
ｄ）の前記計算は、ステップ（ｃ）の前記送信刻み幅推定値を、（ΔＤＰＣＨ＿ＳＩＲ－
ΔＣＰＩＣＨ＿ＳＩＲ）に加算するか、または減算したものに基づくことを特徴とする請
求項７に記載の方法。
【請求項９】
　基地局のダウンリンク送信電力検出を実施するワイヤレス受信機であって、送信電力制
御調節は、調節可能な目標信号品質と比較される受信信号品質測定に応答して、刻み幅の
増分において行われ、前記受信機は、
　受信ワイヤレス信号を検出し、信号品質パラメータを判定するＲＡＫＥ受信器と、
　前記ＲＡＫＥ受信機からの前記信号品質パラメータに基づいて、ＳＩＲおよび信号品質
値を判定するように構成された信号対干渉（ＳＩＲ）測定手段と、
　前記基地局が送信電力を増大または減少するための送信電力制御コマンドを判定する内
部ループ電力制御デバイスと、
　前記調節可能な目標信号品質を計算する外部ループ電力制御手段と、
　前記基地局が前記最大または最小送信電力に達したかどうか、あるいは信号品質が乏し
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いために、前記基地局が前記送信電力制御コマンドを正確にデコードしなかったかどうか
に基づいて、前記外部ループ電力制御デバイスを制御するように構成された動的範囲限定
デバイスとを備えることを特徴とするワイヤレス受信機。
【請求項１０】
　前記動的範囲限定デバイスは、受信信号品質測定用の最小および最大閾値を設定し、第
１の間隔に渡るダウンリンクチャネル用の受信信号品質測定の差分電力変化を測定し、受
信機での送信電力の刻み幅を推定し、前記差分電力変化および前記推定送信電力の刻み幅
に基づいて総電力変化を計算し、前記総電力値を前記最小および最大閾値と比較し、送信
電力制御の調節のために制御信号を送るようにさらに構成され、目標信号品質の調節は、
前記総電力値が前記最大または最小閾値との所定の近接以内の場合は非活動化され、前記
総電力値が前記最大または最小閾値との前記所定の近接以内でない場合は活動化されるこ
とを特徴とする請求項９に記載のワイヤレス受信機。
【請求項１１】
　前記ダウンリンクチャネルは、専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）および共通パイロットチ
ャネル（ＣＰＩＣＨ）を備え、前記受信信号品質測定は、前記ＤＰＣＨおよびＣＰＩＣＨ
の受信信号コード電力（ＲＳＣＰ）を含み、前記調節可能な信号目標品質は、目標信号対
干渉比（ＳＩＲ）であることを特徴とする請求項１０に記載の受信機。
【請求項１２】
　受信信号品質測定の差分電力変化は、前記ＤＰＣＨ（ΔＤＰＣＨ＿ＲＳＣＰ）の差分電
力変化および前記ＣＰＩＣＨ（ΔＣＰＩＣＨ＿ＲＳＣＰ）の差分電力変化の判定を含み、
前記総電力値の前記計算は、前記送信電力刻み幅推定値を、（ΔＤＰＣＨ＿ＲＳＣＰ－Δ
ＣＰＩＣＨ＿ＲＳＣＰ）に加算するか、または減算したものに基づくことを特徴とする請
求項１１に記載の受信機。
【請求項１３】
　前記ダウンリンクチャネルは、専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）および共通パイロットチ
ャネル（ＣＰＩＣＨ）を備え、前記受信信号品質測定は、前記ＤＰＣＨおよび前記ＣＰＩ
ＣＨの信号対干渉比（ＳＩＲ）を含み、前記調節可能な信号目標品質は、目標ＳＩＲであ
ることを特徴とする請求項１０に記載の受信機。
【請求項１４】
　受信信号品質測定の差分電力変化は、前記ＤＰＣＨ（ΔＤＰＣＨ＿ＳＩＲ）の差分電力
変化および前記ＣＰＩＣＨ（ΔＣＰＩＣＨ＿ＳＩＲ）の差分電力変化の判定を含み、前記
総電力値の前記計算は、前記送信電力刻み幅推定値を、（ΔＤＰＣＨ＿ＲＳＣＰ－ΔＣＰ
ＩＣＨ＿ＲＳＣＰ）に加算するか、または減算したものに基づくことを特徴とする請求項
１３に記載の受信機。
【請求項１５】
　第１および第２の転送チャネル中でデータ信号を送信する送信側ワイヤレス送受信ユニ
ット（ＷＴＲＵ）の送信電力制御方法であって、前記送信ＷＴＲＵは、第１の転送チャネ
ルを越えて受信されるデータ信号に基づいて受信ＷＴＲＵで計算される目標基準に応じて
、前記第１の転送チャネルの電力調節を行うように構成され、
　前記第１の転送チャネル上で、前記送信ＷＴＲＵからデータ信号を受信すること、
　前記第２の転送チャネル上で、前記送信ＷＴＲＵからデータ信号を受信すること、
　前記第１の転送チャネル上で受信されたデータ信号と、前記第２の転送チャネル上で受
信されたデータ信号との間の電力差を計算すること、
　前記計算された電力差に基づいて、前記送信ＷＴＲＵの第１の転送チャネル電力調節の
ための目標基準を計算すること、および
　第１の転送チャネル送信電力調節信号を、前記計算された目標基準に基づいて、かつ前
記計算された電力差を条件として、逆チャネル上で、前記送信ＷＴＲＵに送ることを備え
ることを特徴とする方法。
【請求項１６】
　送信ＷＴＲＵは、専用および共通チャネル上でデータ信号を送信し、
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　前記第１の転送チャネル上でデータ信号を前記受信することは、専用チャネル上でダウ
ンリンクデータ信号を受信することを含み、
　前記第２の転送チャネル上でデータ信号を前記受信することは、共通チャネル上でダウ
ンリンクデータ信号を受信することを含み、
　第１の転送チャネル送信電力調節信号を逆チャネル上で前記送信することは、前記専用
のダウンリンクチャネル用の送信電力調節信号をアップリンクチャネル上で送信すること
を含むことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第１の転送チャネル送信電力調節信号を前記送ることは、前記計算された電力差が
、所定の最大または所定の最小閾値に対して所定の近接範囲内であることを条件とするこ
とを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記受信ＷＴＲＵでの送信電力制御刻み幅の推定、および前記電力差を計算する際、前
記刻み幅の推定を使用することをさらに備えることを特徴とする請求項１７に記載の方法
。
【請求項１９】
　第１および第２の転送チャネルでデータ信号を送信する送信ＷＴＲＵのための送信電力
制御を実施する受信側ワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、前記送信ＷＴＲ
Ｕは、前記受信ＷＴＲＵによって計算される目標基準に応じて、第１の転送チャネル送信
電力調節を行うように構成され、
　第１の転送チャネル上の、送信ＷＴＲＵからのデータ信号、および第２の転送チャネル
上の、送信ＷＴＲＵからのデータ信号を受信するように構成された受信機と、
　前記第１の転送チャネル上で受信された前記データ信号中の所定のエラー条件の前記検
出に基づいて、前記送信ＷＴＲＵにおける第１の転送チャネル送信電力調節を実施する目
標基準を計算するプロセッサとを備え、
　前記プロセッサは、前記第１の転送チャネル上で受信されたデータ信号と、前記第２の
転送チャネル上で受信されたデータ信号との間の電力差を計算するように構成され、
　送信機は、前記プロセッサに動作可能に関連づけられ、前記プロセッサによって行われ
る目標基準値計算に応答して、かつ前記プロセッサによって計算される電力差を条件とし
て、逆チャネル上で第１の転送チャネル送信電力調節信号を送信するように構成されるこ
とを特徴とする受信ＷＴＲＵ。
【請求項２０】
　前記送信ＷＴＲＵは、専用および共通チャネル上でデータ信号を送信する基地局であり
、
　前記受信機は、前記第１の転送チャネルが信号を受信すると、専用チャネル上でダウン
リンクデータ信号を受信し、前記第２の転送チャネルが信号を受信すると共通チャネル上
でダウンリンクデータ信号を受信するように構成され、
　前記受信ＷＴＲＵの前記送信機は、アップリンクチャネル上で、前記専用ダウンリンク
チャネルのための送信電力調節信号を送信するように構成されることを特徴とする請求項
１９に記載のＷＴＲＵ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は概して、ワイヤレス通信システムに関する。詳細には、本発明は、このような
システムにおける電力制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　基地局、ワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）およびモバイルユニットという用語は
、その一般的な意味で用いられる。本明細書で使用するワイヤレス送受信ユニット（ＷＴ
ＲＵ）は、ユーザ機器、固定された移動局または携帯電話加入者ユニット、ページャ、あ
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るいはワイヤレス環境において動作することができる他のどのタイプのデバイスも含むが
、それに限定されない。ＷＴＲＵは、ネットワーク接続を有する電話、テレビ電話、およ
びインターネット対応電話などのパーソナル通信デバイスを含む。さらに、ＷＴＲＵは、
同様のネットワーク機能を有する、ワイヤレスモデムを備えるＰＤＡおよびノート型コン
ピュータなどのポータブルなパーソナルコンピューティングデバイスを含む。ポータブル
な、あるいは場所を変えることができるＷＴＲＵは、モバイルユニットと呼ばれる。これ
以降で参照する場合、基地局とは、基地局、ノードＢ、サイトコントローラ、アクセスポ
イント、またはワイヤレス環境における他のインターフェースデバイスを含むが、それに
限定されないＷＴＲＵである。
【０００３】
　ワイヤレス通信システムは、当該分野において公知である。ワイヤレスシステム用のグ
ローバルな接続性を提供するために、標準が開発されてきており、実装されつつある。広
く使用されている現在の標準の１つが、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　
Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）として知られている。この標準
は、いわゆる第２世代移動無線システム標準（２Ｇ）とみなされ、その後も改定（２．５
Ｇ）が行われている。ＧＰＲＳおよびＥＤＧＥが、（２Ｇ）ＧＳＭネットワークに加えて
比較的高速なデータサービスを提供する２．５Ｇ技術の例である。こうした標準はそれぞ
れ、従来の標準に、追加特徴および機能強化で改良を加えることを追求した。１９９８年
１月、ＥＴＳＩ　ＳＭＧ（欧州電気通信標準化機構のＳｐｅｃｉａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｇ
ｒｏｕｐ）が、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉ
ｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）と呼ばれる第３世代無線システム用の無線アクセス方
式に合意した。ＵＭＴＳ標準をさらに実現するために、３ＧＰＰ（Ｔｈｉｒｄ　Ｇｅｎｅ
ｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）が、１９９８年１２月に形成
された。３ＧＰＰは、引き続き共通第３世代モバイル無線標準に取り組んでいる。
【０００４】
　現在の３ＧＰＰ仕様による一般的なＵＭＴＳシステムアーキテクチャを、図１に示す。
ＵＭＴＳネットワークアーキテクチャは、公開されている現在の３ＧＰＰ仕様ドキュメン
トで詳しく定義される、Ｉｕとして知られるインターフェースを介してＵＭＴＳ地上無線
アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）と相互接続されたコアネットワーク（ＣＮ）を含む
。ＵＴＲＡＮは、Ｕｕとして知られる無線インターフェースを介して、３ＧＰＰにおいて
ユーザ機器（ＵＥ）として示される、ワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）を経由して
ユーザにワイヤレス遠隔通信サービスを提供するように構成される。ＵＴＲＡＮは、ＵＥ
とのワイヤレス通信のための地理的有効範囲をまとめて提供する、１つまたは複数の無線
ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）および３ＧＰＰにおいてノードＢとして示される基
地局を有する。１つまたは複数のノードＢは、３ＧＰＰにおいてＩｕｂとして知られるイ
ンターフェースを介して各ＲＮＣに接続される。ＵＴＲＡＮは、異なるＲＮＣに接続され
たノードＢからなるいくつかのグループを有し得る。２つのグループを、図１の例に示す
。１つのＵＴＲＡＮにおいて複数のＲＮＣが提供される場合、Ｉｕｒインターフェースを
介してＲＮＣ間通信が実施される。
【０００５】
　ネットワークコンポーネントへの外部通信は、ノードＢによって、Ｕｕインターフェー
スを介してユーザレベルで、また、ＣＮによって、外部システムへの様々なＣＮ接続を介
してネットワークレベルで実施される。
【０００６】
　概して、ノードＢなどの基地局の主たる機能は、基地局のネットワークとＷＴＲＵの間
の無線接続を提供することである。通常、基地局が、非接続ＷＴＲＵに基地局のタイミン
グと同期をとらせる共通チャネル信号を放出する。３ＧＰＰにおいて、ノードＢが、ＵＥ
との物理的無線接続を実施する。ノードＢは、ノードＢによってＵｕインターフェースを
超えて送信された無線信号を制御する信号を、Ｉｕｂインターフェースを超えてＲＮＣか
ら受信する。



(6) JP 4283309 B2 2009.6.24

10

20

30

40

50

【０００７】
　ＣＮは、情報を、その正しい宛先に経路指定する責任がある。例えば、ＣＮは、ＵＭＴ
Ｓによって受信された、ＵＥからの音声トラフィックを、ノードＢの１つを介して、公衆
交換電話網（ＰＳＴＮ）またはインターネットに向けられたパケットデータに経路指定す
ることができる。
【０００８】
　ＲＮＣは概して、ＵＴＲＡＮの内部機能を制御する。ＲＮＣは、ノードＢとのＵｕイン
ターフェース接続を介したローカルコンポーネント、およびＣＮと外部システムの間の接
続を介した外部サービスコンポーネントを有する通信用媒介サービス、例えば国内のＵＭ
ＴＳにおけるセル電話からかけられた国際電話も提供する。
【０００９】
　多くのワイヤレス通信システムにおいて、適応送信電力制御アルゴリズムが用いられて
いる。このようなシステムでは、多くの通信が同じ無線周波数スペクトルを共有し得る。
ある特定の通信を受信すると、同じスペクトルを使用する他の通信がすべて、その特定の
通信に対して干渉を引き起こす。その結果、１つの通信の送信電力レベル増加により、そ
のスペクトル内の他の全通信の信号品質が低下する。しかし、送信電力レベルをあまりに
も削減すると、受信機において信号対干渉比（ＳＩＲ）で計られるような、望ましくない
受信信号品質となる。３ＧＰＰ　Ｗ－ＣＤＭＡシステムでは、電力制御が、リンク適合方
法として用いられる。動的電力制御が、ＤＰＣＨ（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　ｃｈａｎｎｅｌｓ）に適用され、そうすることによって、ＤＰＣＨの送信電力が、最
小送信電力レベルのサービス品質（ＱｏＳ）を達成するように調節され、したがって、シ
ステム内の干渉レベルを制限する。
【００１０】
　一手法は、送信電力制御を、外部ループ電力制御（ＯＬＰＣ）および内部ループ電力制
御（ＩＬＰＣ）と呼ばれる別個の並列プロセスに分割することである。基本的に、ある特
定の送信機の電力レベルは、目標ＳＩＲ値に基づく。ＯＬＰＣにおいて、受信機がフレー
ム間隔で送信を受信すると、受信信号の品質が測定される。１つのＴＤＤ信号に対して、
各フレーム間隔は、１組のタイムスロット区分を備える。送信情報は、移送ブロック（Ｔ
Ｂ）単位で送られ、受信信号品質は、ブロックエラーレート（ＢＬＥＲ）に基づいて監視
することができる。ＢＬＥＲは、受信機によって、通常はデータのＣＲＣ（ｃｙｃｌｉｃ
　ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｃｈｅｃｋ）によって推定される。この推定ＢＬＥＲは、目標
品質要件と比較され、このような目標ＢＬＥＲは、チャネル上の様々なタイプのデータサ
ービスに対するＱｏＳ要件を表す。測定された受信信号品質に基づいて、目標ＳＩＲ調節
制御信号がＣＣＴｒＣＨごとに生成される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　時分割多重（ＴＤＤ）モードを使用する３ＧＰＰＷ－ＣＤＭＡ（ｗｉｄｅｂａｎｄ　ｃ
ｏｄｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）システムにおいて、ＵＴ
ＲＡＮ（ＳＲＮＣ－ＲＲＣ）は、呼／セッション確立時に、ＷＴＲＵへの初期目標ＳＩＲ
を設定し、次いでその後、アップリンク（ＵＬ）ＢＬＥＲ測定値の観察によって指示され
る呼存続期間中、ＷＴＲＵの目標ＳＩＲを絶え間なく調節する。
【００１２】
　閉ループＩＬＰＣにおいて、受信機は、ＳＩＲなど、各ＤＰＣＨの受信信号品質の測定
値を、目標ＳＩＲと比較する。ＳＩＲが閾値を超える場合、電力レベルを減少するための
送信電力制御（ＴＰＣ）コマンドが送られる。ＳＩＲが閾値を下回る場合、電力レベルを
増大するためのＴＰＣコマンドが送られる。通常、ＴＰＣコマンドは、送信機への専用チ
ャネル中の、データで多重化された＋１または－１ビットである。受信ＴＰＣビットに応
答して、送信機は、ＤＰＣＨのその送信電力レベルを、予め定義された刻み幅で変える。
【００１３】
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　しかし、基地局が、その最大または最小ダウンリンク電力に達し、増加（最大電力に達
した場合）または減少（最小電力に達した場合）をリクエストするＴＰＣコマンドに応答
することができなくなった場合、ＯＬＰＣアルゴリズムは、目標ＳＩＲを増大または減少
し続けることができる。さらに、基地局は、低い信号品質のために、ＴＰＣコマンドビッ
トに正しく応答することができない場合がある。結局、目標ＳＩＲは、システムの性能に
悪影響を与えることになる、正しい値への回復に長時間かかるような程度まで、増加また
は減少し得る。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　ワイヤレス受信機において、電力制御の動的範囲を限定する、基地局のダウンリンク送
信電力検出のための機器および方法を提供する。調節可能な目標信号品質と比較される受
信信号品質測定に応答して、刻み幅の増分において、送信電力制御調節が行われる。受信
信号品質測定用の最小および最大閾値を設定し、一定間隔に渡るダウンリンクチャネル用
の受信信号品質測定の差分電力変化を測定し、受信機での送信電力の刻み幅を推定し、差
分電力変化および推定送信電力の刻み幅に基づいて総電力変化を計算し、総電力値を最小
および最大閾値と比較し、送信電力制御の調節のために制御信号を送る電力制御の動的範
囲限定アルゴリズムが実施される。目標信号品質の調節は、総電力値が最大または最小閾
値との所定の近接以内の場合は非活動化され、総電力値が最大または最小閾値との前記所
定の近接以内でない場合は活動化される。
【００１５】
　概して、第１および第２の転送チャネル中でデータ信号を送信するワイヤレス送受信ユ
ニット（ＷＴＲＵ）用の送信電力制御の方法も開示する。ＷＴＲＵは、第１の転送チャネ
ルを越えて受信されるデータ信号に基づいて受信ＷＴＲＵによって計算される目標基準に
応じて、第１の転送チャネルの電力調節を行うように構成される。好ましくは、送信ＷＴ
ＲＵは基地局である。本方法は好ましくは、第１の転送チャネルおよび第２の転送チャネ
ル上で、ＷＴＲＵからデータ信号を受信することを含む。第１の転送チャネル上で受信さ
れた信号中での所定のエラー条件の検出に基づいて、ＷＴＲＵの第１の転送チャネルの電
力調節のための目標基準が計算される。第１の転送チャネル上で受信されたデータ信号と
、第２の転送チャネル上で受信されたデータ信号との間の電力差が計算される。第１の転
送チャネル送信電力調節信号が、計算された目標基準に基づいて、かつ計算された電力差
を条件として、逆チャネル上で、送信ＷＴＲＵに送られる。好ましくは、送信ＷＴＲＵは
、専用および共通チャネル上でデータ信号を送信し、そうすることによって、第１の転送
チャネル信号がダウンリンク専用チャネル信号となり、第２の転送チャネル信号がダウン
リンク共通チャネル信号となる。このような場合、第１の転送チャネル送信電力調節信号
を逆チャネル上で送信することは、専用のダウンリンクチャネル用の送信電力調節信号を
アップリンクチャネル上で送信することを含む。
【００１６】
　本方法は、第１の転送チャネル上の、送信ＷＴＲＵからのデータ信号、および第２の転
送チャネル上の、送信ＷＴＲＵからのデータ信号を受信するように構成された受信機を含
む受信側ワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）において実装することができる。第１の
転送チャネル上で受信されたデータ信号中の所定のエラー条件検出に基づいて、送信ＷＴ
ＲＵにおける第１の転送チャネル送信電力調節を実施する目標基準を計算し、第１の転送
チャネル上で受信されたデータ信号と、第２の転送チャネル上で受信されたデータ信号と
の間の電力差を計算するように好ましくは構成されたプロセッサが提供される。送信機が
、プロセッサに動作可能に関連づけられ、前記プロセッサによって行われる目標基準値計
算に応答して、かつ前記プロセッサによって計算される電力差を条件として、逆チャネル
上で第１の転送チャネル送信電力調節信号を送信するように構成される。好ましくは、送
信ＷＴＲＵは、専用および共通チャネル上でデータ信号を送信する基地局であり、その結
果、受信機は、第１の転送チャネルが信号を受信すると、専用チャネル上でダウンリンク
データ信号を受信し、第２の転送チャネルが信号を受信すると、共通チャネル上でダウン
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リンクデータ信号を受信するように構成され、送信機は、アップリンクチャネル上で、専
用ダウンリンクチャネルのための送信電力調節信号を送信するように構成される。
【００１７】
　以下の説明および添付の図面から、本発明の他の目的および利点が、当業者には明らか
であろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本実施形態を、３ＧＰＰＷ－ＣＤＭＡシステムに関連して記載するが、本実施形態は、
どのハイブリッド符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）／時分割多元接続（ＴＤＭＡ）通信シス
テムにも適用可能である。さらに、本実施形態は、概して、ＣＤＭＡ２０００、ＴＤ－Ｓ
ＣＤＭＡおよび３ＧＰＰ　Ｗ－ＣＤＭＡの提案されている周波数分割複信（ＦＤＤ）モー
ドなど、ＣＤＭＡシステムにも適用可能である。
【００１９】
　図２は、ＲＲＣレイヤ３０およびレイヤ１制御／レイヤ１エンティティ１５、ならびに
ＲＡＫＥ受信機２１を備えるＷＴＲＵ１０のブロック図を示す。ＷＴＲＵ１０は、基地局
９０と通信し、基地局９０からダウンリンク通信８５を受信する。ダウンリンク通信８５
は、ＷＴＲＵ１０にダウンリンク送信電力情報を伝える、専用物理チャネル受信信号コー
ド電力（ＤＰＣＨ　ＲＳＣＰ）、ＤＰＣＨ　ＳＩＲ、および共通パイロットチャネル（Ｃ
ＰＩＣＨ）ＲＳＣＰを備える。
【００２０】
　ＲＲＣレイヤ３０は、ＲＲＣ制御３１を備える。ＤＬ専用ＣＣＴｒＣＨの初期構成の一
部として、ＳＲＮＣは、ＤＬ電力制御関連パラメータ（例えば、各ＴｒＣＨ向けの目標Ｂ
ＬＥＲ）を選択し、ＷＴＲＵに（ＲＲＣ信号伝達を介して）送信する。
【００２１】
　レイヤ１制御／レイヤ１エンティティ１５は、ＣＲＣチェックユニット１１、ＳＩＲ測
定ユニット７２、ＯＬＰＣユニット２０、ＩＬＰＣユニット４０、ＤＰＣＨ構成制御ユニ
ット６６、圧縮モード差分ＳＩＲ計算ユニット６５、加算器７７、および電力制御動的範
囲リミッター１２を備える。ＯＬＰＣユニット２０は、目標ＳＩＲマッパー８４および目
標ＳＩＲ調節ユニット７４を備える。
【００２２】
　ＣＲＣチェックユニットは、データにおけるＢＬＥＲの推定を実施する。初期ＢＬＥＲ
推定は、目標ＳＩＲマッパー８４によって、受信信号品質に基づいて、適正な目標ＳＩＲ
を判定するために処理される。ＳＩＲ測定ユニット７２は、受信ＤＰＣＨ信号２５のリア
ルタイム測定ＳＩＲを計る。ＳＩＲ測定値８２が、ＯＬＰＣユニット２０に送られ、そう
することによって、目標ＳＩＲに必要な調節を、目標ＳＩＲ調節ユニット７４で行うこと
ができる。ＳＩＲ測定値８２は、目標ＳＩＲとの比較のために、ＩＬＰＣユニット４０に
よっても受信される。この比較に基づいて、ＩＬＰＣユニット４０は、基地局９０に送信
電力を増大または減少するようリクエストするための適正なＴＰＣコマンド４５を生じる
。
【００２３】
　ＤＰＣＨ構成制御ユニット６６は、各ＴｒＣＨに対する目標ＢＬＥＲ、送信時間間隔（
ＴＴＩ）、およびＴＴＩ中の移送ブロックの数など、ＤＣＨ品質目標を制御する。圧縮モ
ード差分ＳＩＲ計算ユニット６５は、信号伝達を介して受信される圧縮モード用のΔＳＩ
Ｒ値を判定する。圧縮モードでのＤＰＣＨ　ＳＩＲ測定値は、ΔＳＩＲによる正常モード
でのＳＩＲ測定値より高いので、ＯＬＰＣユニット２０は、加算器７７で、ＩＬＰＣユニ
ット４０に対して目標ＳＩＲを、ΔＳＩＲだけ増大しなければならない。
【００２４】
　ＤＰＣＨデータ２５が、送信局９０の物理層ＰＨＹから受信され、ＲＡＫＥ受信機２１
によって処理される。ＲＡＫＥ受信機２１からのＣＰＩＣＨ　ＲＳＣＰ測定値４６、ＳＩ
Ｒ測定ユニット７２からのＤＰＣＨ　ＲＳＣＰ４７、およびＩＬＰＣユニット４０からの
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制御動的範囲リミッター１２は、以下の３つの電力制御問題シナリオが採用されているか
どうか検出するアルゴリズムを実施するプロセッサである。１）送信ユニット９０が最大
送信電力に達した、２）送信ユニット９０が最小送信電力に達した、または３）送信ユニ
ット９０が、ワイヤレス信号９５中の信号品質が乏しいためにＴＰＣコマンド４５を正確
にデコードしなかった。リミッター１２は、ＳＩＲ測定ユニット７２からＤＰＣＨ２５の
ＲＳＣＰ４７を受け取り、所定の測定間隔に対するΔＤＰＣＨ　ＲＳＣＰ値を計算する。
ＴＰＣコマンド４５の入力が、測定間隔中のＴＰＣコマンド４５の結果としての電力変化
の量を判定するために監視される。第３の入力、すなわち受信ＣＰＩＣＨ電力４６が、測
定間隔中のΔＣＰＩＣＨ電力値を判定するのに使われる。リミッター１２は、こうした入
力を分析し、上述した３つの電力制御シナリオのいずれかが起きたかどうか判定するため
の好ましいアルゴリズムに従って、所定の閾値との比較を実施する。
【００２５】
　リミッター１２のアルゴリズムの結果に基づいて、目標ＳＩＲ調節ユニット７４が、目
標ＳＩＲ調節を止めるための制御信号５５を受信する。というのは、このようなどの調節
も、基地局がこうした問題シナリオの１つに直面している間は、効果がないからである。
さらに、目標ＳＩＲ調節が放置された場合、ＯＬＰＣユニット２０が誤った信号品質測定
で不正確に動作しているために、目標ＳＩＲに対するより上位または下位の限界に意図的
でなく達することになる。例えば、送信電力が最大であり、ＩＬＰＣユニット４０が、Ｃ
ＲＣエラーに基づいて、測定されたＳＩＲを目標ＳＩＲに近く維持するのに、より大きな
送信電力が必要であると判定した場合、ＯＬＰＣユニット２０は、目標ＳＩＲをあまりに
も大幅に増加しようと試みる。基地局９０がそれに従う余地はないので、このような危険
な増加は、システムリソースを乱用し、その結果、回復時間がより長くなる。目標ＳＩＲ
調節を中止することによって目標ＳＩＲの、より上位または下位の限界が回避され、ＯＬ
ＰＣユニット２０中の目標ＳＩＲは、外側の限界を離れて、好ましい動作可能範囲内に留
まることができるようになる。
【００２６】
　基地局９０と通信するＷＴＲＵ１０を参照して図２を説明したが、本発明は、第２のＷ
ＴＲＵが基地局９０として動作する、アドホック通信システムでも使用できることを理解
されたい。
【００２７】
　図３Ａおよび３Ｂを参照して、電力制御動的範囲リミッター１２によって実施されるア
ルゴリズム１００を説明する。アルゴリズム１００は、ダウンリンク電力の最大または最
小閾値を監視することによって、基地局がＴＰＣコマンドに応答しているかどうか判定す
る。アルゴリズム１００の出力は内部ループ電力制御が最大または最小電力に達したか、
それとも定格送信電力で動作しているかを示す、外部ループ電力制御に対する制御信号で
ある。
【００２８】
　アルゴリズム１００は、ステップ１０１で始まり、ここで、パラメータ、すなわち索引
ｉを有する測定ウインドウの長さ、Ｍｉｎ＿ｐｏｗｅｒ＿ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ＿ｔｈｒｅ
ｓｈｏｌｄ＿１、Ｍｉｎ＿ｐｏｗｅｒ＿ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ＿２、
Ｍａｘ＿ｐｏｗｅｒ＿ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ＿１、Ｍａｘ＿ｐｏｗｅ
ｒ＿ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ＿２、刻み幅アルファ係数ａｌｐｈａが設
定される。こうしたパラメータに対する好ましいデフォルト値を、表１に示す。窓の長さ
および閾値パラメータは、ＣＰＩＣＨのＳＩＲまたはＲＳＣＰを参照して調節される。パ
ラメータは、より高いＣＰＩＣＨ　ＳＩＲおよびＣＰＩＣＨ　ＲＳＣＰ値に対しては、よ
り小さくなる。
【００２９】
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【表１】

【００３０】
　次にステップ１０２で、バッファＨｏｌｄ＿Ｔａｒｇｅｔ＿ＳＩＲ、検出された最小電
力Ｍｉｎ＿ＰＤ、検出された最大電力Ｍａｘ＿ＰＤ、Ｄｅｌｔａ＿ｐｏｗｅｒ（ｉ）が初
期化され、ゼロ（０）にセットされる。バッファＨｏｌｄ＿Ｔａｒｇｅｔ＿ＳＩＲ、Ｍｉ
ｎ＿ＰＤ、およびＭａｘ＿ＰＤは、論理値０または１を保持する。バッファ値Ｄｅｌｔａ
＿ｐｏｗｅｒ（ｉ）は、測定ウインドウ時間間隔の索引ｉに対する電力（ｄＢ）値を表す
。バッファＨｏｌｄ＿Ｔａｒｇｅｔ＿ＳＩＲは、最大または最小電力閾値が検出されたと
きの値１を示し、目標ＳＩＲへのそれ以上のいかなる調節も妨げる論理制御をＯＬＰＣに
提供する。ダウンリンク電力に対する最小閾値が検出されると、バッファ値Ｍｉｎ＿ＰＤ
が１にセットされる（Ｍｉｎ＿ＰＤ＝１）。同様に、最大電力が検出されると、値Ｍａｘ
＿ＰＤが１にセットされる（Ｍａｘ＿ＰＤ＝１）。ステップ１０３で、受信専用物理チャ
ネルの受信信号コード電力（ＤＰＣＨ＿ＲＳＣＰ）が、測定ウインドウの持続期間に対し
て測定される。ステップ１０４で、ＤＰＣＨ　ＲＳＣＰによるダウンリンク電力に対する
差分値が計算され、その値を式１に示す。
【００３１】
　ΔＤＰＣＨ＿ＲＳＣＰ（ｉ）＝ＤＰＣＨ＿ＲＳＣＰ（ｉ）－ＤＰＣＨ＿ＲＳＣＰ（ｉ－
１）（ｄＢ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式１
分散電力制御（ＤＰＣ）アルゴリズムにおいて、フィードバックを介した電力のアップデ
ートは、タイムスロットごとに、または全体的な処理の遅れを伴って行われる。例えば、
式１で計算される差分電力ΔＤＰＣＨ＿ＲＳＣＰ（ｉ）は、ＤＰＣモードがゼロ（０）に
等しいときの値を表し、ここで、計算された差分電力値は、連続する２つのタイムスロッ
トの間隔に対する電力変化を表す。あるいは、ＤＰＣモードが１に等しい場合、式１は、
現在のタイムスロット（ｉ）と所定のいくつか前のタイムスロット、好ましくは３つ前の
タイムスロット（ｉ－３）との間の差分電力を判定するように修正される。
【００３２】
　ステップ１０５で、ダウンリンク電力が、測定ウインドウに渡る共通パイロットチャネ
ルＲＳＣＰ（ＣＰＩＣＨ＿ＲＳＣＰ）に基づいて測定される。ステップ１０６で、差分電
力ΔＣＰＩＣＨ＿ＲＳＣＰが、式２によって計算される。
【００３３】
　ΔＣＰＩＣＨ＿ＲＳＣＰ（ｉ）＝ＣＰＩＣＨ＿ＲＳＣＰ（ｉ）－ＣＰＩＣＨ＿ＲＳＣＰ
（ｉ－１）（ｄＢ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式２
　式２で計算される差分電力ΔＣＰＩＣＨ＿ＲＳＣＰ（ｉ）は、０に等しいＤＰＣモード
に基づき、ここで、計算された差分電力値は、連続する２つのタイムスロットの間隔に対
する電力変化を表す。１に等しいＤＰＣモードに対して、式２は、現在のタイムスロット
（ｉ）と所定の前のタイムスロット、好ましくは３つ前のタイムスロット（ｉ－３）との
間の差分電力を計算するように修正される。ステップ１０７で、内部ループ電力制御（Ｉ
ＬＰＣ）の刻み幅が判定される。ＩＬＰＣ刻み幅の推定については、図４を参照してさら
に詳しく述べる。
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【００３４】
　図３Ａのステップ１０８で、総差分電力値Ｄｅｌｔａ＿ｐｏｗｅｒ（ｉ）が、式３およ
び４に従って、差分ＤＰＣＨ＿ＲＳＣＰ、差分ＣＰＩＣＨ＿ＲＳＣＰ、およびＳｔｅｐＳ
ｉｚｅ＿ＩＬＰＣに基づいて計算される。式３は、送信電力が増大した従来のタイムスロ
ット中のＴＰＣコマンドを基地局が受信したときの総差分電力を計算するのに使われる。
式４は、送信電力が減少した従来のタイムスロット中のＴＰＣコマンドを基地局が受信し
たときの総差分電力を計算するのに使われる。式３と４の唯一の差は、ＩＬＰＣの刻み幅
が加算されるか、それとも電力変化値から差し引かれるかである。
【００３５】
　Ｄｅｌｔａ＿ｐｏｗｅｒ（ｉ）＝Ｄｅｌｔａ＿ｐｏｗｅｒ（ｉ－１）＋ΔＤＰＣＨ＿Ｒ
ＳＣＰ（ｉ）－ΔＣＰＩＣＨ＿ＲＳＣＰ（ｉ）－ＳｔｅｐＳｉｚｅ＿ＩＬＰＣ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式３
　Ｄｅｌｔａ＿ｐｏｗｅｒ（ｉ）＝Ｄｅｌｔａ＿ｐｏｗｅｒ（ｉ－１）＋ΔＤＰＣＨ＿Ｒ
ＳＣＰ（ｉ）－ΔＣＰＩＣＨ＿ＲＳＣＰ（ｉ）＋ＳｔｅｐＳｉｚｅ＿ＩＬＰＣ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式４
　ステップ１０９で、アルゴリズム１００は、Ｍａｘ＿ＰＤおよびＭｉｎ＿ＰＤバッファ
が、基地局による定格送信電力を示しているかどうか調べ、示している場合、アルゴリズ
ム１００は、ステップ１１１に続き、ここで、式５に示すように、値Ｄｅｌｔａ＿ｐｏｗ
ｅｒ（ｉ）を、Ｍａｘ＿ｐｏｗｅｒ＿ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ＿１にＳ
ｔｅｐＳｉｚｅ＿ＩＬＰＣが係数として乗じられているものと比較することによって、最
大電力が検出されるかどうか、値Ｄｅｌｔａ＿ｐｏｗｅｒ（ｉ）が調査される。
【００３６】
　Ｄｅｌｔａ＿ｐｏｗｅｒ（ｉ）＜－Ｍａｘ＿ｐｏｗｅｒ＿ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ＿ｔｈｒ
ｅｓｈｏｌｄ＿１＊ＳｔｅｐＳｉｚｅ＿ＩＬＰＣ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式５
式５によって、値Ｄｅｌｔａ＿ｐｏｗｅｒ（ｉ）が閾値未満の場合、ステップ１１２に示
すように、最大電力が検出されており、バッファ値Ｍａｘ＿ＰＤは、１にセットされ（Ｍ
ａｘ＿ＰＤ＝１）、値Ｈｏｌｄ＿Ｔａｒｇｅｔ＿ＳＩＲは１にセットされる。ステップ１
１１によって最大電力が検出されなかった場合、ステップ１１３、式６によって、最小電
力検出閾値Ｍｉｎ＿ｐｏｗｅｒ＿ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ＿１と突き合
わせて比較が行われる。
【００３７】
　Ｄｅｌｔａ＿ｐｏｗｅｒ（ｉ）＞Ｍｉｎ＿ｐｏｗｅｒ＿ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ＿ｔｈｒｅ
ｓｈｏｌｄ＿１＊ＳｔｅｐＳｉｚｅ＿ＩＬＰＣ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式６
ステップ１１３で、値Ｄｅｌｔａ＿ｐｏｗｅｒ（ｉ）が、Ｍｉｎ＿ｐｏｗｅｒ＿ｄｅｔｅ
ｃｔｉｏｎ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ＿１とＳｔｅｐＳｉｚｅ＿ＩＬＰＣの積より大きい場合
、最小電力が検出される。ステップ１１４で、最小電力が検出されると、バッファＭｉｎ
＿ＰＤおよびＨｏｌｄ＿Ｔａｒｇｅｔ＿ＳＩＲが１にセットされる。ステップ１１１、１
１３で最小電力の検出も最大電力の検出も行われなかった場合、測定ウインドウの索引は
、ステップ１１５で増分され、アルゴリズム１００は、ステップ１０３に戻り、そこから
続く。ステップ１１２または１１４で最大または最小ダウンリンク電力が検出された場合
、バッファ状態Ｍａｘ＿ＰＤ、Ｍｉｎ＿ＰＤ、およびＨｏｌｄ＿Ｔａｒｇｅｔ＿ＳＩＲに
おける変化が、ＯＬＰＣユニット２０に送られ、そうすることによって、目標ＳＩＲを、
その現在値に保つことができる。
【００３８】
　図３Ｂに示す、アルゴリズム１００の残りのステップは、ダウンリンク送信電力が定格
に戻ったかどうか検出するためのものである。ステップ１０９に戻ると、バッファ状態Ｍ
ａｘ＿ＰＤもＭｉｎ＿ＰＤも現時点でゼロに等しくない場合、ステップ１１６および１１
９が、こうしたバッファＭａｘ＿ＰＤ、Ｍｉｎ＿ＰＤのどちらが、１に等しい値を含むか
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判定するのに用いられる。ステップ１１６で、最大ダウンリンク電力が検出された（Ｍａ
ｘ＿ＰＤ＝１）かどうか、バッファＭａｘ＿ＰＤが調べられる。検出された場合、プロセ
スは、ステップ１１７に進み、式７に示すように、値Ｄｅｌｔａ＿ｐｏｗｅｒ（ｉ）が、
Ｍａｘ＿ｐｏｗｅｒ＿ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ＿２とＳｔｅｐＳｉｚｅ
＿ＩＬＰＣの積と突き合わせて比較される。
【００３９】
　Ｄｅｌｔａ＿ｐｏｗｅｒ（ｉ）＞－Ｍａｘ＿ｐｏｗｅｒ＿ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ＿ｔｈｒ
ｅｓｈｏｌｄ＿２＊ＳｔｅｐＳｉｚｅ＿ＩＬＰＣ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式７
比較の結果が真の場合、定格送信電力が検出されており、バッファ値Ｍａｘ＿ＰＤがゼロ
（０）にリセットされ、その結果、外部ループ電力制御に対する目標ＳＩＲの保持を解除
する（ステップ１１８）。
【００４０】
　ステップ１１７の比較が真でない場合、ステップ１１９が、最小ダウンリンク電力検出
が起きた（Ｍｉｎ＿ＰＤ＝１）かどうか調べ始める。送信電力の現在の状態が最小電力検
出である場合、式８に示すように、値Ｄｅｌｔａ＿ｐｏｗｅｒ（ｉ）が、Ｍｉｎ＿ｐｏｗ
ｅｒ＿ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ＿２と比較される（ステップ１２０）。
【００４１】
　Ｄｅｌｔａ＿ｐｏｗｅｒ（ｉ）＜Ｍｉｎ＿ｐｏｗｅｒ＿ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ＿ｔｈｒｅ
ｓｈｏｌｄ＿２＊ＳｔｅｐＳｉｚｅ＿ＩＬＰＣ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式８
式８の比較結果が真の場合、定格送信電力が検出され、バッファ値Ｍｉｎ＿ＰＤがゼロ（
０）にリセットされ、その結果、外部ループ電力制御に対する目標ＳＩＲの保持を解除す
る（ステップ１２１）。ただし、ステップ１２０の結果が真でない場合、測定ウインドウ
の索引がステップ１１５で増分され、アルゴリズム１００は、測定ウインドウの残りに対
して、ステップ１０３での開始を繰り返す。測定ウインドウ索引（ｉ）が、測定ウインド
ウの長さに対する最後の値に達し、ステップ１１１、１１３、１１７または１２０が、最
小電力、最大電力または定格送信電力の検出に失敗した場合、値Ｄｅｌｔａ＿ｐｏｗｅｒ
（ｉ）が０にリセットされ、新たな測定ウインドウのために初期化される。
【００４２】
　代替実施形態では、ダウンリンク電力検出は、ＲＳＣＰ測定値ではなく、ダウンリンク
ＤＰＣＨおよびＣＰＩＣＨ両方に対する隣接タイムスロットの間のＳＩＲ測定値（ｄＢ）
の差を用いて測定される。ＳＩＲ値は、ＲＳＣＰ／干渉の比に比例する（すなわち、ＳＩ
Ｒは、干渉電力とともに変化する）ので、アルゴリズム１００でのダウンリンク電力検出
には、ＲＳＣＰ値が好まれる。この代替手法において、総電力値Ｄｅｌｔａ＿ｐｏｗｅｒ
（ｉ）の計算は、送信電力が最小レベルにも最大レベルにもない場合、以下の式９に変換
される。
【００４３】
　Ｄｅｌｔａ＿ｐｏｗｅｒ（ｉ）＝［Ｄｅｌｔａ＿ｐｏｗｅｒ（ｉ－１）＋ΔＤＰＣＨ＿
ＳＩＲ（ｉ）－ΔＣＰＩＣＨ＿ＳＩＲ（ｉ）－（ＴＰＣ（ｉ－１））（ＳｔｅｐＳｉｚｅ
＿ＩＬＰＣ）］
　　　　　　　　　　　　　　　＝［Ｄｅｌｔａ＿ｐｏｗｅｒ（ｉ－１）＋（ＴＰＣ（ｉ
－１））（ＳｔｅｐＳｉｚｅ＿ＩＬＰＣ）］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式９
上式で、ＴＰＣコマンド値ＴＰＣは、正または負の１に等しい（ＴＰＣ＝１、－１）。
【００４４】
　図４は、アルゴリズム１００で用いられる、ループ間電力制御刻み幅を判定するアルゴ
リズム２００を示す。ステップ２０１で、１組の所定の実際のＩＬＰＣ刻み幅が確立され
る。この例では、ＩＬＰＣ刻み幅の組は、［０．５、１．１、１．５、２．０ＤＢ］であ
る。こうした刻み幅は、ＩＬＰＣ刻み幅の組にとって好ましい値であるが、この組は、４
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時的なＩＬＰＣ刻み幅が、式１０によって設定される。
【００４５】
　Ｔｅｍｐ＿ＳｔｅｐＳｉｚｅ＿ＩＬＰＣ＝｜Ｄｅｌｔａ＿ｐｏｗｅｒ（ｉ）｜／ｏｂｓ
ｅｒｖａｔｉｏｎ＿ｗｉｎｄｏｗ＿ｌｅｎｇｔｈ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式１０
　ステップ２０３で、現在のタイムスロットに対するＩＬＰＣ刻み幅の推定値が、式１１
を用いて計算され、この式で、推定値は、従来のタイムスロット、刻み幅アルファ係数ａ
ｌｐｈａ、およびステップ２０２から得た、一時的なＩＬＰＣ刻み幅Ｔｅｍｐ＿Ｓｔｅｐ
Ｓｉｚｅ＿ＩＬＰＣの推定値に基づく。
【００４６】
　ＳｔｅｐＳｉｚｅ＿ＩＬＰＣ（ｉ）＝（ａｌｐｈａ）（ＳｔｅｐＳｉｚｅ＿ＩＬＰＣ（
ｉ－１））＋（１－ａｌｐｈａ）（Ｔｅｍｐ＿ＳｔｅｐＳｉｚｅ＿ＩＬＰＣ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式１１
　ａｌｐｈａ係数は、新たな推定値の、単極低域フィルタを介したアップデートを数値で
表す。次に、ステップ２０４で、一時的なＩＬＰＣ刻み幅Ｔｅｍｐ＿ＳｔｅｐＳｉｚｅ＿
ＩＬＰＣとＩＬＰＣ刻み幅ＳｔｅｐＳｉｚｅ＿ＩＬＰＣ（ｉ）の推定値との間の差が、０
．２５という閾値と比較される。差が０．２５の未満、ＩＬＰＣ刻み幅ＳｔｅｐＳｉｚｅ
＿ＩＬＰＣ（ｉ）の推定値は、十分であるとみなされる（ステップ２０５）。ただし、差
が０．２５以上の場合、ＩＬＰＣ刻み幅の推定値は、ステップ２０６で、ステップ２０１
で確立されたセット中の可能なＩＬＰＣ刻み幅それぞれと比較される。ステップ２０６の
ための比較差分値Ｄｅｌｔａ＿ＳｔｅｐＳｉｚｅの計算が、式１２を用いてｋ回試みられ
る。
【００４７】
　Ｄｅｌｔａ＿ＳｔｅｐＳｉｚｅ＝｜Ｔｅｍｐ＿ＳｔｅｐＳｉｚｅ＿ＩＬＰＣ－Ｖａｌｕ
ｅ＿ＳｔｅｐＳｉｚｅ（ｋ）｜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式１２
上式で、ｋは、可能なＩＬＰＣ刻み幅の数を表す整数値であり、Ｖａｌｕｅ＿ＳｔｅｐＳ
ｉｚｅ（ｋ）は、可能なＩＬＰＣ刻み幅である。
【００４８】
　ＩＬＰＣ刻み幅の推定値の比較が、値の組の中の可能なＫ個のＩＬＰＣ刻み幅それぞれ
に対して行われると、ＩＬＰＣ刻み幅（ｉ）の最後の推定値が、値の組の中の可能な最も
近い値に設定される（ステップ２０７）。
【００４９】
　最小送信電力が検出されるか、または最大送信電力が検出されると、検出アルゴリズム
１００において定格送信電力が検出されるまで、その状況が保持される。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】従来のＵＭＴＳネットワークのシステムアーキテクチャの概観を示す図である。
【図２】本発明による、ダウンリンク電力制御の動的範囲を制限するＯＬＰＣを実施する
受信局を示すブロック図である。
【図３Ａ】送信電力検出アルゴリズムのための方法を示すフローチャートである。
【図３Ｂ】送信電力検出アルゴリズムのための方法を示すフローチャートである。
【図４】図３Ａおよび３Ｂに示すアルゴリズムで使われる、ＩＬＰＣ刻み幅の推定のため
の方法を示すフローチャートである。
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