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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　選択された送信チャネル（ＴｒＣＨ）の組合せでデータを搬送する符号化コンポジット
送信チャネル（ＣＣＴｒＣＨ）において、信号を送信する無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ
）の送信電力を制御する方法において、
　参照となる送信チャネルの組合せＴＦＣｒｅｆに対して参照ゲイン係数βｒｅｆを決定
するステップと、
　前記ＣＣＴｒＣＨ上でデータを送信するための送信チャネルの組合せＴＦＣｊを選択す
るステップと、
　前記選択された送信チャネルの組合せＴＦＣｊが前記参照となる送信チャネルの組合せ
ＴＦＣｒｅｆと同じでない場合、前記選択された送信チャネルの組合せＴＦＣｒｅｆに対
するゲイン係数βｊを使用するステップであって、前記ゲイン係数βｊは、
【数１】

となるように計算され、ただし、
【数２】
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であって、ＲＭｉは送信チャネルｉの半静的なレートマッチング属性、Ｎｉは送信チャネ
ルｉの無線フレームセグメンテーションブロックから出力されたビット数であり、ＴＦＣ
ｒｅｆ内のすべての送信チャネルｉについて合計を求め、
【数３】

であって、ＴＦＣｊ内のすべての送信チャネルｉについて合計を求め、

【数４】

であって、ＳＦｉは専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）ｉの拡散係数であり、ＴＦＣｒｅｆ内
で使用されるすべてのＤＰＣＨｉについて合計を求め、
【数５】

であって、ＴＦＣｊ内で使用するすべてのＤＰＣＨｉについて合計を求めるステップと、
　前記選択された送信チャネルの組合せＴＦＣｊを使用する前記コンポジットチャネル上
でデータ信号を送信するときに、前記選択された送信チャネルの組合せＴＦＣｊに対する
前記ゲイン係数βｊに基づいて、前記コンポジットチャネルの送信電力を調整するステッ
プと
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ゲイン係数βｊは、前記ＷＴＲＵによって計算されることを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　前記ゲイン係数βｊは、前記ＷＴＲＵの外部で計算され、前記送信電力の前記調整を基
礎においている前記ＷＴＲＵによって、前記ゲイン係数βｊを反映したデータのシグナリ
ングを受信するステップをさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ゲイン係数βｊは、量子化されたゲイン係数が、送信電力を調整するのに前記量子
化されたゲイン係数を適用する前記ＷＴＲＵへシグナリングされるように量子化されるこ
とを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ゲイン係数βｊは、量子化されたゲイン係数βｊ，ｑｕａｎｔｉｚｅｄを生成する
ために量子化され、

【数６】

であって、ここで、
【数７】

はｘより大きいかｘと等しい最小の整数を表すこと
　を特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
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　選択された送信チャネル（ＴｒＣＨ）の組合せで通信データを搬送する符号化コンポジ
ット送信チャネル（ＣＣＴｒＣＨ）において信号を送信するように構成された送信機と、
　前記送信機に関連付けられて動作可能であって、送信の調整を行うように構成されたプ
ロセッサとを備え、
　前記プロセッサは、前記ＣＣＴｒＣＨ上でデータを送信するために選択された送信チャ
ネルの組合せＴＦＣｊに対するゲイン係数βｊに基づいて、送信機電力制御の調整を行な
うよう構成され、前記選択された送信チャネルの組合せＴＦＣｊが、参照となる送信チャ
ネルの組合せＴＦＣｒｅｆと同じでない場合、前記選択された送信チャネルの組合せＴＦ
Ｃｊに対して使用される前記ゲイン係数βｊは、前記参照となる送信チャネルの組合せＴ
ＦＣｒｅｆに対して決定された参照ゲイン係数βｒｅｆに基づいており、
【数８】

であって、ただし、
【数９】

であって、ＲＭｉは送信チャネルｉの半静的なレートマッチング属性、Ｎｉは送信チャネ
ルｉの無線フレームセグメンテーションブロックから出力されたビット数であり、ＴＦＣ
ｒｅｆ内のすべての送信チャネルｉについて合計を求め、

【数１０】

であって、前記ＴＦＣｊ内のすべての送信チャネルｉについて合計を求め、
【数１１】

であって、ＳＦｉは専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）ｉの拡散係数であり、ＴＦＣｒｅｆ内
で使用するすべてのＤＰＣＨｉについて合計を求め、
【数１２】

であって、ＴＦＣｊ内で使用されるすべてのＤＰＣＨｉについて合計を求めること
　を特徴とする無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）。
【請求項７】
　前記ゲイン係数βｊは前記ＷＴＲＵによっては計算されず、
　前記ＷＴＲＵが前記送信電力の前記調整の基礎を置いている前記ゲイン係数βｊに関連
したデータのシグナリングを受信する受信機をさらに備えたことを特徴とする請求項６に
記載のＷＴＲＵ。
【請求項８】
　前記受信機は、前記ゲイン係数βｊの量子化された値を受信するように構成されており
、前記ＷＴＲＵは、前記量子化された値を適用して送信電力を調整するよう構成されてい
ることを特徴とする請求項６に記載のＷＴＲＵ。
【請求項９】
　選択された送信チャネル（ＴｒＣＨ）の組合せで通信データを搬送する符号化コンポジ
ット送信チャネル（ＣＣＴｒＣＨ）において、信号を送信する送信ユニットの送信電力制
御を支援するように構成された無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、前記送信ユニ
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ットは前記ＷＴＲＵによって決定されたゲイン係数の関数として、送信電力調整を行うよ
うに構成されており、
　前記ＣＣＴｒＣＨ上の選択された送信チャネルの組合せＴＦＣｊで、前記送信ユニット
によって送信された通信信号を受信するように構成された受信機と、
　前記ＣＣＴｒＣＨ上で受信した前記選択されたチャネルの組合せに対するゲイン係数β
ｊを決定するよう構成されたプロセッサであって、前記選択された送信チャネルの組合せ
ＴＦＣｊが参照となる送信チャネルの組合せＴＦＣｒｅｆである場合は、前記ゲイン係数
βｊは参照ゲイン係数βｒｅｆとなるように決定され、それ以外の場合は
【数１３】

となるよう決定され、ただし、
【数１４】

であって、ＲＭｉは送信チャネルｉの半静的なレートマッチング属性、Ｎｉは送信チャネ
ルｉの無線フレームセグメンテーションブロックから出力されたビット数であり、ＴＦＣ
ｒｅｆ内のすべての送信チャネルｉについて合計を求め、
【数１５】

であって、前記ＴＦＣｊ内のすべての送信チャネルｉについて合計を求め、
【数１６】

であって、ＳＦｉは専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）ｉの拡散係数であり、ＴＦＣｒｅｆ内
で使用するすべてのＤＰＣＨｉについて合計を求め、

【数１７】

であって、ＴＦＣｊ内で使用されるすべてのＤＰＣＨｉについて合計を求めるよう構成さ
れたプロセッサと、
　前記ゲイン係数βｊを反映するデータを前記送信ユニットに送信し、前記送信ユニット
はそれに基づいて送信電力調整を行うことができるよう構成された送信機と
　を備えたことを特徴とするＷＴＲＵ。
【請求項１０】
　前記送信ユニットは、前記ＷＴＲＵによって計算されたターゲットメトリックスの関数
として送信電力調整を行うように構成されており、
　前記ＷＴＲＵは、
　前記ＣＣＴｒＣＨ上で受信した信号に基づいてターゲットメトリックスを計算するよう
に構成され、前記送信機と関連付けられて動作可能なプロセッサであって、前記計算され
たターゲットメトリックスデータが前記送信ユニットに送信されて、前記送信ユニットが
それに基づいて送信電力調整を行うことができるプロセッサをさらに備えたことを特徴と
する請求項９に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１１】
　前記プロセッサは、前記ゲイン係数βｊを量子化するように構成され、前記送信機は前
記量子化されたゲイン係数βｊを前記送信ユニットに送信するように構成されることを特
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【請求項１２】
　前記プロセッサは、量子化されたゲイン係数βｊ，ｑｕａｎｔｉｚｅｄが、
【数１８】

となるよう決定されるように、前記ゲイン係数βｊを量子化するよう構成され、ただし、
【数１９】

はｘより大きいかｘと等しい最小の整数を表す
　ことを特徴とする請求項１１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１３】
　前記送信ユニットは、前記ＷＴＲＵによって計算されたターゲットメトリックスの関数
として送信電力調整を行うように構成されており、
　前記ＷＴＲＵは、
　前記ＣＣＴｒＣＨ上で受信したデータ信号に基づいて前記ターゲットメトリックスを計
算するように構成され、前記送信機と関連付けられて動作可能なプロセッサであって、前
記計算されたターゲットメトリックスデータは前記送信ユニットに送信されて、前記送信
ユニットはそれに基づいて送信電力調整を行うことができるプロセッサをさらに備えたこ
とを特徴とする請求項１１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１４】
　符号化コンポジット送信チャネル（ＣＣＴｒＣＨ）の選択された物理送信設定に対して
選択された送信チャネル（ＴｒＣＨ）の組合せでデータを搬送する前記ＣＣＴｒＣＨにお
ける通信信号を送信する無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）に対して、送信電力を制御する
方法であって、送信フォーマット組合せ（ＴＦＣ）はすべての物理設定に対して定義され
た前記ＣＣＴｒＣＨの予め定義された一式のフォーマットチャネル組合せのそれぞれに関
連付けられており、
　前記ＣＣＴｒＣＨの第１の物理送信設定に対して選択された送信チャネルの組合せで、
前記ＣＣＴｒＣＨにおいて通信信号を送信するステップと、
　前記ＣＣＴｒＣＨの前記第１の物理送信設定に対して、関連付けられたゲイン係数βｒ
ｅｆ１を有している、参照となる送信チャネルの組合せＴＦＣｒｅｆ１を決定するステッ
プと、
　前記ＣＣＴｒＣＨの前記第１の物理送信設定に対して前記選択された送信チャネルの組
合せの通信信号のゲイン係数βに基づいて、送信電力を調整するステップであって、前記
ゲイン係数βは、前記ＣＣＴｒＣＨの前記第１の物理送信設定に対する前記選択された送
信チャネルの組合せおよび前記参照となる送信チャネルの組合せＴＦＣｒｅｆ１の拡散係
数に基づいて決定されるステップと、
　前記ＣＣＴｒＣＨの第２の物理送信設定に対する選択された送信チャネルの組合せで前
記信号を送信するために、前記ＣＣＴｒＣＨにおける通信信号の前記送信を再構成するス
テップと、
　前記フォワードコンポジットチャネルの前記第２の物理送信設定に対して、関連付けら
れたゲイン係数βｒｅｆ２を有している、参照となる送信チャネルの組合せＴＦＣｒｅｆ
２を決定するステップであって、前記ゲイン係数βｒｅｆ２は、
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【数２０】

となるように選択され、ただし、
【数２１】

であって、ＳＦｉは前記第１の物理送信設定による専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）ｉの拡
散係数であり、ＴＦＣｒｅｆ１で使用されるすべてのＤＰＣＨｉについて合計を求め、さ
らに、
【数２２】

であって、ＳＦｉは前記第２の物理送信設定による専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）ｉの拡
散係数であり、ＴＦＣｒｅｆ２で使用されるすべてのＤＰＣＨｉについて合計を求めるス
テップと、
　前記ＣＣＴｒＣＨの前記第２の物理送信設定に対する前記選択された送信チャネルの組
合せにおける通信信号のゲイン係数β’に基づいて、送信電力を調整するステップであっ
て、前記ゲイン係数β’は、前記ＣＣＴｒＣＨの前記第２の物理送信設定に対する前記選
択されたチャネルの組合せおよび前記参照となる送信チャネルの組合せＴＦＣｒｅｆ２の
拡散係数に基づいて決定されるステップと
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項１５】
　前記第１の物理送信チャネル設定および第２の物理送信チャネル設定に対して同様のパ
ンクチャリング／繰り返しをもたらす共通のＴＦＣが識別され、前記共通のＴＦＣは前記
参照となるチャネルの組合せＴＦＣｒｅｆ１であり、さらに前記参照となるチャネルの組
合せＴＦＣｒｅｆ２でもあるように決定されることを特徴とする請求項１４に記載の方法
。
【請求項１６】
　前記参照となるチャネルの組合せＴＦＣｒｅｆ２は、前記第１の物理送信設定に対して
前記参照となるチャネルの組合せＴＦＣｒｅｆ１がもたらすパンクチャリング／繰り返し
と比較した場合に、前記第２の物理送信設定に対して同様のパンクチャリング／繰り返し
をもたらすＴＦＣを識別することによって決定されることを特徴とする請求項１４に記載
の方法。
【請求項１７】
　前記参照となるチャネルの組合せＴＦＣｒｅｆ２は、前記参照となるチャネルの組合せ
ＴＦＣｒｅｆ１と異なるＴＦＣになるように選択され、前記ゲイン係数βｒｅｆ２は、
【数２３】

となるように選択され、ただし、
【数２４】

であって、ＲＭｉは送信チャネルｉの半静的なレートマッチング属性、Ｎｉは送信チャネ
ルｉの無線フレームセグメンテーションブロックから出力されたビット数であり、前記第
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、
【数２５】

であって、ＲＭｉは送信チャネルｉの半静的なレートマッチング属性、Ｎｉは送信チャネ
ルｉの無線フレームセグメンテーションブロックから出力されたビット数であり、前記第
２の物理送信設定によるＴＦＣｒｅｆ２内のすべての送信チャネルｉについて合計を求め
、

【数２６】

であって、ＳＦｉは前記第１の物理送信設定による専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）ｉの拡
散係数であり、ＴＦＣｒｅｆ１内で使用されるすべてのＤＰＣＨｉについて合計を求め、

【数２７】

であって、ＳＦｉは前記第２の物理送信設定による専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）ｉの拡
散係数であり、ＴＦＣｒｅｆ２内で使用されるすべてのＤＰＣＨｉについて合計を求める
　ことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ＣＣＴｒＣＨの前記第１の物理送信設定に対してデータを送信するためにｊ番目の
送信チャネルの組合せＴＦＣｊが選択され、送信電力は、βｊ＝Ｘ＊βｒｅｆ１となるゲ
イン係数βｊに基づいて調整され、ここで、Ｘは前記ＣＣＴｒＣＨの前記第１の物理送信
設定に対するＴＦＣｊおよびＴＦＣｒｅｆ１の拡散係数に基づいており、
　前記ＣＣＴｒＣＨの前記第２の物理送信設定に対してデータを送信するためにｋ番目の
送信チャネルの組合せＴＦＣｋが選択され、送信電力は、前記選択されたチャネルの組合
せに対してβｋ＝Ｘ’＊βｒｅｆ２となるように計算されたゲイン係数βｋに基づいて調
整され、ここで、Ｘ’は前記ＣＣＴｒＣＨの前記第２の物理送信設定に対してＴＦＣｋお
よびＴＦＣｒｅｆ２の拡散係数に基づいていること
　を特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第１の物理送信設定および第２の物理送信設定に対して同様のパンクチャリング／
繰り返しをもたらす共通のＴＦＣが識別され、前記共通のＴＦＣは前記参照となるチャネ
ルの組合せＴＦＣｒｅｆ１であり、さらに前記参照となるチャネルの組合せＴＦＣｒｅｆ
２でもあるように決定されることを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記参照となるチャネルの組合せＴＦＣｒｅｆ２は、前記第１の物理送信設定に対して
前記参照となるチャネルの組合せＴＦＣｒｅｆ１がもたらすパンクチャリング／繰り返し
と比較した場合に、前記第２の物理送信設定に対して同様のパンクチャリング／繰り返し
をもたらすＴＦＣを識別することによって決定されることを特徴とする請求項１８に記載
の方法。
【請求項２１】
　前記参照となるチャネルの組合せＴＦＣｒｅｆ２は、前記参照となるチャネルの組合せ
ＴＦＣｒｅｆ１と異なるＴＦＣになるように選択され、前記ゲイン係数βｒｅｆ２は、
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【数２８】

となるように選択され、ただし、
【数２９】

であって、ＲＭｉは送信チャネルｉの半静的なレートマッチング属性、Ｎｉは送信チャネ
ルｉの無線フレームセグメンテーションブロックから出力されたビット数であり、前記第
１の物理送信設定によるＴＦＣｒｅｆ１内のすべての送信チャネルｉについて合計を求め
、
【数３０】

であって、ＲＭｉは送信チャネルｉの半静的なレートマッチング属性、Ｎｉは送信チャネ
ルｉの無線フレームセグメンテーションブロックから出力されたビット数であり、前記第
２の物理送信設定によるＴＦＣｒｅｆ２内のすべての送信チャネルｉについて合計を求め
、
【数３１】

であって、ＳＦｉは前記第１の物理送信設定に関する専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）ｉの
拡散係数であり、ＴＦＣｒｅｆ１内で使用されるすべてのＤＰＣＨｉについて合計を求め
、
【数３２】

であって、ＳＦｉは前記第２の物理送信設定に関する専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）ｉの
拡散係数であり、ＴＦＣｒｅｆ２内で使用されるすべてのＤＰＣＨｉについて合計を求め
ること
　を特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２２】
　前記ゲイン係数βｊは、

【数３３】

となるように計算され、ただし、
【数３４】

であって、ＲＭｉは送信チャネルｉの半静的なレートマッチング属性、Ｎｉは送信チャネ
ルｉの無線フレームセグメンテーションブロックから出力されたビット数であり、ＴＦＣ
ｒｅｆ１内のすべての送信チャネルｉについて合計を求め、
【数３５】
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であって、ＴＦＣｊ内のすべての送信チャネルｉについて合計を求め、
【数３６】

であって、ＳＦｉは専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）ｉの拡散係数であり、ＴＦＣｒｅｆ１
内で使用されるすべてのＤＰＣＨｉについて合計を求め、

【数３７】

であって、ＴＦＣｊ内で使用されるすべてのＤＰＣＨｉについて合計を求め、
　前記ゲイン係数βｋは、
【数３８】

となるように計算され、ただし
【数３９】

であって、ＲＭｉは送信チャネルｉの半静的なレートマッチング属性、Ｎｉは送信チャネ
ルｉの無線フレームセグメンテーションブロックから出力されたビット数であり、ＴＦＣ
ｒｅｆ２内のすべての送信チャネルｉについて合計を求め、
【数４０】

であって、ＴＦＣｋ内のすべての送信チャネルｉについて合計を求め、

【数４１】

であって、ＳＦｉは専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）ｉの拡散係数であり、ＴＦＣｒｅｆ２
内で使用されるすべてのＤＰＣＨｉについて合計を求め、
【数４２】

であって、ＴＦＣｋ内で使用されるすべてのＤＰＣＨｉについて合計を求めること
　を特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２３】
　符号化コンポジット送信チャネル（ＣＣＴｒＣＨ）の選択された物理送信設定に対して
選択された送信チャネルの組合せでデータを搬送する前記ＣＣＴｒＣＨにおいて、通信信
号を送信するように構成された送信機であって、送信フォーマット組合せ（ＴＦＣ）が、
すべての物理設定に対して定義された前記ＣＣＴｒＣＨの予め定義された一式のフォーマ
ットチャネル組合せのそれぞれに関連付けられている送信機と、
　前記ＣＣＴｒＣＨの前記選択された物理送信設定に対して参照となる送信チャネルの組
合せに対して決定されたゲイン係数に基づいて、送信電力調整を行なうように構成された
プロセッサとを備え、
　前記送信機は、前記ＣＣＴｒＣＨにおける通信信号の送信を、前記ＣＣＴｒＣＨの第１
の物理送信設定に対する第１の選択されたチャネルの組合せによる送信から、前記ＣＣＴ
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再構成するように構成されていることと、
　前記プロセッサは、前記ＣＣＴｒＣＨの前記第１の物理送信設定に対する前記第１の選
択された送信チャネルの組合せによる通信信号の送信電力を調整するためのゲイン係数β
を選択するように構成され、前記ゲイン係数βは、前記ゲイン係数βが前記ＣＣＴｒＣＨ
の前記第１の物理送信設定に対する前記第１の選択されたチャネルの組合せおよび関連付
けられたゲイン係数βｒｅｆ１を有する参照となる送信チャネルの組合せＴＦＣｒｅｆ１
の拡散係数に基づいて決定され、
　前記プロセッサは、前記ＣＣＴｒＣＨの前記第２の物理送信設定に対する前記第２の選
択された送信チャネルの組合せによる通信信号の送信電力を調整するためのゲイン係数β
´を選択するように構成され、前記ゲイン係数β´は前記ＣＣＴｒＣＨの前記第２の物理
送信構成に対する前記第２の選択されたチャネルの組合せおよび関連付けられたゲイン係
数βｒｅｆ２を有する参照となる送信チャネルの組合せＴＦＣｒｅｆ２の拡散係数に基づ
いて決定され、前記ゲイン係数βｒｅｆ２を、

【数４３】

となるよう選択され、ただし、
【数４４】

であって、ＳＦｉは前記第１の物理送信設定による専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）ｉの拡
散係数であり、ＴＦＣｒｅｆ１で使用するすべてのＤＰＣＨｉについて合計を求め、さら
に、
【数４５】

であって、ＳＦｉは前記第２の物理送信設定による専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）ｉの拡
散係数であり、ＴＦＣｒｅｆ２で使用するすべてのＤＰＣＨｉについて合計を求めること
　を特徴とする無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）。
【請求項２４】
　前記プロセッサは、前記第１の物理送信設定および第２の物理送信設定において同様の
パンクチャリング／繰り返しをもたらす共通のＴＦＣを識別し、ならびに、前記共通のＴ
ＦＣを前記参照となるチャネルの組合せＴＦＣｒｅｆ１として、および前記参照となるチ
ャネルの組合せＴＦＣｒｅｆ２としても選択するように構成されたことを特徴とする請求
項２３に記載のＷＴＲＵ。
【請求項２５】
　前記プロセッサは、前記第１の物理送信設定に対して参照となるチャネルの組合せＴＦ
Ｃｒｅｆ１がもたらすパンクチャリング／繰り返しと比較した場合に、前記第２の物理送
信設定に対して同様のパンクチャリング／繰り返しをもたらすＴＦＣを識別することによ
って、前記参照となるチャネルの組合せＴＦＣｒｅｆ２を選択するよう構成されたこと特
徴とする請求項２３に記載のＷＴＲＵ。
【請求項２６】
　前記プロセッサは、前記参照となるチャネルの組合せＴＦＣｒｅｆ２を前記参照となる
チャネルの組合せＴＦＣｒｅｆ１と異なるＴＦＣになるように選択し、前記ゲイン係数β
ｒｅｆ２を、
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【数４６】

となるよう計算するように構成され、ただし、
【数４７】

であって、ＲＭｉは送信チャネルｉの半静的なレートマッチング属性、Ｎｉは送信チャネ
ルｉの無線フレームセグメンテーションブロックから出力されたビット数であり、前記第
１の物理送信設定によるＴＦＣｒｅｆ１内のすべての送信チャネルｉについて合計を求め
、
【数４８】

であって、ＲＭｉは送信チャネルｉの半静的なレートマッチング属性、Ｎｉは送信チャネ
ルｉの無線フレームセグメンテーションブロックから出力されたビット数であり、前記第
２の物理送信設定によるＴＦＣｒｅｆ２内のすべての送信チャネルｉについて合計を求め
、
【数４９】

であって、ＳＦｉは前記第１の物理送信設定による専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）ｉの拡
散係数であり、ＴＦＣｒｅｆ１内で使用されるすべてのＤＰＣＨｉについて合計を求め、
【数５０】

であって、ＳＦｉは前記第２の物理送信設定による専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）ｉの拡
散係数であり、ＴＦＣｒｅｆ２内で使用されるすべてのＤＰＣＨｉについて合計を求める
こと
　を特徴とする請求項２３に記載のＷＴＲＵ。
【請求項２７】
　ｊ番目のチャネルの組合せＴＦＣｊは、前記ＣＣＴｒＣＨ上でデータを送信するための
前記選択されたチャネルの組合せであり、前記プロセッサは、前記選択されたチャネルの
組合せＴＦＣｊに対して、βｊ＝Ｘ×βｒｅｆとなるようなゲイン係数βｊを選択するよ
うに構成されており、ここで、Ｘは選択的に計算された変数であって、βｒｅｆは前記第
１の物理送信に対してβｒｅｆ１であり前記第２の物理送信に対してβｒｅｆ２であるこ
とを特徴とする請求項２３に記載のＷＴＲＵ。
【請求項２８】
符号化コンポジット送信チャネル（ＣＣＴｒＣＨ）の選択された物理送信設定に対して選
択された送信チャネルの組合せでデータを搬送する前記ＣＣＴｒＣＨにおいて、通信信号
を送信する無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）の送信電力を制御する方法であって、前記送
信チャネルは前記ＣＣＴｒＣＨの異なる物理設定に対応する異なる拡散係数を有すること
が可能であり、送信フォーマットの組合せ（ＴＦＣ）が、すべての物理送信設定に対して
定義された前記ＣＣＴｒＣＨの予め定義された一式のフォーマットチャネルの組合せのそ
れぞれに関連付けられており、前記ＷＴＲＵは、前記ＣＣＴｒＣＨ上で受信した信号に基
づいて計算されたターゲットメトリックスの関数として、および、前記ＣＣＴｒＣＨの前
記選択された物理送信設定に対して、参照となるチャネルの組合せに基づくゲイン係数の
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関数として、送信電力調整を行うように構成されており、前記方法は、
　前記ＣＣＴｒＣＨに対して、関連付けられたゲイン係数βｒｅｆを有する参照となる送
信チャネルの組合せＴＦＣｒｅｆを決定するステップと、
　前記ＣＣＴｒＣＨの第１の物理送信設定に対して選択された送信チャネルの組合せで前
記ＣＣＴｒＣＨにおいて通信信号を送信するステップと、
　前記ＣＣＴｒＣＨの前記第１の物理送信設定に対して、前記選択された送信チャネルの
組合せによる通信信号の送信電力を調整するためのゲイン係数βを決定するために、前記
ＣＣＴｒＣＨの前記参照となる送信チャネルの組合せＴＦＣｒｅｆを使用するステップと
、
　前記ＣＣＴｒＣＨの前記第１の物理送信設定に対して、前記ＣＣＴｒＣＨ上で受信した
前記データ信号に基づいて計算された信号対干渉比（ＳＩＲ）ターゲットメトリックスの
関数として、送信電力調整を行うステップと、
　更新されたＳＩＲターゲットメトリックスＳＩＲ＿ｔａｒｇｅｔｎｅｗに基づいて、前
記チャネル送信電力を調整するとともに、前記ＣＣＴｒＣＨにおける前記通信信号の送信
を、前記ＣＣＴｒＣＨの第２の物理送信設定に対して選択された送信チャネルの組合せで
前記信号を送信するように再構成するステップであって、前記ＳＩＲ＿ｔａｒｇｅｔｎｅ

ｗは、
【数５１】

となるように計算され、ここで、
ＳＩＲ＿ｔａｒｇｅｔｏｌｄは前記ＣＣＴｒＣＨの第１の物理送信設定に対して送信電力
調整を行うために最新に使用されたターゲットメトリックスであり、
【数５２】

であって、ＳＦｉは前記第１の物理送信設定による専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）ｉの拡
散係数であり、ＴＦＣｒｅｆで使用されるすべてのＤＰＣＨｉについて合計が求められ、
さらに、
【数５３】

であって、ＳＦｉは前記第２の物理送信設定に対する専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）ｉの
拡散係数であり、ＴＦＣｒｅｆで使用されるすべてのＤＰＣＨｉについて合計が求められ
るステップと
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２９】
　前記ＣＣＴｒＣＨの第１の物理送信設定に対して、データを送信するためにｊ番目の送
信チャネルの組合せＴＦＣｊが選択され、ゲイン係数βｊが前記選択されたチャネルの組
合せに対してβｊ＝Ｘ＊βｒｅｆとなるように選択され、ここで、Ｘは前記ＣＣＴｒＣＨ
の前記第１の物理送信設定に対して、ＴＦＣｊおよびＴＦＣｒｅｆの拡散係数に基づいて
いることと、
　前記ＣＣＴｒＣＨの第２の物理送信設定に対して、データを送信するためにｋ番目の送
信チャネルの組合せＴＦＣｋが選択され、ゲイン係数βｋが前記選択されたチャネルの組
合せに対してβｋ＝Ｘ’＊βｒｅｆとなるように選択され、ここで、Ｘ’は前記ＣＣＴｒ
ＣＨの前記第２の物理送信設定に対して、ＴＦＣｋおよびＴＦＣｒｅｆの拡散係数に基づ
いていること
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　を特徴とする請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記ゲイン係数βｊは、
【数５４】

となるように計算され、ただし、
【数５５】

であって、ＲＭｉは送信チャネルｉの半静的なレートマッチング属性、Ｎｉは送信チャネ
ルｉの無線フレームセグメンテーションブロックから出力されたビット数であり、ＴＦＣ
ｒｅｆ内のすべての送信チャネルｉについて合計を求め、

【数５６】

であって、前記ＴＦＣｊ内のすべての送信チャネルｉについて合計を求め、
【数５７】

であって、ＳＦｉは前記第１の物理送信設定に対する専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）ｉの
拡散係数であり、ＴＦＣｒｅｆ内で使用されるすべてのＤＰＣＨｉについて合計を求め、
【数５８】

であって、前記第１の物理送信設定に対してＴＦＣｊ内で使用されるすべてのＤＰＣＨｉ
について合計を求め、
　前記ゲイン係数βｋは、
【数５９】

となるように計算され、ただし、

【数６０】

であって、ＲＭｉは送信チャネルｉの半静的なレートマッチング属性、Ｎｉは送信チャネ
ルｉの無線フレームセグメンテーションブロックから出力されたビット数であり、ＴＦＣ
ｒｅｆ内のすべての送信チャネルｉについて合計を求め、
【数６１】

であって、ＴＦＣｋ内のすべての送信チャネルｉについて合計を求め、
【数６２】
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であって、ＳＦｉは前記第２の物理送信設定に対する専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）ｉの
拡散係数であり、ＴＦＣｒｅｆ内で使用されるすべてのＤＰＣＨｉについて合計を求め、
【数６３】

であって、前記第２の物理送信設定に対してＴＦＣｋ内で使用するすべてのＤＰＣＨｉに
ついて合計を求めること
　を特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　符号化コンポジット送信チャネル（ＣＣＴｒＣＨ）の選択された物理送信設定に対して
選択された送信チャネルの組合せでデータを搬送する前記ＣＣＴｒＣＨにおいて、通信信
号を送信するように構成された送信機であって、前記送信チャネルは前記ＣＣＴｒＣＨの
異なる物理設定に対応する異なる拡散係数を有することが可能であり、送信フォーマット
の組合せ（ＴＦＣ）が、すべての物理送信設定に対して定義された前記ＣＣＴｒＣＨの予
め定義された一式のフォーマットチャネルの組合せのそれぞれに関連付けられている送信
機と、
　前記ＣＣＴｒＣＨ上で受信された前記通信信号に基づいて計算された信号対干渉比（Ｓ
ＩＲ）ターゲットメトリックスの関数として、および、前記ＣＣＴｒＣＨの前記選択され
た物理送信設定に対して、関連付けられたゲイン係数βｒｅｆを有する参照となる送信チ
ャネルの組合せＴＦＣｒｅｆに基づいたゲイン係数の関数として、送信電力調整を行なう
ように構成されたプロセッサとを備え、
　前記プロセッサが、更新されたＳＩＲターゲットメトリックスＳＩＲ＿ｔａｒｇｅｔｎ

ｅｗに基づいて、前記チャネル送信電力を調整するとともに、前記送信機は、前記ＣＣＴ
ｒＣＨにおける通信信号の送信を、前記ＣＣＴｒＣＨの第１の物理送信設定に対する第１
の選択された送信チャネルの組合せによる送信から、前記ＣＣＴｒＣＨの第２の物理送信
設定に対する第２の選択された送信チャネルの組合せによる送信へ、再構成するように構
成されており、前記ＳＩＲ＿ｔａｒｇｅｔｎｅｗは、
【数６４】

であって、ただし、
ＳＩＲ＿ｔａｒｇｅｔｏｌｄは前記ＣＣＴｒＣＨの第１の物理送信設定に対して送信電力
調整を行うのに最新に使用されたターゲットメトリックスであり、
【数６５】

であって、ＳＦｉは前記第１の物理送信設定による専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）ｉの拡
散係数であり、ＴＦＣｒｅｆで使用されるすべてのＤＰＣＨｉについて合計が求められ、
さらに、
【数６６】

であって、ＳＦｉは前記第２の物理送信設定による専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）ｉの拡
散係数であり、ＴＦＣｒｅｆで使用されるすべてのＤＰＣＨｉについて合計が求められる
こと
　を特徴とする無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）。
【請求項３２】
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　前記ＣＣＴｒＣＨの選択された送信チャネルの組合せによる通信信号の送信電力を調整
するためのゲイン係数βを決定するために、前記プロセッサは、前記ＣＣＴｒＣＨの前記
参照となる送信チャネルの組合せＴＦＣｒｅｆを使用するようにさらに構成されることを
特徴とする請求項３１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項３３】
　前記プロセッサは、前記ＣＣＴｒＣＨに関する現在の物理送信設定に対して、データを
送信するためにｊ番目の送信チャネルの組合せＴＦＣｊが選択された場合、前記選択され
た送信チャネルの組合せに対してβｊ＝Ｘ＊βｒｅｆとなるようゲイン係数βｊが選択さ
れるように構成されており、ここで、Ｘは前記ＣＣＴｒＣＨの現在の物理送信設定に対し
て、ＴＦＣｊおよびＴＦＣｒｅｆの拡散係数に基づいていることを特徴とする請求項３２
に記載のＷＴＲＵ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信の送信電力を制御する装置および方法に関し、特に、同時に送信さ
れる複数のチャネルを使用して無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ：ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｔｒ
ａｎｓｍｉｔ　ｒｅｃｅｉｖｅ　ｕｎｉｔｓ）間に無線通信を実装する通信システムに関
する。送信電力制御のコンテクストにおいて、物理チャネルを再構成するためのゲイン係
数と調整の決定に対処する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信システムは当業者には周知である。一般に、こうしたシステムは、通信ステー
ション（ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｓｔａｔｉｏｎｓ）、すなわち相互間で無線通信
信号を送信および受信する無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）で構成されている。シス
テムのタイプによって、通信ステーションは通常は基地局と加入者ＷＴＲＵ（モバイルユ
ニットを含む）の２種類のいずれかである。
【０００３】
　無線システムのグローバルな接続性を提供するために、標準規格が作成され、実装され
ている。現在普及している１つの標準規格は、Global System for Mobile Telecommunica
tions（ＧＳＭ）として知られている。これは、いわゆる第２世代モバイル無線システム
標準（Second Generation mobile radio system standard）（２Ｇ）と見なされており、
後にはその改訂版（２．５Ｇ）が続いている。ＧＰＲＳ（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ
　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）とＥＤＧＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　ｒａｔｅｓ
　ｆｏｒ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）は、（２Ｇ）ＧＳＭネットワークで最上
位の比較的高速のデータサービスを提供する、２．５Ｇ技術の具体的例である。こうした
標準のそれぞれには、先行する標準規格を改善するために、機能の追加と強化が求められ
ている。１９９８年１月に、European Telecommunications Standard Institute-Special
 Mobile Group（ＥＴＳＩ　ＳＭＧ）は、Universal Mobile Telecommunications Systems
（ＵＭＴＳ）と呼ばれる第３世代無線システムの無線アクセススキーマに合意した。ＵＭ
ＴＳ標準の高度な実装のために、１９９８年１２月に第３世代パートナーシッププロジェ
クト（３ＧＰＰ：Ｔｈｉｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏ
ｊｅｃｔ）が結成された。３ＧＰＰは、一般的な第３世代モバイル無線標準規格への取り
組みを続けている。
【０００４】
　現在の３ＧＰＰ仕様による一般的なＵＭＴＳシステムが図１に示されている。ＵＭＴＳ
のネットワークアーキテクチャには、Ｉｕとして知られるインターフェースを介してＵＴ
ＲＡＮ（ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ）と相互接続されるコアネットワーク（ＣＮ：Ｃｏｒｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）が含まれる
。Ｉｕインターフェースは、現在公的に入手可能な３ＧＰＰ仕様のドキュメントで詳細に
定義されている。ＵＴＲＡＮは、３ＧＰＰではユーザ装置（ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐ
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ｍｅｎｔ）として知られる無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）を介してＵｕとして知られる
無線インターフェース経由でユーザに無線通信サービスを提供するように構成されている
。ＵＴＲＡＮは、１つまたは複数の無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ：Ｒａｄｉｏ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）および３ＧＰＰではＮｏｄｅ　Ｂとして知ら
れる基地局を備えており、全体としてＵＥによる無線通信の地理上のカバリッジを提供す
る。１つまたは複数のＮｏｄｅ　Ｂは、３ＧＰＰではＩｕｂとして知られるインターフェ
ースを経由してそれぞれのＲＮＣに接続する。ＵＴＲＡＮには、異なるＲＮＣに接続する
Ｎｏｄｅ　Ｂのいくつかのグループが含まれていてもよい。例えば、図１の例には２つの
グループが示されている。ＵＴＲＡＮに複数のＲＮＣが提供されている場合に、ＲＮＣ間
の通信はＩｕｒインターフェースを経由して行われる。
【０００５】
　ネットワークコンポーネントの外部の通信は、ユーザレベルではＮｏｄｅ　Ｂによって
Ｕｕインターフェースを介して行われ、ネットワークレベルではＣＮによって外部システ
ムへの様々なＣＮ接続を介して行われる。
【０００６】
　ＣＮは、情報をその正しいあて先にルーティングする役割を果たす。例えば、ＣＮはＮ
ｏｄｅ　Ｂのいずれかを介してＵＭＴＳが受信するＵＥからの音声トラフィックを公衆交
換電話網（ＰＳＴＮ）にルーティングしてもよいし、インターネットに割り当てられたパ
ケットデータにルーティングしてもよい。３ＧＰＰにおいて、ＣＮは、１）サービング（
ｓｅｒｖｉｎｇ）Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＧＰＲ
Ｓ）サポートノード、２）ゲートウェイＧＰＲＳサポートノード、３）（ｂｏｒｄｅｒ　
ｇａｔｅｗａｙ）、４）ＶＬＲ（ｖｉｓｉｔｏｒ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｒｅｇｉｓｔｅｒ
）、５）移動通信交換局、６）ゲートウェイ移動通信交換局（ｇａｔｅｗａｙ　ｍｏｂｉ
ｌｅ　ｓｅｒｖｉｃｅｓ　ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　ｃｅｎｔｅｒ）の６つの主要コンポーネ
ントを備えている。サービングＧＰＲＳサポートノードを使用すると、インターネットな
どのパケット交換ドメインにアクセスできる。ゲートウェイＧＰＲＳサポートノードは、
他のネットワークに接続するためのゲートウェイノードである。他のオペレータのネット
ワークまたはインターネットに送信されるすべてのデータトラフィックは、ゲートウェイ
ＧＰＲＳサポートノードを通過する。ボーダーゲートウェイは、ファイアウォールとして
動作し、ネットワーク外部からの侵入者によるネットワーク領域内の加入者への攻撃を防
止する。ＶＬＲは、サービスを提供するために必要な加入者データの最新のサービングネ
ットワークコピーである。この情報は、初めにモバイル加入者を管理するデータベースか
ら取得される。移動通信交換局は、ＵＭＴＳ端末からネットワークへの「回線交換」接続
を担当する。ゲートウェイ移動通信交換局は、加入者の現在の位置に基づいて要求される
ルーティング機能を実現する。ゲートウェイモバイルサービス交換センターは、外部ネッ
トワークの加入者からの接続要求を受け取り、管理する。
【０００７】
　ＲＮＣは、一般にＵＴＲＡＮの内部機能を制御する。ＲＮＣは、Ｎｏｄｅ　ＢとのＵｕ
インターフェース接続を経由したローカルコンポーネントと、ＣＮと外部システムとの接
続を経由した外部サービスコンポーネントとを備える通信のための中継サービスも提供す
る（例えば、国内のＵＭＴＳの携帯電話からの海外呼び出し）。
【０００８】
　一般に、ＲＮＣは複数の基地局を監視し、Ｎｏｄｅ　Ｂが提供する無線サービスの対象
となる地理上の領域内の無線リソースを管理し、さらにＵｕインターフェースの物理的無
線リソースを制御する。３ＧＰＰでは、ＲＮＣのＩｕインターフェースはＣＮへの２つの
接続、つまり１つはパケット交換ドメイン、もう１つは回路交換ドメインへの接続を提供
する。ＲＮＣのその他の重要な機能には、機密保護と整合性の保護がある。
【０００９】
　一般に、Ｎｏｄｅ　Ｂなどの基地局の主な機能は、基地局のネットワークとＷＴＲＵと
の間に無線接続を提供することである。通常、基地局から発信される共通チャネル信号（
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ｃｏｍｍｏｎ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｉｇｎａｌ）によって、接続されていないＷＴＲＵは
基地局のタイミングに同期することができる。３ＧＰＰにおいて、Ｎｏｄｅ　ＢはＵＥと
の物理的な無線接続を行う。Ｎｏｄｅ　Ｂは、ＲＮＣからＩｕｂインターフェースを経由
して信号を受信する。ＲＮＣは、Ｎｏｄｅ　ＢがＵｕインターフェースを経由して送信す
る無線信号を制御する。３ＧＰＰ通信システムのＵｕ無線インターフェースはユーザデー
タを送信し、ＵＥとＮｏｄｅ　Ｂとの信号伝達を行う送信チャネル（ＴｒＣＨ：Ｔｒａｎ
ｓｐｏｒｔ　Ｃｈａｎｎｅｌｓ）を使用する。チャネルは、一般に共有チャネル（Ｓｈａ
ｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌｓ）、すなわち同時に複数のＵＥに使用できるチャネルとして、
または専用チャネル（ＤＣＨ：ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）、すなわち無線通
信の間に特定のＵＥで使用するために割り当てられるチャネルとして指定される。
【００１０】
　多くの無線通信システムにおいて、適応的な送信電力制御アルゴリズムが使用され、Ｗ
ＴＲＵの送信電力を制御している。このようなシステムでは、多くのＷＴＲＵが同じ無線
周波数スペクトルを共有できる。特定の通信を受信する場合は、同じスペクトルで送信さ
れる他のすべての通信がこの特定の通信への干渉の原因となる。結果として、１つの通信
の送信電力レベルを上げることによってそのスペクトル内にある他のすべての通信の信号
品質が低下する。しかし、送信電力レベルを極度に下げると、受信機の信号対干渉比（Ｓ
ＩＲ：ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｒａｔｉｏ）で測定されるよう
に、望ましくない受信信号品質となってしまう。
【００１１】
　無線通信システムの出力電力を制御する様々な方法は当業者には周知である。無線通信
システムのためのオープンループ電力制御システムの例は、図２に示されている。こうし
たシステムの目的は、フェージング伝搬チャネル（ｆａｄｉｎｇ　ｐｒｏｐａｇａｔｉｏ
ｎ　ｃｈａｎｎｅｌ）と時間によって変動する干渉によって送信機の出力が最小になる場
合に、離れた端末で許容できる品質のデータを受信することを保証しながら、送信電力を
迅速に変化させることである。
【００１２】
　第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）の時分割多重（ＴＤＤ：Ｔｉｍｅ
　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）システムと周波数分割多重（ＦＤＤ）システムなど
の通信システムにおいて、データ転送速度を変更できる共有チャネルと専用チャネルを組
み合わせて、送信が行われる。３ＧＰＰワイドバンドＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ：ｗｉｄｅｂ
ａｎｄ　ＣＤＭＡ）システムでは、電力制御がリンクアダプテーション方法として使用さ
れる。ＤＰＣＨの送信電力を調整し、最小の送信電力レベルでサービス品質（ＱｏＳ：ｑ
ｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　ｓｅｒｖｉｃｅ）を実現する、したがってシステム内の干渉レベル
を制限する動的な電力制御は、専用物理チャネル（ＤＰＣＨ：ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｐｈ
ｙｓｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）に適用される。
【００１３】
　電力制御の１つの慣例的なアプローチは、送信電力制御を個別のプロセスに分割するこ
とであり、外部ループ電力制御（ＯＬＰＣ：ｏｕｔｅｒ　ｌｏｏｐ　ｐｏｗｅｒ　ｃｏｎ
ｔｒｏｌ）および内部ループ電力制御（ＩＬＰＣ：ｉｎｎｅｒ　ｌｏｏｐ　ｐｏｗｅｒ　
ｃｏｎｔｒｏｌ）と呼ばれる。電力制御システムは、一般に内部ループが開いているか閉
じているかによってオープンまたはクロ－ズドと言われる。通常、アップリンク通信を行
う３ＧＰＰシステムにおいて、両方のタイプのシステムの外部ループはクロ－ズドループ
である。図２に示すＷＣＤＭＡオープンループタイプのシステムの例の内部ループはオー
プンループである。
【００１４】
　外部ループの電力制御において、特定の送信機の出力レベルは通常はターゲットＳＩＲ
値などの目標値に基づいている。受信機では、その送信信号を受信するときに、受信信号
の品質が測定される。３ＧＰＰシステムにおいて、送信された情報は送信ブロック（ＴＢ
：ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋ）単位で送信され、受信した信号の品質はブロックエ
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ラーレート（ＢＬＥＲ：ｂｌｏｃｋ　ｅｒｒｏｒ　ｒａｔｅ）ベースで監視できる。ＢＬ
ＥＲは、受信機で通常はデータの巡回冗長検査（ＣＲＣ：ｃｙｃｌｉｃ　ｒｅｄｕｎｄａ
ｎｃｙ　ｃｈｅｃｋ）によって評価される。この評価されたＢＬＥＲは、ターゲットＢＬ
ＥＲ、チャネル上の様々なタイプのデータサービスに関するＱｏＳ要求条件の代表値など
、ターゲット品質要求条件と比較される。測定された受信信号品質に基づいて、ターゲッ
トＳＩＲ調整制御信号が生成され、ターゲットＳＩＲはこうした調整制御信号に応じて調
整される。
【００１５】
　内部ループの電力制御において、受信機は受信信号品質の測定値（ＳＩＲなど）をしき
い値と比較する。ＳＩＲがしきい値を上回る場合は、出力レベルを下げる送信電力コマン
ド（ＴＰＣ：ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｐｏｗｅｒ　ｃｏｍｍａｎｄ）が送信される。ＳＩＲが
しきい値を下回る場合は、出力レベルを上げるＴＰＣが送信される。通常、ＴＰＣは送信
機への専用チャネル内のデータで多重化されて送信される。送信機は、受信したＴＰＣに
応じてその送信電力レベルを変更する。
【００１６】
　従来、３ＧＰＰシステムの外部ループ電力制御アルゴリズムは、ＢＬＥＲとＳＩＲとの
固定のマッピングを使用し、特定のチャネル条件を仮定した上で、各ＣＣＴｒＣＨ（ｃｏ
ｄｅｄ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）に対して要求され
たターゲットＢＬＥＲに基づいて、初期ターゲットＳＩＲを設定する。ＣＣＴｒＣＨは、
複数の送信チャネル（ＴｒＣＨ：ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）を多重化するこ
とによって、物理無線チャネル上で様々なサービスを（サービスごとに独自のＴｒＣＨ上
で）送信するために一般的に採用されている。ＣＣＴｒＣＨベースでＢＬＥＲレベルを監
視するために、検討しているＣＣＴｒＣＨに多重化される送信チャネルの中から参照送信
チャネル（ＲＴｒＣＨ：ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）を
選択してもよい。
【００１７】
　３ＧＰＰシステムのＷＴＲＵで送信される専用チャネルのアップリンク電力制御は、図
２に示す例のようにクローズしている外部ループとオープンの内部ループで構成される。
クロ－ズしている外部ループは、特定のＷＴＲＵで実行されるアップリンク送信のＳＩＲ
ターゲットを決定する役割を果たす。ＳＩＲターゲットの初期値は、制御ＲＮＣ（Ｃ－Ｒ
ＮＣ：Ｃｏｎｔｒｏｌｌｉｎｇ　ＲＮＣ）によって決定され、さらにアップリンクＣＣＴ
ｒＣＨ品質の測定値に基づいてサービングＲＮＣ（Ｓ－ＲＮＣ：Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＲＮＣ
）によって調整されてもよい。ここで、Ｓ－ＲＮＣはＳＩＲターゲットの更新をＷＴＲＵ
に送信する。オープンの内部ループは、フレームごとにサービングセルのＰ－ＣＣＰＣＨ
受信信号コード出力（ＲＳＣＰ：ｒｅｃｅｉｖｅｄ　ｓｉｇｎａｌ　ｃｏｄｅ　ｐｏｗｅ
ｒ）を測定し、Ｎｏｄｅ　ＢとＷＴＲＵとの間のパスロスを計算するＷＴＲＵによるアッ
プリンク送信電力を計算する。パスロスとＳＩＲターゲットおよびＵＬ　ＣＣＴｒＣＨの
ＵＬタイムスロット干渉信号コード出力（ＩＳＣＰ：ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇ
ｎａｌ　ｃｏｄｅ　ｐｏｗｅｒ）のＵＴＲＡＮ送信値に基づいて、ＷＴＲＵは専用物理チ
ャネル（ＰＤＰＣＨ）の送信電力を計算する。
【００１８】
　さらに、ＣＣＴｒＣＨの個々のＤＰＣＨ（ＤＰＣＨｉ）は、様々なＤＰＣＨで使用する
様々な拡散係数を補償する重み係数γｉによって、個々に重み付けされる。さらに、各タ
イムスロットのＤＰＣＨは、複雑な加算を使用して結合される。
【００１９】
　物理チャネルを結合した後で、ＣＣＴｒＣＨのゲイン係数βが適用される。ゲイン係数
は、ＣＣＴｒＣＨに割り当てられた様々なＴＦＣの送信電力要求条件の差を補償する。つ
まり、各ＴＦＣはコードコンポジット送信チャネル（ＣＣＴｒＣＨ：Ｃｏｄｅｄ　Ｃｏｍ
ｐｏｓｉｔｅ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）の送信チャネルのそれぞれからの
データの様々な組合せを表している。個々の組合せによって、ＣＣＴｒＣＨ内の各ＴｒＣ
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Ｈに適用する様々な量の繰り返し（ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ）またはパンクチャリング（ｐ
ｕｎｃｔｕｒｉｎｇ）が得られる。パンクチャリング／繰り返しは特定の信号対ノイズ比
（Ｅｂ／Ｎｏ）を得るために必要な送信電力に影響を及ぼすので、適用するゲイン係数は
使用するＴＦＣによって変わる。すなわち、ＣＣＴｒＣＨのＴＦＣごとにゲイン係数は独
自のものである。ゲイン係数βｊの値は、ＣＣＴｒＣＨのｊ番目のＴＦＣに適用される。
このプロセスは図３に概念的に示されており、例えば、専用チャネルＤＰＣＨ１とＤＰＣ
Ｈ２はＴｒＣＨのｊ番目のＴＦＣのデータを搬送する。
【００２０】
　βｊの値は、ＴＦＣｊごとに明示的にＷＴＲＵに送信できる。または、ＲＮＣ内の無線
リソース制御（ＲＲＣ：ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ）によって、Ｕ
Ｅが、明示的に送信された参照ＴＦＣの値に基づいて、ＴＦＣごとのβｊを計算する必要
があることを示すこともできる。この計算は、従来、レートマッチングパラメータ（ｒａ
ｔｅ　ｍａｔｃｈｉｎｇ　ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ）と、リソース単位が例えば１つのＳＦ
１６コードとして定義された場合は、指定されたＴＦＣｊおよび参照ＴＦＣに必要なリソ
ース単位の数に基づいて行われる。ＳＦ　１６コードのみによる物理チャネル設定の場合
は、リソース単位（ＲＵ）の数がコードの数に等しくなる。すべてＳＦ　１６ではないコ
ードによる設定の場合は、ＲＵの数がＳＦ　１６コードの数に等しくなる。個々の拡散係
数の等価性は、１　ＳＦ８コード＝２　ＲＵ、１　ＳＦ４コード＝４　ＲＵ、１　ＳＦ２
コード＝８　ＲＵ、１　ＳＦ　１コード＝１６　ＲＵである。
【００２１】
　第１の方法は「送信されたゲイン係数」、第２の方法は「計算されたゲイン係数」と呼
ばれる。
【００２２】
　加入者ＷＴＲＵで参照ＴＦＣに基づいて係数βを計算する従来の方法は、次のようにし
て提供される。
【００２３】
　βｒｅｆは送信された参照ＴＦＣのゲイン係数を表し、βｊはｊ番目のＴＦＣのゲイン
係数を表すものとする。
【００２４】
　変数
【００２５】
【数１】

【００２６】
を定義する。
【００２７】
　ただし、ＲＭｉは送信チャネルｉの半静的（ｓｅｍｉ－ｓｔａｔｉｃ）レートマッチン
グ属性、Ｎｉは送信チャネルｉの無線フレームセグメンテーションブロック（ｒａｄｉｏ
　ｆｒａｍｅ　ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ）から出力されたビットの数であ
り、参照ＴＦＣ内のすべての送信チャネルｉについて合計する。
【００２８】
　同様に、変数
【００２９】

【数２】

【００３０】
を定義する。
【００３１】
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　ここで、ｊ番目のＴＦＣ内のすべての送信チャネルｉについて合計する。
【００３２】
　さらに、変数
【００３３】
【数３】

【００３４】
を定義する。
【００３５】
　ここで、ＳＦｉはＤＰＣＨｉの拡散係数であり、参照ＴＦＣ内で使用するすべてのＤＰ
ＣＨｉについて合計する。
【００３６】
　同様に、変数
【００３７】
【数４】

【００３８】
を定義する。
【００３９】
　ここで、ｊ番目のＴＦＣ内で使用するすべてのＤＰＣＨｉについて合計する。
【００４０】
　ｊ番目のＴＦＣのゲイン係数βｊは、従来は次のように計算される。
【００４１】
【数５】

【００４２】
　参照ＴＦＣを送信する代わりに、各ＴＦＣのゲイン係数の値をＲＮＣ内で決定し、ＷＴ
ＲＵに送信することもできる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００４３】
　しかしながら、現在の標準規格ではＷＴＲＵに送信する送信されたゲイン係数の値を決
定する方法を定義していない。発明者は、ＴＦＣのゲイン係数を、参照ＴＦＣに適用でき
るゲイン係数に比例させることによって、ＴＦＣのゲイン係数の計算を改善できることを
認識している。この改善は、「送信されたゲイン係数」と「計算されたゲイン係数」の両
方に適用できる。
【００４４】
　従来のシステムにおいて発生する別の問題は、再構成（ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏ
ｎ）中のアップリンク電力制御の維持に関連する。物理チャネルの再構成においてＣＣＴ
ｒＣＨに使用する拡散係数を変更する場合に、各ＴＦＣのパンクチャリング／繰り返しは
再構成の前と後で異なってもよい。従来、ゲイン係数はＴＦＣの中の相対的なパンクチャ
リング／繰り返しによって変わるので、再構成の前に使用するゲイン係数は再構成の後の
パンクチャリング／繰り返しに対応しなくてもよい。
【００４５】
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　発明者は、このことによってＴＦＣの新しいパンクチャリング／繰り返しに基づいて再
収束するための電力制御の必要性が発生することを認識している。パンクチャリング／繰
り返しに関連する再構成の後で、同じ出力レベルによって得られたものでない新しいゲイ
ン係数が計算または選択された場合は、再収束することが必要である。再収束の必要性を
軽減するために、発明者は次の作業が有効であることを認識している。　
　・　再構成の前と後に適切な参照ＴＦＣと参照ゲイン係数値を選択する。　
　・　再構成の後で使用する新しい参照ＴＦＣを選択する（参照ゲイン係数は再構成の前
と後で同じに維持される）。　
　・　再構成の後で使用する新しい参照ゲイン係数を選択する（参照ＴＦＣは再構成の前
と後で同じに維持される）。および／または、
　・　再構成の後で使用する新しいＳＩＲターゲットを選択する。
【課題を解決するための手段】
【００４６】
　無線通信の送信電力を制御するためのゲイン係数を決定する装置および方法を提供する
。実装は、同時に送信されている複数のチャネルを使用して無線送受信ユニット（ＷＴＲ
Ｕ）間において無線通信を行う通信システムと組み合わせるのが好ましい。
【００４７】
　本発明の１つの態様において、選択されたチャネルの組合せでデータを搬送するフォワ
ードコンポジットチャネル（ｆｏｒｗａｒｄ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ　ｃｈａｎｎｅｌ）を
経由して、信号を送信するＷＴＲＵの送信電力を制御する方法が提供される。この方法に
おいて、ＷＴＲＵは、フォワードチャネルを経由して受信したデータ信号に基づいて計算
されたターゲットメトリックス（ｔａｒｇｅｔ　ｍｅｔｒｉｃｓ）の関数として、フォワ
ードチャネルの出力電力調整を行うように構成されている。参照ゲイン係数βｒｅｆは、
参照となるチャネルの組合せに対して決定される。フォワードコンポジットチャネルを経
由してデータを送信するためのチャネルの組合せが選択される。選択されたチャネルの組
合せが参照となるチャネルの組合せと同じでない場合は、選択されたチャネルの組合せに
対するゲイン係数βは、選択されたチャネルの組合せに対するゲイン係数βが参照ゲイン
係数βｒｅｆに比例するように計算される。選択されたチャネルの組合せに対するゲイン
係数βは、さらにフォワードコンポジットチャネルを経由してデータ信号を送信する場合
に、フォワードチャネルの出力電力調整を行うときに、選択されたチャネルの組合せを使
用するフォワードコンポジットチャネルに適用される。
【００４８】
　ＷＴＲＵは、符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）システムで使用するように構成されて
おり、データチャネルは送信チャネル（ＴｒＣＨ）であり、コンポジットチャネルはアッ
プリンクコードコンポジット送信チャネル（ＣＣＴｒＣＨ）であり、送信フォーマット組
合せ（ＴＦＣ：ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｆｏｒｍａｔ　ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ）は、ＣＣ
ＴｒＣＨのあらかじめ定義された一連のフォーマットチャネル組合せのそれぞれに関連付
けられている。ここで、フォーマットチャネル組合せの１つが参照となるチャネルの組合
せ（ＴＦＣｒｅｆ）である。このような場合は、フォワードコンポジットチャネルを経由
してデータを送信するのにｊ番目のチャネルの組合せＴＦＣｊが選択され、選択されたチ
ャネルの組合せに対して、βｊ＝Ｘ×βｒｅｆとなるようなゲイン係数βｊが計算される
。ゲイン係数βｊは、ＷＴＲＵで計算することも、ＷＴＲＵの外部において計算すること
もできる。ＷＴＲＵの外部で計算する場合は、ＷＴＲＵに送信される。後者の場合に、ゲ
イン係数はＷＴＲＵに送信される前に量子化されるのが好ましい。
【００４９】
　実装するために、送信機、受信機、および関連付けられたプロセッサを備えるＷＴＲＵ
が提供される。送信機は、選択されたチャネルの組合せで通信データを搬送するフォワー
ドコンポジットチャネルを経由して、信号を送信するように構成されるのが好ましい。受
信機は、フォワードチャネルを経由して受信した通信データ信号に基づいて計算されたタ
ーゲットメトリックスを受信するように構成されるのが好ましい。関連付けられたプロセ
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ッサは、送信機で動作でき、受信したターゲットメトリックスデータの関数としてフォワ
ードチャネルの出力電力調整を行うように構成されるのが好ましい。プロセッサはフォワ
ードコンポジットチャネルを経由してデータを送信するために選択されたチャネルの組合
せによる送信機の出力を制御するためのゲイン係数を適用するように構成される。そして
、選択されたチャネル組合せが参照となるチャネル組合せと同じでない場合には、選択さ
れたチャネル組合せに関するゲイン係数が、参照となるチャネルの組合せに対して決定さ
れた参照ゲイン係数に比例するように、計算されるのが好ましい。
【００５０】
　ＷＴＲＵは、符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）システムで使用されるように構成され
、データチャネルは送信チャネル（ＴｒＣＨ）であり、コンポジットチャネルはアップリ
ンクコードコンポジット送信チャネル（ＣＣＴｒＣＨ）であり、送信フォーマット組合せ
（ＴＦＣ）は、フォーマットチャネル組合せの１つが参照ゲイン係数βｒｅｆを備える参
照となるチャネルの組合せ（ＴＦＣｒｅｆ）であり、ｊ番目のチャネルの組合せＴＦＣｊ
はフォワードコンポジットチャネルを経由してデータを送信するために選択されたチャネ
ルの組合せであるようなＣＣＴｒＣＨのあらかじめ定義された一連のフォーマットチャネ
ルの組合せのそれぞれに関連付けられているのが好ましい。このような場合に、プロセッ
サは選択されたチャネルの組合せＴＦＣｊに対して、βｊ＝Ｘ×βｒｅｆとなるようなゲ
イン係数βｊを適用し、計算するように構成されるのが好ましい。
【００５１】
　本発明には、選択されたチャネルの組合せで通信データを搬送するフォワードコンポジ
ットチャネルを経由して信号を送信する送信ユニットの送信電力制御を支援するように構
成されたＷＴＲＵを提供することが含まれる。ただし、送信ユニットは、ＷＴＲＵで決定
されたゲイン係数の関数として、フォワードチャネルの出力電力調整を行うように構成さ
れている。こうしたＷＴＲＵは、フォワードコンポジットチャネル上で選択されたチャネ
ルの組合せを経由して送信ユニットから送信された通信信号を受信するように構成された
受信機と、送信機およびプロセッサを備えるのが好ましい。プロセッサは、フォワードコ
ンポジットチャネルを経由して受信した選択されたチャネルの組合せに対して、ゲイン係
数βを計算するように構成され、選択されたチャネルの組合せが参照となるチャネルの組
合せである場合は、ゲイン係数βが参照ゲイン係数βｒｅｆとなるように決定され、それ
以外の場合は参照ゲイン係数βｒｅｆに比例するように計算されるのが好ましい。送信機
は、ゲイン係数βを反映するデータを送信ユニットに送信するように構成され、それによ
って送信ユニットがフォワードチャネルの出力電力調整を行うことができるようにするの
が好ましい。送信ユニットがＷＴＲＵで計算されたターゲットメトリックスの関数として
フォワードチャネルの出力電力調整を行うように構成されている場合に、ＷＴＲＵは、Ｗ
ＴＲＵの送信機に関連して動作できるフォワードチャネルを経由して受信したデータ信号
に基づいて、ターゲットメトリックスを計算するように構成されたプロセッサを備えてい
る。そして、その計算されたターゲットメトリックスデータは送信ユニットに送信され、
それに基づいて送信ユニットはフォワードチャネルの出力電力調整を行うようにするのが
好ましい。
【００５２】
　このようなＷＴＲＵは、符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）システムで使用されるよう
に構成されるのが好ましい。ただし、データチャネルは送信チャネル（ＴｒＣＨ）であり
、コンポジットチャネルはアップリンクコードコンポジット送信チャネル（ＣＣＴｒＣＨ
）であり、さらに、送信フォーマット組合せ（ＴＦＣ）は、フォーマットチャネル組合せ
の１つが参照となるチャネルの組合せ（ＴＦＣｒｅｆ）である場合、ＣＣＴｒＣＨのあら
かじめ定義された一連のフォーマットチャネル組合せのそれぞれに関連付けられている。
このような場合に、ネットワークステーションのプロセッサは、選択されたチャネルの組
合せに対して、ｊ番目のチャネルの組合せＴＦＣｊが送信ユニットでフォワードコンポジ
ットチャネル上のデータ送信のための選択されたチャネル組合せである場合はゲイン係数
を計算するように構成されるのが好ましい。ただし、ＴＦＣｊはＴＦＣｒｅｆではなく、
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ゲイン係数βｊは選択されたチャネル組合せに対してβｊ＝Ｘ×βｒｅｆとなるように計
算される。プロセッサは、ゲイン係数βｊを量子化するように構成され、送信機はこの量
子化されたゲイン係数βｊを送信ユニットに送信するように構成されるのが好ましい。
【００５３】
　本発明の別の態様により、フォワードコンポジットチャネルの選択された物理送信設定
に関連して、選択されたチャネルの組合せでデータを搬送するフォワードコンポジットチ
ャネルを経由して通信信号を送信するＷＴＲＵの送信電力を制御する方法が提供される。
通信信号は、そのフォワードコンポジットチャネルの第１の物理送信設定に対して、フォ
ワードコンポジットチャネルを経由して選択されたチャネルの組合せで送信される。参照
となるチャネルの組合せは、フォワードコンポジットチャネルのその第１の物理送信設定
に対して決定される。ゲイン係数βは、フォワードコンポジットチャネルのその第１の物
理送信設定に対して、選択されたチャネルの組合せによる通信信号の送信に適用される。
ただし、ゲイン係数βは、フォワードコンポジットチャネルのその第１の物理送信設定に
対して、選択されたチャネルの組合せと参照となるチャネルの組合せの拡散係数に基づい
て決定される。フォワードコンポジットチャネル内の通信信号の送信は、フォワードコン
ポジットチャネルの第２の物理送信設定に対して、選択されたチャネルの組合せで送信す
るように再構成される。参照となるチャネルの組合せは、フォワードコンポジットチャネ
ルの第２の物理送信設定に対して決定される。ゲイン係数βは、フォワードコンポジット
チャネルの第２の物理送信設定に対して、選択されたチャネルの組合せによる通信信号の
送信に適用される。ただし、ゲイン係数βはフォワードコンポジットチャネルの第２の物
理送信設定に対して、選択されたチャネルの組合せと参照となるチャネルの組合せの拡散
係数に基づいて決定される。
【００５４】
　ＷＴＲＵは符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）システムで使用されるように構成されて
いる場合に、データチャネルはコンポジットチャネルの様々な物理送信設定に対応する様
々な拡散係数をとり得る送信チャネル（ＴｒＣＨ）であり、コンポジットチャネルはアッ
プリンクコードコンポジット送信チャネル（ＣＣＴｒＣＨ）であり、送信フォーマット組
合せ（ＴＦＣ）は、すべての物理送信設定に対して定義されたＣＣＴｒＣＨのあらかじめ
定義された一連のフォーマットチャネル組合せのそれぞれに関連付けられている。そして
、フォワードコンポジットチャネルの第１の物理送信設定に対する参照となるチャネルの
組合せは、あらかじめ定義された一連のフォーマットチャネルの組合せの１つ、すなわち
ゲイン係数βｒｅｆ１に関連付けられたＴＦＣｒｅｆ１であるように決定されるのが好ま
しい。フォワードコンポジットチャネルの第２の物理送信設定に対して、参照となるチャ
ネルの組合せはあらかじめ定義された一連のフォーマットチャネル組合せの１つ、すなわ
ちゲイン係数βｒｅｆ２に関連付けられたＴＦＣｒｅｆ２であるように決定されるのが好
ましい。
【００５５】
　第１および第２の物理チャネル設定に対して同様のパンクチャリング／繰り返しをもた
らす共通のＴＦＣが識別された場合に、この共通のＴＦＣは参照となるチャネル組合せＴ
ＦＣｒｅｆ１であり、さらに参照となるチャネル組合せＴＦＣｒｅｆ２でもあると決定さ
れ、ゲイン係数βｒｅｆ２はゲイン係数βｒｅｆ１と等しくなるように選択されるのが好
ましい。１つの代替策として、参照となるチャネルの組合せＴＦＣｒｅｆ２は、第１の物
理チャネル設定に対して参照となるチャネルの組合せＴＦＣｒｅｆ１がもたらすパンクチ
ャリング／繰り返しと比較した場合に、第２の物理チャネル設定に対して同様のパンクチ
ャリング／繰り返しをもたらすＴＦＣを識別することによって決定でき、さらにゲイン係
数βｒｅｆ２はゲイン係数βｒｅｆ１と等しくなるように選択される。別の代替策として
、参照となるチャネル組合せＴＦＣｒｅｆ２は、参照となるチャネル組合せＴＦＣｒｅｆ
１と同じＴＦＣになるように選択でき、さらにゲイン係数βｒｅｆ２はゲイン係数βｒｅ
ｆ１に基づいて選択され、フォワードコンポジットチャネルの第１の物理設定と第２の物
理設定とでは、参照となるチャネルの組合せにおける拡散係数が変化する。
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【００５６】
　フォワードコンポジットチャネルの第１の物理送信設定に対してデータを送信するため
にｊ番目のチャネルの組合せＴＦＣｊが選択され、選択されたチャネルの組合せに対して
βｊ＝Ｘ＊βｒｅｆ１となるように計算されたゲイン係数βｊが適用されるのが好ましい
。ただし、Ｘはそのフォワードコンポジットチャネルの第１の物理送信設定に対して、Ｔ
ＦＣｊおよびＴＦＣｒｅｆ１の拡散係数に基づいている。フォワードコンポジットチャネ
ルの第２の物理送信設定に対してデータを送信するためにｋ番目のチャネルの組合せＴＦ
Ｃｋが選択され、選択されたチャネルの組合せに対してβｋ＝Ｘ’＊βｒｅｆ２となるよ
うに計算されたゲイン係数βｋが適用されるのが好ましい。ただし、Ｘ’はフォワードコ
ンポジットチャネルの第２の物理送信設定に対して、ＴＦＣｋおよびＴＦＣｒｅｆ２の拡
散係数に基づいている。
【００５７】
　実装のために、送信機、受信機、および関連付けられたプロセッサを備えるＷＴＲＵが
提供される。送信機は、フォワードコンポジットチャネルの選択された物理送信設定に対
して、選択されたチャネルの組合せでデータを搬送するフォワードコンポジットチャネル
内の通信信号を送信するように構成される。プロセッサは、フォワードコンポジットチャ
ネルの選択された物理送信設定に対して、参照となるチャネルの組合せに基づくゲイン係
数を適用するとともに、フォワードチャネルを経由して受信したデータ信号に基づいて計
算されたターゲットメトリックスの関数としてフォワードチャネルの出力電力調整を行う
ように構成されるのが好ましい。送信機は、フォワードコンポジットチャネルの第１の物
理送信設定に対して選択された第１のチャネルの組合せによる送信からフォワードコンポ
ジットチャネルの第２の物理送信設定に対して選択された第２のチャネルの組合せによる
送信に、フォワードコンポジットチャネル内において通信信号の送信を再構成するように
さらに構成されているのが好ましい。プロセッサは、フォワードコンポジットチャネルの
それぞれの物理送信設定に対して、選択されたチャネルの組合せと参照となるチャネルの
組合せの拡散係数に基づいて決定されるようなゲイン係数を計算し、フォワードコンポジ
ットチャネルのそれぞれの物理送信設定に対して、そのゲイン係数を選択されたチャネル
の組合せによる通信信号の送信に適用するように、さらに構成されるのが好ましい。
【００５８】
　こうしたＷＴＲＵは、符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）システムで使用されるように
構成されており、この場合、データチャネルは、コンポジットチャネルの様々な物理設定
に対応する様々な拡散係数をとることができる送信チャネル（ＴｒＣＨ）であり、コンポ
ジットチャネルはアップリンクコードコンポジット送信チャネル（ＣＣＴｒＣＨ）であり
、さらに、送信フォーマット組合せ（ＴＦＣ）はすべての物理設定に対して定義されたＣ
ＣＴｒＣＨのあらかじめ定義された一連のフォーマットチャネル組合せのそれぞれに関連
付けられているのが好ましい。このような場合に、プロセッサは、フォワードコンポジッ
トチャネルの第１の物理送信設定に対して、あらかじめ定義された一連のフォーマットチ
ャネル組合せから、ゲイン係数βｒｅｆ１に関連付けられた参照となるチャネルの組合せ
ＴＦＣｒｅｆ１を選択し、フォワードコンポジットチャネルの第２の物理送信設定に対し
て、あらかじめ定義された一連のフォーマットチャネルの組合せから、ゲイン係数βｒｅ
ｆ２に関連付けられた参照となるチャネルの組合せＴＦＣｒｅｆ２を選択するように構成
されるのが好ましい。
【００５９】
　プロセッサは、第１および第２の物理チャネル設定に対して同様のパンクチャリング／
繰り返しをもたらす共通のＴＦＣを識別し、この共通のＴＦＣを参照となるチャネルの組
合せＴＦＣｒｅｆ１としても、参照となるチャネルの組合せＴＦＣｒｅｆ２としても選択
し、さらにゲイン係数βｒｅｆ１と等しいゲイン係数βｒｅｆ２を選択するように構成で
きる。このプロセッサは、第１の物理チャネル設定に対して参照となるチャネルの組合せ
ＴＦＣｒｅｆ１がもたらすパンクチャリング／繰り返しと比較した場合に、第２の物理チ
ャネル設定に対して同様のパンクチャリング／繰り返しをもたらすＴＦＣを識別すること
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によって参照となるチャネルの組合せＴＦＣｒｅｆ１を選択し、さらにゲイン係数βｒｅ
ｆ１と等しいゲイン係数βｒｅｆ２を選択するように構成できる。このプロセッサは、参
照となるチャネルの組合せＴＦＣｒｅｆ２を参照となるチャネルの組合せＴＦＣｒｅｆ１
と同じＴＦＣになるように選択し、ゲイン係数βｒｅｆ１に基づいてゲイン係数βｒｅｆ
２を計算するように構成でき、さらにフォワードコンポジットチャネルの第１の物理設定
から第２の物理設定への間において参照となるチャネルの組合せ内の拡散係数が変化する
。フォーマットチャネルの組合せの１つが選択された参照となるチャネルの組合せＴＦＣ
ｒｅｆであり、ｊ番目のチャネルの組合せＴＦＣｊがフォワードコンポジットチャネル上
のデータ送信のために選択されたチャネルの組合せである場合に、プロセッサは、選択さ
れたチャネルの組合せＴＦＣｊに対して、βｊ＝Ｘ×βｒｅｆとなるようなゲイン係数β
ｊを適用し、計算するように構成されるのが好ましい。
【００６０】
　ＷＴＲＵに対して、フォワードコンポジットチャネルの選択された物理送信設定に対し
て選択されたチャネルの組合せにより、データを搬送するフォワードコンポジットチャネ
ル内の通信信号を送信する方法が提供される。ただし、このＷＴＲＵは、フォワードチャ
ネルを経由して受信したデータ信号に基づいて計算されたターゲットメトリックスの関数
としてフォワードチャネルの出力電力調整を行うとともに、フォワードコンポジットチャ
ネルの選択された物理送信設定に対して、参照となるチャネルの組合せに基づいて、ゲイ
ン係数を適用するように構成される。参照となるチャネルの組合せは、フォワードコンポ
ジットチャネルに対して決定される。通信信号は、フォワードコンポジットチャネルの第
１の物理送信設定に対して、フォワードコンポジットチャネルを経由して選択されたチャ
ネルの組合せで送信される。フォワードコンポジットチャネルの参照となるチャネルの組
合せは、フォワードコンポジットチャネルの第１の物理送信設定に対して、選択されたチ
ャネルの組合せによる通信信号の送信に適用するゲイン係数を決定するために使用される
。フォワードチャネルの出力電力調整は、フォワードコンポジットチャネルの第１の物理
送信設定に対して、フォワードチャネルを経由して受信したデータ信号に基づいて計算し
たターゲットメトリックスの関数として作成される。フォワードコンポジットチャネル内
の通信信号の送信は、フォワードコンポジットチャネルの第２の物理送信設定に対して再
構成され、選択されたチャネルの組合せで信号を送信する。さらに、参照となるチャネル
組合せ内においてフォワードコンポジットチャネルの第１の物理送信設定から第２の物理
送信設定への拡散係数の変化の関数として計算されたターゲットメトリックスの更新に基
づいて、フォワードチャネル送信電力を調整するようになる。フォワードコンポジットチ
ャネルの第２の物理送信設定に対する参照となるチャネルの組合せは、フォワードコンポ
ジットチャネルの第２の物理送信設定に対する選択されたチャネルの組合せによる通信信
号の送信に適用するゲイン係数を決定するために使用される。
【００６１】
　ＷＴＲＵが符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）システムで使用すされるように構成され
ている場合に、データチャネルは、コンポジットチャネルの様々な物理送信設定に対応す
る様々な拡散係数をとり得る送信チャネル（ＴｒＣＨ）であり、コンポジットチャネルは
アップリンクコードコンポジット送信チャネル（ＣＣＴｒＣＨ）であり、送信フォーマッ
トの組合せ（ＴＦＣ）は、すべての物理送信設定に対して定義されたＣＣＴｒＣＨのあら
かじめ定義された一連のフォーマットチャネルの組合せのそれぞれに関連付けられている
。さらに送信された通信信号を受信したときの信号対干渉比（ＳＩＲ）メトリックスを使
用してフォワードチャネルの出力電力調整の基準となるターゲットＳＩＲを計算する場合
に、フォワードコンポジットチャネルの参照となるチャネルの組合せは、あらかじめ定義
された一連のフォーマットチャネル組合せの１つ、すなわちゲイン係数βｒｅｆに関連付
けられたＴＦＣｒｅｆに決定されるのが好ましい。また、再構成に伴うフォワードチャネ
ルの送信電力調整に使用する更新されたターゲットメトリックスは、更新されたターゲッ
トＳＩＲである。更新されたターゲットＳＩＲ、ＳＩＲ＿ｔａｒｇｅｔｎｅｗは、次のよ
うに更新されるのが好ましい。
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【００６２】
【数６】

【００６３】
ここで、
　ＳＩＲ＿ｔａｒｇｅｔｏｌｄは、フォワードコンポジットチャネルの第１の物理送信設
定に対するフォワードチャネルの出力電力調整を行うために最新に使用されたターゲット
メトリックスである。
【００６４】

【数７】

【００６５】
ここで、ＳＦｉは第１の物理設定に対する専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）ｉの拡散係数で
あり、ＴＦＣｒｅｆで使用するすべてのＤＰＣＨｉについて合計する。さらに、
【００６６】
【数８】

【００６７】
ここで、ＳＦｉは第２の物理設定に対する専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）ｉの拡散係数で
あり、ＴＦＣｒｅｆで使用するすべてのＤＰＣＨｉについて合計する。
【００６８】
　このような代替的な方法を実装するために、送信機、受信機、および関連付けられたプ
ロセッサを備えるＷＴＲＵが提供される。送信機は、フォワードコンポジットチャネルの
選択された物理送信設定に対して、選択されたチャネルの組合せでデータを搬送するフォ
ワードコンポジットチャネル内の通信信号を送信するように構成される。プロセッサは、
フォワードコンポジットチャネルの選択された物理送信構成に対して、参照となるチャネ
ルの組合せに基づくゲイン係数を適用するとともに、フォワードチャネルを経由して受信
した通信信号に基づいて計算されたターゲットメトリックスの関数としてフォワードチャ
ネルの出力電力調整を行うように構成されるのが好ましい。送信機は、フォワードコンポ
ジットチャネルの第１の物理送信設定に対して選択された第１のチャネルの組合せによる
送信から、フォワードコンポジットチャネルの第２の物理送信設定に対して選択された第
２のチャネルの組合せによる送信へ、フォワードコンポジットチャネル内で通信信号の送
信を再構成する。これとともに、プロセッサはフォワードコンポジットチャネルの第１の
物理送信設定から第２の物理送信設定への参照となるチャネルの組合せにおける拡散係数
の変化の関数として計算されたターゲットメトリックスの更新に基づいて、フォワードチ
ャネルの送信電力を調整するようにさらに構成されるのが好ましい。プロセッサは、フォ
ワードコンポジットチャネルの参照となるチャネルの組合せを使用して、フォワードコン
ポジットチャネルの選択されたチャネルの組合せによる通信信号の送信に適用するゲイン
係数βを決定するようにさらに構成できる。
【００６９】
　このようなＷＴＲＵは符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）システムで使用されるように
構成されており、この場合、データチャネルは、コンポジットチャネルの様々な物理設定
に対応する様々な拡散係数をとり得る送信チャネル（ＴｒＣＨ）であり、コンポジットチ
ャネルはアップリンクコードコンポジット送信チャネル（ＣＣＴｒＣＨ）であり、送信フ
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ォーマット組合せ（ＴＦＣ）は、すべての物理送信設定に対して定義されたＣＣＴｒＣＨ
のあらかじめ定義された一連のフォーマットチャネルの組合せのそれぞれに関連付けられ
ている。さらに送信された通信信号を受信したときの信号対干渉比（ＳＩＲ）メトリック
スを使用してフォワードチャネルの出力電力調整の基準となるターゲットＳＩＲを計算す
る場合に、フォワードコンポジットチャネルの参照となるチャネルの組合せＴＦＣｒｅｆ
は、あらかじめ定義された一連のフォーマットチャネル組合せの１つであり、ゲイン係数
βｒｅｆに関連付けられるのが好ましい。プロセッサは、さらに送信を再構成するととと
もに、フォワードチャネルの調整に使用する更新されたターゲットメトリックスとして更
新されたターゲットＳＩＲを使用するように構成されるのが好ましい。このプロセッサは
、フォワードコンポジットチャネルの現在の物理送信設定に対してデータを送信するため
にｊ番目のチャネルの組合せＴＦＣｊが選択された場合、選択されたチャネルの組合せに
対してβｊ＝Ｘ＊βｒｅｆとなるように計算されたゲイン係数βｊが適用されるように構
成できる。ここで、Ｘはフォワードコンポジットチャネルの現在の物理送信設定に対して
、ＴＦＣｊおよびとＴＦＣｒｅｆの拡散係数に基づいている。
【００７０】
　本発明の以上のおよびその他の目的と利点は、以下の説明と添付の図面から当業者には
明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００７１】
　本発明の機能と要素について、特定の組合せによる好ましい実施形態に関連して説明す
るが、こうした機能または要素のそれぞれは、単独でも（好ましい実施形態の他の機能お
よび要素を伴わない）、様々な組合せにおいても（本発明の他の機能および要素を伴って
も伴わなくてもよい）利用することができる。
【００７２】
　本発明について、図面の符号を参照しながら説明するが、説明の中で数字が同じものは
、全体にわたって同じ要素を示している。基地局、無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）
、およびモバイルユニットの各用語は、その一般的な意味で使用されている。基地局とい
う用語には、本明細書で使用する限り、基地局、Ｎｏｄｅ　Ｂ、サイトコントローラ、ア
クセスポイント、あるいは無線環境においてＷＴＲＵに対して基地局に関連付けられたネ
ットワークへの無線アクセスを提供する他のインターフェースデバイスが含まれるが、こ
れらに限定はされない。
【００７３】
　本明細書で使用する限り、ＷＴＲＵという用語にはユーザ用装置（ＵＥ）、モバイルス
テーション、据え付け型またはモバイルの加入者ユニット（ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｕｎ
ｉｔ）、ポケベル、あるいは無線環境で動作できる他の任意のタイプのデバイスが含まれ
るが、これらに限定はされない。ＷＴＲＵには、電話、テレビ電話、ネットワーク接続を
備えるインターネット対応の電話などのパーソナル通信デバイスが含まれる。さらに、Ｗ
ＴＲＵには、ＰＤＡや同様のネットワーク機能を備える無線モデム付きのノートブックコ
ンピュータのような携帯用のパーソナルコンピューティング装置も含まれる。携帯用また
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。総称して、基地
局はＷＴＲＵでもある。
【００７４】
　好ましい実施形態について、時分割多重（ＴＤＤ：ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕ
ｐｌｅｘ）モードを利用する第３世代パートナーシッププログラム（３ＧＰＰ）符号分割
多重アクセス（ＣＤＭＡ）システムに関連付けながら説明するが、本実施形態は送信電力
が動的に制御される複数の同時チャネルを利用する任意の無線通信システムに適用できる
。さらに、本実施形態はＣＤＭＡシステムにも、一般に３ＧＰＰ　ＣＤＭＡシステムの周
波数分割多重（ＦＤＤ）モードにも適用できる。
【００７５】
　３ＧＰＰなどの無線システムでの従来の電力制御方法には、いわゆる内部ループおよび
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外部ループが利用されている。電力制御システムは、内部ループが開いているか閉じてい
るかによってオープンまたはクローズドと言われる。
【００７６】
　図２は、「送信」を行う通信ステーション１０と「受信」を行う通信ステーション３０
を備えるオープンループ電力制御システムの該当する部分が示されている。ステーション
１０、ステーション３０はいずれも送受信機である。一般に、１つは３ＧＰＰのＮｏｄｅ
　Ｂと呼ばれる基地局であり、もう１つはＷＴＲＵタイプで３ＧＰＰのユーザ装置ＵＥと
呼ばれる。明確にするために、選択されたコンポーネントのみが図示されており、本発明
について好ましい３ＧＰＰシステムに関連して説明されているが、本発明は一般的に無線
通信システムに適用されており、ＷＴＲＵがＷＴＲＵ自身の間で通信するアドホックネッ
トワーキングを実行しているシステムにも適用される。電力制御は、複数のユーザに対し
て過剰な干渉を引き起こすことなく信号の品質を維持するために重要である。
【００７７】
　送信ステーション１０には、送信用のユーザのデータ信号を送信するデータライン１２
を備える送信機１１が含まれる。ユーザデータ信号は、プロセッサ１５の出力１３から送
信電力調整を適用して送信電力レベルを調整することによって、調整された望ましい出力
電力レベルによって提供される。ユーザデータは送信機１１のアンテナシステム１４から
送信される。
【００７８】
　送信データを含む無線信号２０は、受信アンテナシステム３１を経由して受信ステーシ
ョン３０において受信される。受信アンテナシステムは、受信したデータの品質に影響を
与える干渉無線信号２１も受信する。受信ステーション３０には、受信した信号が入力さ
れる干渉電力測定デバイス３２が含まれており、デバイス３２は測定された干渉電力デー
タを出力する。受信ステーション３０には、受信した信号がまた入力されるデータ品質測
定デバイス３４も含まれており、デバイス３４はデータ品質信号を生成する。データ品質
測定デバイス３４は、信号品質データを受信して、入力３７を経由して受信したユーザ定
義の品質標準パラメータに基づいて目的の信号対干渉比（ＳＩＲ）データを計算する処理
デバイス３６と連動する。
【００７９】
　受信ステーション３０には、干渉電力測定デバイス３２およびターゲットＳＩＲ生成プ
ロセッサ３６と連動する送信機３８も含まれる。受信ステーションの送信機３８には、入
力４０、４１、４２も含まれており、それぞれユーザデータ用、参照信号用、参照信号送
信電力データ用である。受信ステーション３０は、関連付けられたアンテナシステム３９
を経由してそのユーザデータ、制御関連データ、および参照信号を送信する。
【００８０】
　送信ステーション１０には、受信機１６と関連付けられた受信アンテナシステム１７が
含まれる。送信ステーションの受信機１６は、受信ステーション３０によって生成された
受信ステーションのユーザデータ４４と制御信号およびデータ４５を含む受信ステーショ
ン３０から送信された無線信号を受信する。
【００８１】
　送信ステーション１０の送信機のプロセッサ１５は、送信電力調整を計算するために送
信ステーションの受信機１６に関連付けられる。送信機１１には、受信した参照信号電力
（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｏｗｅｒ）を測定するためのデバイス１８も含
まれており、このデバイス１８はパスロス計算回路１９に関連付けられる。
【００８２】
　送信電力調整を計算するために、プロセッサ１５は、受信ステーションのターゲットＳ
ＩＲ生成プロセッサ３６で生成されたターゲットＳＩＲデータを搬送するターゲットＳＩ
Ｒデータ入力２２、受信ステーションの干渉電力測定デバイス３２で生成された干渉デー
タを搬送する干渉電力データ入力２３、およびパスロス計算回路１９の出力であるパスロ
ス信号を搬送するパスロスデータ入力２４からデータを受信する。パスロス信号は、受信
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ステーション３０から生成された参照信号送信電力データを搬送する参照信号送信電力デ
ータ入力２５並びに送信機１１の参照信号電力測定デバイス１８の出力を搬送する測定さ
れた参照信号電力入力２６を経由して受信したデータから、パスロス計算回路１９によっ
て生成される。参照信号測定デバイス１８は、送信ステーションの受信機１６と結合され
、受信ステーションの送信機３８から受信した参照信号の電力を測定する。パスロス計算
回路１９は、入力２５によって伝達される既知の参照出力信号強度と入力２６によって伝
達される測定された受信出力強度との差に基づいて、パスロスを決定するのが好ましい。
【００８３】
　干渉電力データ、参照信号電力データおよびターゲットＳＩＲ値は、伝搬チャネルおよ
び干渉の時間によって変動する速度（ｔｉｍｅ－ｖａｒｙｉｎｇ　ｒａｔｅ）よりもかな
り遅い速度で、送信ステーション１０に信号伝達される。「内部」ループはシステムの一
部であり、測定されたインターフェースに依存する。必要な最小限の送信機出力の推定値
がどのくらい適切であるかを示している伝搬チャネルおよび干渉の時間により変動する速
度と、同等の速度でアルゴリズムへのフィードバックがないので、このシステムは「オー
プンループ」と見なされる。必要な送信電力レベルが急速に変化する場合は、このシステ
ムはその変動に応じてタイムリーに出力電力調整を変更することはできない。
【００８４】
　図２のオープンループ電力制御システムの外部ループに関して、離れた受信機ステーシ
ョン３０においては、受信したデータの品質がデバイス３４を使用して評価される。デジ
タルデータ品質の一般的なメトリックスは、ビットエラーレートおよびブロックエラーレ
ートである。これらのメトリックスを計算するには、時間によって変動する伝搬チャネル
および干渉の周期よりもかなり長い期間にわたって蓄積したデータが必要である。指定さ
れた任意のメトリックスについては、メトリックスと受信したＳＩＲとの間には理論的な
関係が存在する。メトリックスを評価するために十分なデータが離れた受信機に蓄積され
た場合は、メトリックスが計算され、プロセッサ３６内にある所望のメトリックス（所望
のサービスの品質を表す）と比較され、さらに更新されたターゲットＳＩＲが出力される
。更新されたターゲットＳＩＲは、送信機の内部ループに適用された値（理論上）で、測
定されたメトリックスを望ましい値に収束させる。最終的に、更新されたターゲットＳＩ
Ｒは、受信ステーションの送信機３８および送信ステーションの受信機１６を経由して送
信機１１に渡され、その内部ループにおいて使用される。ターゲットＳＩＲの更新された
値は、品質統計を蓄積するのに必要な時間および出力を制御される送信機への信号伝送速
度に関する実際的な制限に従う。
【００８５】
　許容されている様々なデータチャネル（３ＧＰＰ　ＣＣＴｒＣＨなど）の組合せからデ
ータを搬送するコンポジットデータチャネルの文脈において、送信ＷＴＲＵ１０のプロセ
ッサ１５はコンポジットチャネルを経由してデータが転送されるデータチャネルの特定の
組合せに対応するゲイン係数（ｇａｉｎ　ｆａｃｔｏｒ）βを適用することによって、送
信電力を計算するように構成されるのが好ましい。本発明の教示により、各データチャネ
ルの組合せに対するゲイン係数は、参照データチャネルの組合せのゲイン係数βｒｅｆに
比例するように計算される。すなわち、データチャネルのｊ番目の組合せについて対応す
るゲイン係数はβｊ＝Ｘ＊βｒｅｆである。ここで、Ｘは他の変数に基づいて計算できる
別の値である。
【００８６】
　ゲイン係数の値は、送信ＷＴＲＵ１０において計算しても、受信ＷＴＲＵ３０において
計算してもよい。後者の場合に、ゲイン係数はその後で、例えばゲイン係数を計算する処
理デバイス５０に関連付けられた受信ＷＴＲＵの送信機３８の入力４２を経由して、送信
ＷＴＲＵ１０に送信される。
【００８７】
　例えば、送信ＷＴＲＵ１０が受信ＷＴＲＵとしてＵＴＲＡＮと通信しているＵＥの３Ｇ
ＰＰアップリンクＣＣＴｒＣＨの場合に、従来の方法において、プロセッサ１５はパスロ
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ス並びにＳＩＲターゲットのＵＴＲＡＮ信号伝達値およびＵＬ　ＣＣＴｒＣＨのＵＬタイ
ムスロット干渉信号コード電力（ＩＳＣＰ：ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ　
ｃｏｄｅ　ｐｏｗｅｒ）に基づいて、ＣＣＴｒＣＨに関連付けられた専用物理チャネル（
ＰＤＰＣＨ）の送信電力を計算するように構成されるのが好ましい。また、ＣＣＴｒＣＨ
の各ＤＰＣＨは、様々なＤＰＣＨで使用する様々な拡散係数を補償する従来の重み係数γ
ｉで個々に重み付けされた後、各タイムスロットについて図３に示すように複雑な加算を
使用して結合されるのが好ましい。
【００８８】
　物理チャネルを結合した後、プロセッサ１５はさらに本発明の教示に従って計算された
ＣＣＴｒＣＨゲイン係数を適用するのが好ましい。したがって、ＣＣＴｒＣＨが参照ＴＦ
ＣすなわちＴＦＣｒｅｆを伴うが、ｊ番目のＴＦＣすなわちＴＦＣｊを使用している場合
は、参照ＴＦＣすなわちＴＦＣｒｅｆのゲイン係数βｒｅｆに比例するゲイン係数βｊ、
すなわちβｊ＝Ｘ×βｒｅｆが適用される。
【００８９】
　ゲイン係数は、レートマッチングパラメータ（ｒａｔｅ　ｍａｔｃｈｉｎｇ　ｐａｒａ
ｍｅｔｅｒｓ）、並びにリソース単位が例えば１つのＳＦ１６コードとして定義された場
合は指定されたＴＦＣｊおよび参照ＴＦＣに必要なリソース単位の数に基づくのも好まし
い。したがって、Ｘは次のように従来のパラメータに従って選択されるのが好ましい。
【００９０】
　変数
【００９１】

【数９】

【００９２】
を定義する
　ここで、ＲＭｉは送信チャネルｉの半静的（ｓｅｍｉ－ｓｔａｔｉｃ）レートマッチン
グ属性、Ｎｉは送信チャネルｉの無線フレームセグメンテーションブロック（ｒａｄｉｏ
　ｆｒａｍｅ　ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ）から出力されたビットの数であ
り、参照ＴＦＣ内のすべての送信チャネルｉについて合計を求める。
【００９３】
　同様に、変数
【００９４】
【数１０】

【００９５】
を定義する
　ここで、ｊ番目のＴＦＣ内のすべての送信チャネルｉについて合計を求める。
【００９６】
　さらに、変数
【００９７】
【数１１】

【００９８】
を定義する
　ここで、ＳＦｉはＤＰＣＨｉの拡散係数であり、参照ＴＦＣ内で使用するすべてのＤＰ
ＣＨｉについて合計を求める。
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　同様に、変数
【０１００】
【数１２】

【０１０１】
を定義する
　ここで、ｊ番目のＴＦＣ内で使用するすべてのＤＰＣＨｉについて合計を求める。
【０１０２】
　ｊ番目のＴＦＣの係数Ｘは、次のように計算されるのが好ましい。
【０１０３】
【数１３】

【０１０４】
さらに、ｊ番目のＴＦＣを使用する場合は、ＣＣＴｒＣＨのプロセッサ１５で適用するゲ
イン係数βｊは、次のように計算されるのが好ましい。
【０１０５】

【数１４】

【０１０６】
　ゲイン係数βｊの同じ計算は、受信ＷＴＲＵ３０内の「信号伝達されたゲイン係数」と
送信ＷＴＲＵ１０内の「計算されたゲイン係数」の両方について決定する場合に使用する
のが好ましい。しかし、３ＧＰＰ　ＣＤＭＡシステムにおけるダウンリンク送信では、例
えば、固定された値のセットのみを送信ＷＴＲＵ１０に信号伝達することができる。した
がって、そのような制限が発生する場合はＵＥ「信号伝達されたゲイン係数」について、
量子化されたゲイン係数、すなわち量子化されたβｊは処理デバイス５０によって決定さ
れ、送信ＷＴＲＵ１０へ送信されるのが好ましい。３ＧＰＰ　ＣＣＴｒＣＨでは、現在許
可されている量子化されたβ値がＴＳ　２５．３３１に規定されている。これを表１に示
す。
【０１０７】
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【表１】

【０１０８】
　１／８から２まで１／８刻みに１６の量子化された値を使用できることに留意されたい
。
【０１０９】
　本発明の教示により、まず前述のβｒｅｆに比例する値としてβｊを決定することによ
って、量子化されたβｊが決定されるのが好ましい。したがって、ｊ番目のＴＦＣを使用
する３ＧＰＰ　ＣＣＴｒＣＨでは次のようになるのが好ましい。
【０１１０】
【数１５】

【０１１１】
　量子化されたβｊ（βｊ　ｑｕａｎｔｉｚｅｄ）は、さらに次のように決定されるのが
好ましい。
【０１１２】

【数１６】

【０１１３】
ただし、
【０１１４】
【数１７】
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はｘより大きいかｘと等しい最小の整数を表す。これは、実際の計算値を上回るβの値を
提供する保守的なアプローチである。
【０１１６】
　これに代わる量子化されたβｊ（βｊ　ｑｕａｎｔｉｚｅｄ）の好ましい決定方法の例
には、次のような式がある。
【０１１７】
【数１８】

【０１１８】
または
【０１１９】
【数１９】

【０１２０】
または
【０１２１】
【数２０】

【０１２２】
または
【０１２３】
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【数２１】

【０１２４】
ここで、
【０１２５】
【数２２】

【０１２６】
はｘより小さいかｘと等しい最大の整数を表す。前述のすべての式において、１／８より
小さいゲイン係数値を１／８に切り上げ、２より大きい値を２に切り下げるのが好ましい
。パフォーマンスを向上するには、すべてのゲイン係数値は１／８より大きく２より小さ
いように、参照ＴＦＣすなわちＴＦＣｒｅｆを選択するのが好ましい。
【０１２７】
　本発明の別の態様として、再構成時に電力制御を維持する上で発生する問題について以
下に説明する。前述のように、発明者はＴＦＣの新しいパンクチャリング／繰り返し（ｐ
ｕｎｃｔｕｒｉｎｇ／ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ）に基づいて再収束するための電力制御の必
要性を認識している。パンクチャリング／繰り返しに関連する再構成の後で、同じ出力パ
ワーレベルをもたらすのではない新しいゲイン係数が計算または選択された場合は、再収
束が必要となる。
【０１２８】
　例えば、ＣＣＴｒＣＨの総ビットレートがこのＣＣＴｒＣＨに割り当てられた物理チャ
ネルの総チャネルビットレートと異なる場合は、従来どおりＤＴＸ（Ｄｉｓｃｏｎｔｉｎ
ｕｏｕｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）が、専用物理チャネルおよび共有物理チャネル（
ＰＵＳＣＨ、ＰＤＳＣＨ、ＵＬ　ＤＰＣＨ、およびＤＬ　ＤＰＣＨ）にマップされた３Ｇ
ＰＰ　ＣＣＴｒＣＨに適用される。レートマッチング（Ｒａｔｅ　ｍａｔｃｈｉｎｇ）は
、一部のみにデータが格納されている物理チャネル全体を、完全に満たすために使用され
る。レートマッチングと多重化の後で、物理チャネルに送信されるデータがまったく存在
しない場合は、その物理チャネルが送信から破棄される。物理チャネルの一部のみが破棄
された場合は、ＣＣＴｒＣＨは部分的にＤＴＸ状態にある。送信するデータが存在しない
場合は、ＣＣＴｒＣＨがＤＴＸ状態にある。ＤＴＸ状態では、特殊なバーストの利用が適
用される。
【０１２９】
　部分的なＤＴＸにより、パンクチャリング／繰り返しは、割り当てられたリソース単位
の総数、すなわち総データレートのみでなく、割り当てられた物理チャネルの拡散係数に
も依存する。例えば、拡散係数（ＳＦ：ｓｐｒｅａｄｉｎｇ　ｆａｃｔｏｒ）が１である
１つの物理チャネルがＣＣＴｒＣＨ（すなわち、１６のリソース単位）に割り当てられる
場合、送信されるビットの数が小さくても、その物理チャネルが完全に満たされるまで繰
り返される。代わりに、ＳＦが２である２つの物理チャネルがＣＣＴｒＣＨに割り当てら
れる（１６のリソース単位、チャネル当たり８）場合、送信されるビットすべてが１つの
ＳＦ２物理チャネルに収まる場合は、第２の物理チャネルは破棄される。この場合は、繰
り返しのパーセンテージが１つのＳＦ１の場合よりも小さい。したがって、パンクチャリ
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ング／繰り返しの量は、使用するＴＦＣ（送信されるビット数）および物理チャネルの設
定によって変わる。
【０１３０】
　最初に物理チャネルはＣＣＴｒＣＨ用に設定されており、ゲイン係数はＣＣＴｒＣＨの
送信フォーマットの組合せセット（ＴＦＣＳ：ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｆｏｒｍａｔ　ｃｏ
ｍｂｉｎａｔｉｏｎ　ｓｅｔ）内の各ＴＦＣに対して定義されている。物理チャネルが正
常に確立されると、アップリンク外部電力制御アルゴリズムは指定されたＳＩＲターゲッ
トに収束する。このＳＩＲターゲットは、そのチャネルに対して現在設定されているゲイ
ン係数に基づいている（すなわち、その物理チャネル設定によって生成されたパンクチャ
リング／繰り返しの量に基づいている）。
【０１３１】
　物理チャネルの再構成手順の間に拡散係数が変化し、それによって各ＴＦＣのパンクチ
ャリング／繰り返しが変化する可能性がある。「計算されたゲイン係数」が使用され、参
照ＴＦＣおよび参照ゲイン係数（βｒｅｆ）が同じに維持される場合に、ＷＴＲＵは古い
参照ＴＦＣおよび参照ゲイン係数、並びに新しい物理チャネル設定に基づくすべてのＴＦ
Ｃのゲイン係数値を再計算する。この結果、電力制御がすでに収束しているパンクチャリ
ング／繰り返しと比較して、同じ出力を発生しないゲイン係数が得られる。
【０１３２】
　「信号伝達されたゲイン係数」が使用されている場合に、ＲＮＣにはすべてのＴＦＣに
対して同じゲイン係数値を保存するかまたは新しいゲイン係数を送信するかの２つの選択
肢がある。新しい設定の前と後の各ＴＦＣに対するパンクチャリング／繰り返しが同じで
ない場合に、ゲイン係数を同じに維持するには再収束するための電力制御が必要になる。
したがって、新しいゲイン係数を送信するのが好ましい。
【０１３３】
　新しいゲイン係数を決定するには、前述のように参照ゲイン係数βｒｅｆに比例するよ
うに参照ＴＦＣに基づいて値を再計算するのが便利である。参照ＴＦＣおよび参照ゲイン
係数（βｒｅｆ）が同じに維持される場合に、古い参照ＴＦＣおよび参照ゲイン係数およ
び新しい物理チャネル設定に基づくすべてのＴＦＣに対するゲイン係数値が再計算される
のが好ましい。なぜならば、変化は、前述のように拡散係数およびレートマッチングパラ
メータに基づくのが好ましいＸ因子において発生する可能性が高いからである。「計算さ
れたゲイン係数」と同様に、この結果、電力制御がすでに収束しているパンクチャリング
／繰り返しに関連する同じ出力を発生しないゲイン係数が得られる。したがって、参照Ｔ
ＦＣおよび参照ゲイン係数値の選択は、「計算されたゲイン係数」および「信号伝達され
たゲイン係数」の両方において、非常に重要である。
【０１３４】
　次の例は、再構成によってゲイン係数値（すなわち出力）とパンクチャリング／繰り返
しのレベルとの関係を変更する方法を示している。例で示されたゲイン係数値は量子化さ
れていないが、例は「計算されたゲイン係数」または「信号伝達されたゲイン係数」の両
方に適用される。３ＧＰＰ　ＣＣＴｒＣＨのアップリンク電力制御においては、信号伝達
されたゲイン係数はＷＴＲＵに信号伝達される前にＵＴＲＡＮによって量子化されるのが
好ましい。
【０１３５】
　簡単のために、この第１の例では、βｒｅｆが１に等しいと仮定されており、レートマ
ッチング（ＲＭ：Ｒａｔｅ　Ｍａｔｃｈｉｎｇ）属性はＣＣＴｒＣＨのすべての送信チャ
ネルに対して同じ値になるように選択されると仮定される。しかし、βｒｅｆが１でない
場合や送信チャネルのＲＭ属性が等しくない場合も、同じ問題と解決策が適用される。
【０１３６】
　説明のため、この例では、１２８Ｋｂｐｓの無線アクセスベアラ（ＲＡＢ：Ｒａｄｉｏ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｂｅａｒｅｒ）のアップリンク設定を選択する。ただし、ＲＡＢは１２
８Ｋｂｐｓ専用トラフィックチャネル（ＤＴＣＨ）および３．４　Ｋｂｐｓの信号伝達無



(36) JP 4621205 B2 2011.1.26

10

20

30

線ベアラ（ＳＲＢ：Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　Ｒａｄｉｏ　Ｂｅａｒｅｒ）で構成される。こ
のＲＡＢの設定は、表２および表３に示されており、このＣＣＴｒＣＨのＴＦＣＳは表４
で定義される。
【０１３７】
【表２】

【０１３８】
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【表３】

【０１３９】
【表４】

【０１４０】
　ＣＣＴｒＣＨの第１の例では、表５に示す２つの可能な物理チャネル設定について考察
する。
【０１４１】
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【表５】

【０１４２】
　物理チャネル設定１を使用するか２を使用するかは、チャネルが設定されたときのセル
の可用性によって決まる。例えば、１つのＳＦ２コードが使用できない場合は、代わりに
２つのＳＦ４コードを使用してもよい。
【０１４３】
　この第１の例では、チャネルが初めて設定されたときは物理チャネル設定１が使用され
る。したがって、ゲイン係数は前述の好ましい式を使用して物理チャネル設定１に基づい
て決定される。この例では、選択された参照ＴＦＣはＴＦＣ３なのでＴＦＣ３が選択され
ており、したがって、図４の表には各ＴＦＣに対するゲイン係数が示されている。
【０１４４】
　その後再構成が必要な場合は、新しいゲイン係数が計算される。例えば、物理設定２に
再構成が行われ、参照ＴＦＣとゲイン係数が同じに維持される（すなわち、ＴＦＣｒｅｆ
がＴＦＣ３かつβｒｅｆ＝１）場合は、再計算されたゲイン係数が図５の表に示されてい
る。
【０１４５】
　ＴＦＣ３が参照として使用されている場合は、両方の設定についてパンクチャリング／
繰り返しの関数としてのゲイン係数が図６のグラフに示されている。示されているゲイン
係数の値は、量子化されていない。参照ゲイン係数の量子化は、「計算されたゲイン係数
」の場合は必要ない。その場合、送信ＷＴＲＵ１０によって決定されたゲイン係数の値は
、図４および図５に示されている。量子化は、アップリンク３ＧＰＰ　ＣＣＴｒＣＨ用の
「信号伝達されたゲイン係数」の場合に必要であり、この場合は送信された値はこの第１
の例の図４および図５で示した値を量子化したものである。
【０１４６】
　この第１の例では、設定１ではＴＦＣ３が３０％の繰り返しをもたらし、設定２ではＴ
ＦＣ３が３５％のパンクチャリングをもたらす。しかし、ゲイン係数の値はいずれの場合
も同じである（すなわち１に等しい）。アップリンク外部ループ電力制御が物理チャネル
設定１に与えられたベータの値について収束しており、ＳＩＲターゲット値が再構成中に
更新されていない場合は、新しい収束が必要になる。この第１の例では、設定２の出力電
力は非常に低くなる可能性が高く、ＳＩＲターゲットを増大させる必要がある。
【０１４７】
　次のように、２つの解決策が提供される。
【０１４８】
　１．参照ＴＦＣのインテリジェントな選択：ＳＩＲターゲットを維持（外部ループ電力
制御アルゴリズムによって決定された最新の値を再構成メッセージにおいてＷＴＲＵ１０
に送信）し、
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　　ａ．ＣＣＴｒＣＨの新しい設定において、同様のパンクチャリング／繰り返しに対し
て同様の出力レベルを提供するような元の選択肢が選択された場合は、既存の参照ＴＦＣ
およびβｒｅｆを維持する。または
　　ｂ．新しい参照ＴＦＣまたは新しいβｒｅｆを選択する。
【０１４９】
　２．ゲイン係数値の変化に基づいてＳＩＲターゲット値を更新し、そのＳＩＲターゲッ
ト値を再構成メッセージにおいてＷＴＲＵ１０に送信する。この場合、βｒｅｆは同じに
維持されるが、ＴＦＣＳ内の他のすべてのＴＦＣのゲイン係数は変化してもよい。
【０１５０】
　参照ＴＦＣのインテリジェントな選択では、ＳＩＲターゲットを維持し、参照ＴＦＣお
よびβｒｅｆをインテリジェントに選択する。物理チャネルが再構成される場合は、次の
３つのケースが考えられる
　ケース１：ＣＣＴｒＣＨの可能なすべての物理設定が既知であり、含まれるすべての物
理チャネルの設定に対して同様のパンクチャリング／繰り返しをもたらす共通のＴＦＣが
存在する場合の参照ＴＦＣの選択。　
　ケース２：取り得るすべての設定が既知でない場合、または含まれるすべての物理チャ
ネルの設定に対して同様のパンクチャリング／繰り返しをもたらす共通のＴＦＣを検出で
きない場合の参照ＴＦＣの選択。および
　ケース３：古い設定の参照ＴＦＣと同様のパンクチャリング／繰り返しをもたらすＴＦ
Ｃを、新しい設定内で検出できない場合の参照ＴＦＣの選択。
【０１５１】
　第１のケースでは、参照ＴＦＣと参照ゲイン係数値を維持するのが好ましい。この場合
は、このＣＣＴｒＣＨで許可されるすべての設定に対して同様の量のパンクチャリング／
繰り返しをもたらす参照ＴＦＣが選択される。ＣＣＴｒＣＨのすべての物理チャネル設定
で同じ参照ＴＦＣと参照ゲイン係数が使用される。参照ＴＦＣと参照ゲイン係数はチャネ
ルが最初に設定されるときに選択され、以降のすべての再構成でも同じに維持される。
【０１５２】
　第２のケースでは、参照ＴＦＣを変更し、参照ゲイン係数値を維持するのが好ましい。
この場合、古い設定における参照ＴＦＣと同様のパンクチャリング／繰り返しをもたらす
新しい参照ＴＦＣが選択される。また、新しい参照ＴＦＣのゲイン係数βｒｅｆは再構成
の間に同じに維持される。
【０１５３】
　第３のケースでは、参照ＴＦＣを維持し、参照ゲイン係数値を変更するのが好ましい。
この場合、同じ参照ＴＦＣが使用されるが、参照ゲイン係数βｒｅｆは変更される。新し
い参照ゲイン係数は、古い設定で使用されたものと同じ参照ＴＦＣを参照として使用して
決定される。
【０１５４】
　上記すべてのケースについて、参照ＴＦＣおよび／または参照ゲイン係数値βｒｅｆが
同じに維持される場合でも、ＴＦＣＳ内の他のすべてのＴＦＣに対するゲイン係数値は、
拡散係数の変化（すなわちＬｊの値の変化）がある限り、再計算されるのが好ましい。
【０１５５】
　好ましくはないが、ケース２で定義した選択プロセスをケース１のシナリオで使用して
もよい。またケース３で定義したプロセスをケース１またはケース２のシナリオで使用し
てもよい。
【０１５６】
　インテリジェントな選択を使用するＴＦＣＳ再構成の場合に、第１の好ましい選択肢（
ａｌｔｅｒａｔｉｖｅ）は、参照ＴＦＣを変更し、参照ゲイン係数値を維持することであ
る。これは、古い設定の参照ＴＦＣと同様のパンクチャリング／繰り返しをもたらす新し
い参照ＴＦＣを選択することによって行うのが好ましい。その場合、新しい参照ＴＦＣの
ゲイン係数は再構成の間は同じに維持されるのが好ましい。第２の好ましい選択肢は、参
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照ゲイン係数値を変更することである。新しい参照ＴＦＣは、ＴＦＣＳ内のどのＴＦＣで
もよい（古いものと同じでも異なるものでもよい）のが好ましい。新しい参照ＴＦＣのゲ
イン係数は、古い設定で使用されたβｒｅｆを参照として使用して決定するのが好ましい
。
【０１５７】
　ＴＦＣＳ設定の場合、参照ＴＦＣおよび／または参照ゲイン係数値が同じに維持される
場合でも、ＴＦＣＳ内における他のすべてのＴＦＣのゲイン係数値は、指定された送信チ
ャネルのビット数の変化（すなわちＫｊの値の変化）がある限り、再計算するのが好まし
い。しかし、物理チャネルおよび／またはＴＦＣＳ再構成の結果、再構成の前と後で同様
のパンクチャリング／繰り返しをもたらす場合に、許容される代替策は参照ＴＦＣも参照
ゲイン係数も更新しないことである。
【０１５８】
　前述のケース１で、取り得るすべての物理チャネル設定が既知の場合に、そのＣＣＴｒ
ＣＨで許容されるすべての設定において同様の量のパンクチャリング／繰り返しをもたら
すＴＦＣがすべての設定に対する参照ＴＦＣとして選択されるのが好ましい。参照ＴＦＣ
（βｒｅｆ）に対するゲイン係数もすべての設定に対して同じであるのが好ましい。
【０１５９】
　「計算されたゲイン係数」の場合に、受信ＷＴＲＵ３０はＣＣＴｒＣＨが最初に設定さ
れたときに参照ＴＦＣと参照ゲイン係数（βｒｅｆ）を送信ＷＴＲＵ１０に送信するのが
好ましい。その場合、送信ＷＴＲＵ１０は、前述の方法を使用して他のすべてのＴＦＣに
対するゲイン係数を計算するのが好ましい。物理チャネルの再構成に続き、送信ＷＴＲＵ
　１０は、事前に識別された参照ＴＦＣおよび参照ゲイン係数を使用して、ＴＦＣＳ内の
すべてのＴＦＣに対する新しいゲイン係数を計算する。
【０１６０】
　「信号伝達されたゲイン係数」の場合に、受信ＷＴＲＵ３０はＣＣＴｒＣＨが最初に設
定されたときに選択された参照ＴＦＣを使用してＴＦＣＳ内のすべてのＴＦＣのゲイン係
数を決定し、これらの値を送信ＷＴＲＵ１０に送信するのが好ましい。３ＧＰＰ　ＣＣＴ
ｒＣＨでは、これらの値は量子化されるのが好ましい。受信ＷＴＲＵ３０は、前述の方法
を使用し、参照ＴＦＣに基づいて他のすべてのＴＦＣのゲイン係数を決定するのが好まし
い。物理チャネルの再構成が行われた場合は、受信ＷＴＲＵ　３０は事前に識別された参
照ＴＦＣと参照ゲイン係数を使用し、ＴＦＣＳ内のすべてのＴＦＣの更新されたＸ値を使
用して新しいゲイン係数を計算し、新しいゲイン係数を送信ＷＴＲＵ１０に送信する。
【０１６１】
　３ＧＰＰ　ＣＣＴｒＣＨの場合に、参照ゲイン係数（βｒｅｆ）は１／８から２までの
任意の値（１／８刻み）が望ましい。参照ＴＦＣおよびゲイン係数（βｒｅｆ）は、他の
ＴＦＣのすべてのゲイン係数値が１／８より大きく、２より小さくなるように選択するの
が好ましい。また、物理チャネル再構成によって拡散係数が変化しない場合は、ゲイン係
数を変更する必要はない。
【０１６２】
　前述の第１の例で、参照ＴＦＣであるＴＦＣ３は、物理設定１で３０％の繰り返しをも
たらし、物理設定２で３５％のパンクチャリングをもたらす。しかし、ＴＦＣ４は物理設
定１で３％のパンクチャリングをもたらし、物理設定２で１％の繰り返しをもたらす。Ｔ
ＦＣ４の値はＴＦＣ３より互いにはるかに近いので、ケース１のシナリオではＴＦＣ４を
参照ＴＦＣとして選択するのが好ましい。
【０１６３】
　ケース１のシナリオでは、第１の例を修正したものが第２の例として図７、図９および
図１０とともに提供されている。第２の例の参照としてＴＦＣ４を使用したときのゲイン
係数は、設定１と設定２の両方によるパンクチャリング／繰り返しの関数として図７のグ
ラフに示されている。図７のグラフを図６に示されているグラフと比較すると、２つの曲
線がはるかに接近していることがわかる。
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【０１６４】
　また、ケース１のシナリオでは、ＴＦＣ１０を参照として選択した場合に、第１の例を
修正したものが第３の例として図８、図９および図１０とともに提供されている。ＴＦＣ
１０は、物理設定１において４６％のパンクチャリングをもたらし、物理設定２において
４５％のパンクチャリングをもたらす。第３の例の参照としてＴＦＣ１０を使用した場合
は、両方の設定によるパンクチャリング／繰り返しの関数としてのゲイン係数が図８に示
されている。この図は、この場合も同様に適切な結果が得られることを示している。
【０１６５】
　参照としてＴＦＣ４またはＴＦＣ１０のいずれを使用した場合でも、物理設定２による
パンクチャリング／繰り返しの関数としてのゲイン係数を示す曲線は物理設定１によるも
のと重なる。指定されたパンクチャリング／繰り返しに対するゲイン係数値は両方の設定
でほぼ同じである。図示されているゲイン係数の値は、量子化されていない。
【０１６６】
　図９および図１０の表は、それぞれ第２と第３の例の両方に対して、２つの物理設定に
関する詳細な結果を示している。
【０１６７】
　第１の例については、第２と第３の例を簡単にするために、βｒｅｆは１に等しくなる
ように選択し、レートマッチング（ＲＭ）属性はＣＣＴｒＣＨのすべての送信チャネルで
同じ値を選択することが想定されている。βｒｅｆが１でない場合や送信チャネルのＲＭ
属性が等しくない場合にも、同じ問題と解決策が適用される。
【０１６８】
　前述のケース１の解決策は、ＣＣＴｒＣＨに割り当てられているすべての可能な物理設
定が既知の場合にのみ好ましい。この解決策は、関連する物理設定が２つのみの場合は単
純である。３つ以上の関連する設定が存在する場合は、関連するすべての物理チャネル設
定に対してパンクチャリング／繰り返しで同様の結果をもたらす共通のＴＦＣを見つける
のは困難となることがある。
【０１６９】
　ケース２において、設定が事前に知られていない場合、または関連するすべての物理チ
ャネル設定に対して同様のパンクチャリング／繰り返しをもたらす共通のＴＦＣを検出す
ることが不可能な場合は、再構成の間に新しい参照ＴＦＣを選択するのが好ましい。新し
い参照ＴＦＣは、古い設定における参照ＴＦＣと同様のパンクチャリング／繰り返しをも
たらすものを選択するのが好ましい。新しい参照ＴＦＣ（βｒｅｆ）のゲイン係数は、再
構成の間は変更しないのが好ましい。
【０１７０】
　「計算されたゲイン係数」の場合は、受信ＷＴＲＵ３０は新しい参照ＴＦＣと（変更さ
れていない）参照ゲイン係数（βｒｅｆ）を、再構成メッセージにおいて送信ＷＴＲＵ１
０に送信するのが好ましい。参照ゲイン係数を変更しない場合でも、再構成メッセージに
おいて送信するのが好ましい。３ＧＰＰでは、参照ＴＦＣを送信する場合にゲイン係数値
を送信する必要がある。ここで、送信ＷＴＲＵ１０は他のすべてのＴＦＣのゲイン係数を
計算する。
【０１７１】
　「信号伝達されたゲイン係数」の場合に、受信ＷＴＲＵ　３０は新しく選択された参照
ＴＦＣと（変更されていない）参照ゲイン係数（βｒｅｆ）を使用してＴＦＣＳ内のすべ
てのＴＦＣのゲイン係数を決定し、これらの値を３ＧＰＰのコンテクスト内で量子化して
送信ＷＴＲＵ１０に送信するのが好ましい。いずれの場合でも、ゲイン係数は前述の好ま
しい式を使用して計算するのが好ましい。
【０１７２】
　ケース２のシナリオにおいて、ＴＦＣ３が初期設定（設定１）の参照として選択されて
いる場合は、約３０％の繰り返しをもたらす設定２の参照ＴＦＣをＴＦＣとして選択する
のが好ましい。ケース２の第１の例の修正に基づく第４の例を、図４、図１１、および図
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１２とともに説明する。ＴＦＣ３に最も近い値はＴＦＣ６であり、５６％の繰り返しをも
たらす。このＴＦＣのゲイン係数は、物理設定１におけるＴＦＣ３のゲイン係数と同じで
ある（指定された例においてゲイン係数は１に等しい）。
【０１７３】
　図１１は、第４の例として、ＴＦＣ３が物理チャネル設定１で参照として使用された場
合、およびＴＦＣ６が物理チャネル設定２で参照として使用された場合の両方の設定によ
るパンクチャリング／繰り返しの関数としてゲイン係数を示している。図示されたゲイン
係数の値は、量子化されていない。設定１と２の繰り返しの間には相対的に大きな差があ
るため（２６％の差）、２つの曲線は図７および図８に描かれているケース１の例ほどに
接近してはいないが、第１の例を反映する図６のグラフに示された結果よりはかなり良い
。
【０１７４】
　図１２の表は、第４の例の参照ＴＦＣがＴＦＣ６の場合に、物理設定２に対する詳細な
結果を示している。第４の例は第１の例の続きであり、第１の例では、簡単にするために
、βｒｅｆは１に等しくなるように選択され、Ｒａｔｅ　Ｍａｔｃｈｉｎｇ属性はＣＣＴ
ｒＣＨのすべての送信チャネルで同じ値になるように選択されることが仮定されている。
βｒｅｆが１ではなく、送信チャネルのＲＭ属性が等しくない場合にも、ケース２と同じ
問題と解決策が適用される。
【０１７５】
　ケース３において、古い設定の参照ＴＦＣと同様のパンクチャリング／繰り返しをもた
らすＴＦＣを新しい設定で検出できない場合は、再構成の間に新しい参照ＴＦＣを選択す
るのが好ましい。新しい参照ＴＦＣは、現在の参照ＴＦＣも含めてＴＦＣＳ内のどのＴＦ
Ｃでもよい。新しい参照ＴＦＣのゲイン係数（βｒｅｆ，ｎｅｗ）は、次のように古い設
定において使用されていたものと同じ参照を参照として使用し、決定するのが好ましい。
【０１７６】
【数２３】

【０１７７】
すなわち、古い設定（古い拡散係数）と古いβｒｅｆを参照として使用して新しいβｒｅ
ｆを決定する。
【０１７８】
　新しい参照ＴＦＣが古い参照ＴＦＣと同じになるように選択された場合は、Ｋｒｅｆ，
ｎｅｗ＝Ｋｒｅｆ，ｏｌｄであり、したがって、好ましい計算は次のようになる。
【０１７９】
【数２４】

【０１８０】
　この新しい参照ゲイン係数は、新しい設定における他のすべてのＴＦＣのゲイン係数を
決定するための参照として使用される。したがって、好ましくは前述の好ましい式を使用
してｊ番目のＴＦＣのゲイン係数βｊを計算するためのβｒｅｆとして、βｒｅｆ，ｎｅ
ｗを使用する。
【０１８１】
　ケース３のシナリオでは、第１の例にさらに修正を加えたものが図４、図１３、および
図１４とともに第５の例として提供されている。第５の例では、ＴＦＣ３、すなわち第１
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の例の古い参照ＴＦＣと同じものが新しい参照ＴＦＣとして選択されている。次のように
、物理設定１は古い設定として、物理設定２は新しい設定として、さらにＴＦＣ３は古い
参照ＴＦＣおよび新しい参照ＴＦＣとして使用される。
【０１８２】
　Ｌｒｅｆ，ｏｌｄ＝１／２（物理設定＝ＳＦ２×１コード×１タイムスロット）
　Ｌｒｅｆ，ｎｅｗ＝１／４（物理設定＝ＳＦ４×１コード×１タイムスロット）
　βｒｅｆ，ｏｌｄ＝１
したがって、
【０１８３】
【数２５】

【０１８４】
　図１３は、ＴＦＣ３が物理設定１および物理設定２において参照として使用され、新し
い参照ゲイン係数がこの第５の例に対して決定された場合について、このケースにおける
両方の設定によるパンクチャリング／繰り返しの関数としてゲイン係数を示している。図
１３のグラフを図６に示されているものと比較すると、２つの曲線がより接近しているこ
とがわかる。これは指定されたパンクチャリング／繰り返しによるゲイン係数値が、両方
のケースでほぼ同じであることを示している。図１３では、物理設定２の曲線は物理設定
１の曲線と実際に重なっている（すなわち、指定されたパンクチャリング／繰り返しによ
るゲイン係数値は両方の設定でほぼ同じである）。
【０１８５】
　図１４の表では、新しい参照ＴＦＣがＴＦＣ３のままであり、新しい参照ゲイン係数が
第５の例における古い参照ゲイン係数から決定された場合の物理設定２に対する詳細な結
果を示している。
【０１８６】
　ゲイン係数値は量子化されていない。３ＧＰＰ　ＣＣＴｒＣＨでは、参照ゲイン係数が
１に等しくないかまたは１／８の倍数でないので、送信ＷＴＲＵ１０に値を送信するには
量子化が必要である。したがって、「計算されたゲイン係数」のケースで送信ＷＴＲＵ１
０によって決定された他のすべてのＴＦＣのゲイン係数値はこの第５の例に示されている
値とはわずかに異なる。「信号伝達されたゲイン係数」のケースでは、送信されたすべて
のゲイン係数値は、３ＧＰＰ　ＣＣＴｒＣＨのこの第５の例で示された量子化されたバー
ジョンの値であるのが好ましい。
【０１８７】
　「計算されたゲイン係数」のケースでは、量子化誤差を最小にするために、受信ＷＴＲ
Ｕ　３０は量子化された値が量子化したゲイン係数値に最も近くなるような新しい参照ゲ
イン係数をもたらす参照ＴＦＣを新しい参照ＴＦＣとして選択するのが好ましい。
【０１８８】
　前述の３つのケースでは、ＴＦＣＳ再構成中にＴＦＣＳ内で変更されるパラメータはゲ
イン係数のみと仮定されている。送信フォーマットを再構成する必要があるので、データ
転送速度に影響を与えるケースも存在する。このようなケースでは、新しい参照ＴＦＣを
インテリジェントに選択することも望ましい。選択は、前述のケースに関連して示された
解決策を使用して行われるのが好ましい。
【０１８９】
　換言すると、ＴＦＣＳ再構成の間には好ましい選択が２つある。１つの好ましい選択肢
は、古い設定における参照ＴＦＣと同様のパンクチャリング／繰り返しをもつ新しい参照
ＴＦＣを選択することである。新しい参照ＴＦＣのゲイン係数（βｒｅｆ）は再構成の間
は同じに維持する必要がある。これは第２、第３、および第４の例で説明したケース１ま
たは２と同様である。
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【０１９０】
　もう１つの好ましい選択肢は、古い参照ＴＦＣを含むＴＦＣＳ内の任意のＴＦＣを新し
い参照ＴＦＣとして選択することである。新しい参照ＴＦＣのゲイン係数（βｒｅｆ，ｎ
ｅｗ）は、次のように古い設定で使用されていたものと同じ参照を参照として使用して決
定する必要がある。
【０１９１】
【数２６】

【０１９２】
すなわち、古い設定（古い拡散係数）と古いβｒｅｆを参照として使用して新しいβｒｅ
ｆを決定する。新しい参照ＴＦＣが、古い参照ＴＦＣと同じになるように選択された場合
は、Ｋｒｅｆ，ｎｅｗ＝Ｋｒｅｆ，ｏｌｄであり、計算は次のように簡素化される。
【０１９３】

【数２７】

【０１９４】
その場合、新しい参照ゲイン係数は、新しい設定における他のすべてのＴＦＣのゲイン係
数を決定するための参照として使用される。これは第５の例で示されているケース３と同
様である。
【０１９５】
　インテリジェントな選択の代替策として、物理チャネルの再構成の間にゲイン係数の変
更に基づいてＳＩＲターゲットを更新できる。インテリジェントな選択に関する上の議論
において、ＳＩＲターゲットは再構成の間に変化しない、すなわちＵＬ外部ループ電力制
御アルゴリズムからの最新の更新が再構成メッセージとして送信ＷＴＲＵ　１０に送信さ
れる。以下で説明する代替の解決策は、物理チャネル再構成の間にＳＩＲターゲットの更
新を伴う。
【０１９６】
　このケースでは、参照ＴＦＣおよび参照ゲイン係数は物理チャネル再構成の間は同じに
維持される。ＳＩＲターゲットは、電力制御を維持するために参照ゲイン係数値の中で予
期された変更に基づいて再計算される。
【０１９７】
　ＳＩＲターゲットは、次のようにして更新されるのが好ましい。調整係数（ａｄｊｕｓ
ｔｍｅｎｔ　ｆａｃｔｏｒ）βａｄｊは、参照ＴＦＣのゲイン係数βｒｅｆと電力制御を
維持するために選択された新しい物理チャネル設定に基づいて次のように決定されるのが
好ましい。
【０１９８】
【数２８】

【０１９９】
ここで、
【０２００】
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【数２９】

【０２０１】
ここで、ＳＦｉは第１の物理設定に関する専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）ｉの拡散係数で
あり、ＴＦＣｒｅｆで使用するすべてのＤＰＣＨｉについて合計を求める。さらに、
【０２０２】

【数３０】

【０２０３】
ここで、ＳＦｉは第２の物理設定に関する専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）ｉの拡散係数で
あり、ＴＦＣｒｅｆで使用するすべてのＤＰＣＨｉについて合計を求める。
【０２０４】
　その場合、新しいＳＩＲターゲットは、次のようにして得られる。
【０２０５】

【数３１】

【０２０６】
　古い設定の参照ＴＦＣのゲイン係数が１に設定された場合に、新しいＳＩＲターゲット
は次のように簡素化された式で与えられる。
【０２０７】
　Ｓ１Ｒ＿ｔａｒｇｅｔｎｅｗ＝Ｓ１Ｒ＿ｔａｒｇｅｔｏｌｄ＋２０ｌｏｇ（βａｄｊ）
　その場合、更新されたＳＩＲターゲットは、再構成メッセージにおいて送信ＷＴＲＵ１
０に送信される。参照ＴＦＣおよび参照ゲイン係数（βｒｅｆ）は同じに維持される、す
なわち調整係数βａｄｊは更新されたＳＩＲターゲットを決定するためにのみ使用される
が、その後でゲイン係数として使用されることはない。
【０２０８】
　「計算されたゲイン係数」の場合に、再構成メッセージの参照ＴＦＣおよびβｒｅｆは
同じに維持されるので、再送信する必要はない。送信ＷＴＲＵ１０は、古い参照ＴＦＣと
古い参照ゲイン係数に基づいて、他のすべてのＴＦＣのゲイン係数値を計算する。送信Ｗ
ＴＲＵ１０は、古い参照ゲイン係数を使用して説明した前述の好ましい式を使用するのが
好ましい。
【０２０９】
　「信号伝達されたゲイン係数」の場合は、物理チャネル再構成の間に、受信ＷＴＲＵ　
３０は参照ＴＦＣとβｒｅｆを使用してＴＦＣＳ内のすべてのＴＦＣに対するゲイン係数
を決定し、これらの値を好ましくは３ＧＰＰ　ＣＣＴｒＣＨのコンテクスト用に量子化し
て送信ＷＴＲＵ１０に送信する。その他すべてのＴＦＣのゲイン係数値は、物理チャネル
設定の変化に従って変更できる。受信ＷＴＲＵ３０は、古い参照ゲイン係数を使用して説
明した前述の好ましい式を使用するのが好ましい。
【０２１０】
　「計算されたゲイン係数」の場合、前述のインテリジェントな選択方法と比較すると、
ＳＩＲターゲットの更新には、信号伝達のオーバヘッドを最小化するという利点がある。
ゲイン係数は送信チャネル設定の一部なので、これらのパラメータにおける変更を送信Ｗ
ＴＲＵ１０に通知するためには、このような変更が物理チャネル設定のみの変更に起因す
るものであっても、「送信チャネルの再構成（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｒ
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に変更はない場合、代わりに「物理チャネルの再構成（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）」メッセージが使用できる。このメッセージは、
「送信チャネルの再構成（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒ
ａｔｉｏｎ）」メッセージよりも短いので好ましい。「計算されたゲイン係数」の場合は
、ＳＩＲターゲットの更新が使用されていれば、参照ＴＦＣまたは参照ゲイン係数は変更
する必要がない。すなわち送信チャネルの設定は変更されない。この場合、「物理チャネ
ルの再構成」メッセージは再構成の送信ＷＴＲＵ１０への通知に使用でき、信号伝達のオ
ーバヘッドを最小化できる。
【０２１１】
　送信ＷＴＲＵ１０か受信ＷＴＲＵ３０のいずれかのゲイン係数および量子化されたゲイ
ン係数を決定するコンポーネントは、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）などの一つの集
積回路に実装されるのが好ましい。しかし、このコンポーネントは、複数の別々の集積回
路や汎用ＣＰＵ／ＤＳＰ上のソフトウェアで容易に実装することもできる。
【０２１２】
　本発明について、好ましい実施形態を参照して詳細に示し、説明してきたが、本明細書
で以上に説明した本発明の範囲を逸脱することなく、その形態および細部の様々な変更が
可能なことは、当業者には言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【０２１３】
【図１】現在の３ＧＰＰ仕様による一般的なＣＤＭＡシステムを示す概略図である。
【図２】本発明の教示に従って構成できるターゲットＳＩＲメトリックスを経由して外部
ループ電力制御を使用した無線通信システムのためのオープンループ電力制御システムを
示す概略図である。
【図３】このプロセスは図３にＣＣＴｒＣＨのゲイン係数を適用するｊ番目のＴＦＣのＴ
ｒＣＨのデータを搬送する従来の物理チャネルの組合せを示す概略図である。
【図４】第１の設定、すなわち物理設定１の第１の例によるゲイン係数を示す表である。
【図５】第２の設定、すなわち物理設定２の第１の例によるゲイン係数を示す表である。
【図６】ＴＦＣ３を第１の例の参照として使用した場合のゲイン係数の比較を示すグラフ
である。
【図７】第２の例の参照ＴＦＣ（βｒｅｆ＝１）としてＴＦＣ４を使用した場合のパンク
チャリング／繰り返しの関数としてのゲイン係数の比較を示すグラフである。
【図８】第３の例の参照ＴＦＣ（βｒｅｆ＝１）としてＴＦＣ１０を使用した場合のパン
クチャリング／繰り返しの関数としてのゲイン係数の比較を示すグラフである。
【図９】物理設定１の第２および第３の例によるゲイン係数を示す表である。
【図１０】物理設定２の第２および第３の例によるゲイン係数を示す表である。
【図１１】第４の例で物理設定１の参照としてＴＦＣ３を使用し、物理設定２の参照とし
てＴＦＣ６を使用した場合に、パンクチャリング／繰り返しの関数としてのゲイン係数の
比較を示すグラフである。
【図１２】物理設定２の第４の例によるゲイン係数を示す表である。
【図１３】第５の例で物理設定１と物理設定２の参照としてＴＦＣ３を使用し、βｒｅｆ
，ｏｌｄから計算されたβｒｅｆ，ｎｅｗを使用した場合に、パンクチャリング／繰り返
しの関数としてのゲイン係数の比較を示すグラフである。
【図１４】物理設定２の第５の例によるゲイン係数を示す表である。
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