
JP 2009-189017 A 2009.8.20

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】リンク品質のフィードバックを送信機へ効率的
に供給するための方法および装置を提供する。
【解決手段】１つの実施形態において、周期的なリンク
品質メッセージは、ゲートチャネル上で伝送され、一方
で連続差分指標が伝送される。品質メッセージ間で、差
分指標はリンクの品質を追跡する。１つの実施形態では
、品質メッセージにパリティチェックが与えられる。別
の実施形態では、品質メッセージの伝送頻度が、チャネ
ル品質によって判断される。受信機が伝送の受信を予期
するとき、品質メッセージは、生成されるか、さもなけ
れば、停止される。
【選択図】図３ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遠隔局装置であって、
　　通信リンクのリンク品質を反復的に測定するための品質測定装置と、
　　測定されたリンク品質に基づいて品質メッセージを生成し、かつ品質メッセージに対
応するパリティチェックを生成するための品質メッセージ処理装置と、
　　測定されたリンク品質における変化を判断するための差分解析器とを含む遠隔局装置
。
【請求項２】
　リンク品質が、受信信号の搬送波対干渉として測定される請求項１記載の遠隔局。
【請求項３】
　品質測定装置が品質メトリックを生成し、遠隔局がセレクタカバーを品質メトリックへ
適用する請求項２記載の遠隔局。
【請求項４】
　無線通信システムにおいて、
　　通信リンクの品質の情報を与える品質メッセージを、第１の頻度で生成することと、
　　各品質メッセージのためのパリティチェックを生成することとを含む方法。
【請求項５】
　　通信リンクの品質における変化を示す差分指標を、第１の頻度よりも大きい第２の頻
度で生成することをさらに含む請求項５記載の方法。
【請求項６】
　各品質メッセージが、受信機における受信信号の搬送波対干渉の情報を含む請求項５記
載の方法。
【請求項７】
　各差分指標が、少なくとも１ビットである請求項４記載の方法。
【請求項８】
　無線通信システムにおいて、
　　第１の時間ウインドウにおけるチャネル状態を推定することと、
　　推定のチャネル状態と第１の閾値とを比較することと、
　　比較に基づいて品質メッセージの伝送における伝送レートを判断することと、
　　伝送レートにおいて品質メッセージを伝送することとを含む方法。
【請求項９】
　第１の時間ウインドウが、システムの動作に基づいて動的に調節される請求項８記載の
方法。
【請求項１０】
　　平均チャネル状態を計算することと、
　　チャネル状態の分散を計算することとをさらに含む請求項８記載の方法。
【請求項１１】
　無線装置であって、
　　第１の時間ウインドウにおいて、チャネル状態を推定するための手段と、
　　推定のチャネル状態と第１の閾値とを比較するための手段と、
　　比較に基づいて、品質メッセージの伝送のための伝送レートを判断するための手段と
、
　　品質メッセージを伝送レートで伝送するための手段とを含む無線装置。
【請求項１２】
　音声通信およびパケット交換通信を処理するための無線通信システムにおいて、
　　パリティチェックを含む品質メッセージと、差分指標とを含む、逆方向リンク上の信
号を受信するように動作する受信回路であって、品質メッセージが順方向リンクの品質メ
トリックを定期的に与え、差分指標が連続品質メッセージ間の品質メトリックを追跡する
受信回路と、
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　　逆方向リンク上の受信された品質メッセージを記憶するように動作するメモリ記憶装
置と、
　　差分指標およびパリティチェックに応答して、メモリ記憶装置内に記憶されている品
質メッセージを更新するための差分解析器とを含む基地局。
【請求項１３】
　無線装置であって、
　　コンピュータ読み出し可能命令を実行するように動作する処理装置と、
　　複数のコンピュータ読み出し可能命令であって、
　　　　通信リンクの品質の情報を与える品質メッセージを、第１の頻度で生成するため
のコンピュータ読み出し可能命令、および、
　　　　各品質メッセージのためのパリティチェックを生成するためのコンピュータ読み
出し可能命令を記憶するようにされたメモリ記憶装置とを含む無線装置。
【請求項１４】
　複数のコンピュータ読み出し可能命令が、
　　通信リンクの品質における変化を示す差分指標を、第１の頻度よりも大きい第２の頻
度で生成するようにもされている請求項１３記載の装置。
【請求項１５】
　無線装置であって、
　　コンピュータ読み出し可能命令を実行するように動作する処理装置と、
　　複数のコンピュータ読み出し可能命令であって、
　　　　第１の時間ウインドウにおけるチャネル状態を推定するためのコンピュータ読み
出し可能命令、
　　　　推定のチャネル状態と、第１の閾値とを比較するためのコンピュータ読み出し可
能命令、
　　　　比較に基づいて、品質メッセージを伝送するための伝送レートを判断するための
コンピュータ読み出し可能命令、および、
　　　　品質メッセージを伝送レートで伝送するためのコンピュータ読み出し可能命令を
記憶するようにされているメモリ記憶装置とを含む無線装置。
【請求項１６】
　複数の搬送波を支援する無線通信システムにおいて、
　　複数の搬送波の間で平均チャネル状態を判断することと、
　　平均チャネル状態と、第１の閾値とを比較することと、
　　比較に基づいて、品質メッセージを伝送するための伝送レートを判断することと、
　　品質メッセージを伝送レートで伝送することとを含む方法。
【請求項１７】
　複数の搬送波の各々に重みを割り当てて、平均チャネル状態が重み平均であることをさ
らに含む請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
　無線装置であって、
　　コンピュータ読み出し可能命令を実行するように動作する処理装置と、
　　複数のコンピュータ読み出し可能命令であって、
　　　　第１の頻度と関係付けられた最良のチャネル状態を判断するためのコンピュータ
読み出し可能命令、および、
　　　　品質指標と、第１の頻度を識別する頻度指標とを含む品質メッセージを生成する
ためのコンピュータ読み出し可能命令とを記憶するようにされているメモリ記憶装置とを
含む無線装置。
【請求項１９】
　頻度指標が、複数の所定の頻度から第１の頻度を選択するためのポインタである請求項
１８記載の無線装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概ね、通信、とくに、無線通信システムにおいてチャネル品質のフィードバ
ックを与えるための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線データ伝送に対する需要の増加と、無線通信技術によって得られるサービスの拡張
とにより、音声およびデータのサービスに対応できるシステムが開発された。これらの２
つのサービスの種々の要件に対応するように設計された１つのスペクトラム拡散システム
は、cdma2000と呼ばれる符号分割多元接続（Code Division Multiple Access, CDMA）シ
ステムであり、“TIA/EIA/IS-2000 Standards for cdma2000 Spread Spectrum Systems”
に指定されている。cdma2000の拡張形、並びに別のタイプの音声およびデータシステムも
開発中である。
【０００３】
　伝送データ量および伝送数が増加するのにしたがって、無線伝送に使用可能な制限され
たバンド幅は、臨界の資源になった。したがって、使用可能なバンド幅の使用を最適化す
る通信システムにおいて、情報を伝送するための効率的で正確な方法が必要とされている
。
【発明の概要】
【０００４】
　ここに開示されている実施形態は、通信リンクのリンク品質を反復的に測定するための
品質測定装置と、測定されたリンク品質の変化を判断するための差分解析器とを備えた遠
隔局装置を提供することによって、上述の必要に対処している。本発明は、電力制御に使
用されるフィードバック情報の伝送を低減するか、または無線通信システムにおけるデー
タ伝送をスケジュールするか、あるいはこの両者を行う方法を提供することによって、伝
送資源を効率的に割当てる柔軟な方法を提供する。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】無線通信システムの図。
【図２】無線通信システムにおける逆方向チャネルのアーキテクチャの図。
【図３ａ】無線通信システムの遠隔局の図。
【図３ｂ】無線システムにおいて遠隔局からリンク品質のフィードバックを生成するため
の方法のフローチャート。
【図３ｃ】無線システムにおける基地局においてリンク品質のフィードバックを処理する
ための方法のフローチャート。
【図３ｄ】無線システムにおけるリンク品質のフィードバックを示すタイミング図。
【図４】リンク品質のメッセージに差分指標を与える電力制御の方法のフローチャート。
【図５】リンク品質のフィードバック情報を処理するための方法のフローチャート。
【図６】リンク品質のメッセージを送るための方法のフローチャート。
【図７】リンク品質のフィードバック情報を処理するための方法のフローチャート。
【詳細な説明】
【０００６】
　ここでは、“例示”という用語を使用して、専ら“例、事例、および実例として働く”
ことを意味する。ここに“例示”として記載されている実施形態は、他の実施形態よりも
、好ましい、または優れていると必ずしも解釈されない。
【０００７】
　cdma2000システムのようなスペクトラム拡散通信システムでは、多数のユーザが、同じ
バンド幅で同時にトランシーバ（多くの場合は、基地局）へ伝送する。基地局は、ワイヤ
レスチャネルによって、または例えば、光ファイバーまたは同軸ケーブルを使用する、ワ
イヤードチャネルによって通信するデータ装置である。ユーザは、種々の移動装置または
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固定装置、あるいはこの両者であり、ＰＣカード、コンパクトフラッシュ（登録商標）、
外部または内部モデム、あるいはワイヤレスまたはワイヤーライン電話を含むが、これら
に制限されない。ユーザは、遠隔局とも呼ばれる。代わりのスペクトラム拡散システムは
、パケット交換データサービスを提供するシステム、すなわち、第三世代パートナーシッ
ププロジェクト（Third Generation Partnership Project, 3GPP）によって指定されてい
る広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）システムと、第三世代パートナーシッププロジェクト
２（Third Generation Partnership Project Two, 3GPP2）によって指定されている音声
およびデータシステムとを含むことに注意すべきである。
【０００８】
　ユーザがトランシーバへ信号を送るための通信リンクは、逆方向リンク（Reverse Link
, RL）と呼ばれる。トランシーバがユーザへ信号を送るための通信リンクは、順方向リン
ク（Forward Link, FL）と呼ばれる。１ユーザが基地局との間で送受信しているとき、同
時に他のユーザは基地局と通信している。ＦＬまたはＲＬ、あるいはこの両者における各
ユーザの伝送は、他のユーザを干渉する。受信信号における干渉に打ち勝つために、復調
器は、ビットエネルギー対干渉電力スペクトル密度（bit energy to interference power
 spectral density, Eｂ/N０）の十分な比率を維持して、信号を許容誤り率で復調しよう
とする。電力制御（Power Control, PC）は、所与の誤り基準にかなうように、順方向リ
ンク（ＦＬ）および逆方向リンク（ＲＬ）の一方または両方の伝送電力を調節する処理で
ある。電力制御処理は、指定受信機において少なくとも最小必要Ｅｂ/Ｎ０を達成するよ
うに、伝送電力を調節することが理想的である。さらに加えて、送信機が最小Ｅｂ/Ｎ０

を越えて使用しないことが望ましい。これは、電力制御処理によって与えられる１人のユ
ーザへの利益が、他のユーザを不要に犠牲にしないことを保証する。
【０００９】
　電力制御は、各送信機が、単に、他のユーザへの干渉量を最小にし、かつ処理利得を増
加するのを保証することによって、システムの容量に影響を与える。処理利得は、伝送バ
ンド幅（transmission bandwidth, W）対データレート（data rate, R）の比である。Eｂ
/N０対W/Rの比は、信号対雑音比（Signal-to-Noise, SNR）に対応する。処理利得は、他
のユーザからの有限の干渉量、すなわち全雑音に打ち勝つ。したがって、システム容量は
、処理利得およびSNRに比例する。データにおいて、フィードバック情報は、リンク品質
測定値として、受信機から送信機へ供給される。フィードバックは、短い待ち時間で高速
に伝送されることが理想的である。
【００１０】
　電力制御により、システムは、環境内の変化する状況に適応することができる。変化す
る状況は、地理的条件および移動速度を含むが、これらに制限されない。この処理は、リ
ンク適応と呼ばれる。リンク適応は、可能な限り正確で迅速にシステムの状況を追跡する
ことが望ましい。
【００１１】
　１つの実施形態にしたがって、リンク適応は、通信リンクの品質によって制御され、リ
ンクのSNRは、リンクを評価するための品質メトリックを与える。リンクのSNRは、受信機
における搬送波対干渉（Carrier-to-Interference, C/I）の関数として測定される。音声
通信において、品質メトリックのC/Iは、電力を増加または減少するように送信機に命令
する電力制御コマンドを供給するために使用される。“TIA-856 cdma2000 High Rate Pac
ket Data Air Interface Specification”に指定されているHDRシステムのようなパケッ
トデータ通信において、3GPPおよび3GPP2のデータ通信は、多数のユーザ間でスケジュー
ルされ、所与の時間に、１人のみのユーザがアクセスネットワークまたは基地局からデー
タを受信する。パケット交換データシステムにおいて、SNRまたはC/I、あるいはこの両者
は、データ通信の適切なデータレート、符号化、変調、およびスケジューリングを判断す
るときに、基地局またはアクセスネットワーク送信機へ有用な情報を供給する。したがっ
て、遠隔局から基地局へ品質メトリックを効率的に供給することが有益である。
【００１２】
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　チャネル品質情報のフィードバックに関係する１つの欠点は、逆方向リンク（または、
フィードバックが行われる他のリンク）上の伝送ローディングが増加することである。例
えば、フィードバック情報は、音声呼と同量の電力を使用するので、逆方向リンク上の品
質フィードバック情報は、音声呼にほぼ等しい逆方向リンクのローディングになる。
【００１３】
　品質フィードバックメッセージは、所与のシステムの要件によって判断される。例えば
、短い待ち時間のシステムを指す音声伝送システムでは、品質メッセージは、測定された
C/I、またはその関数、あるいはこの両者であり、一方で、HDRシステム、または他のデー
タ伝送システムでは、品質メッセージは、特定の伝送データレートの要求として逆方向リ
ンクに与えられるデータレート制御（Data Rate Control, DRC）の指標である。１つの実
施形態において、品質メッセージは、５ビットの指標であり、１秒当り８００回送られ、
したがって４０００ｂｐｓのレートである。５ビットの指標を送るための逆方向リンク上
の全ロードは、音声トラヒックチャネルのロードにほぼ対応する。C/IまたはDRCのような
品質メッセージの直接伝送はローディングを増加するが、品質メッセージは、チャネル状
態を正確に監視するので望ましい。各品質メッセージは独立しており、送信機は、履歴情
報に依存することなく、伝送を決定することができる。
【００１４】
　cdma2000形システムにおいて、受信機は、C/I値のようなチャネル品質指標を効率的に
与えるスロット単位での電力制御機構を備える。スロット単位での電力制御機構は、トラ
ヒックチャネル上で実際に伝送される電力に応答して調節される。電力制御機構は、一般
に、電力制御ビットと呼ばれる１ビットの指標であり、１つの実施形態において、高い極
性電力制御ビットは、“電力増加”命令に対応し、低い極性電力制御ビットは、“電力低
減”命令に対応する。電力制御機構にビット誤りがあるときは、トラヒックチャネルの電
力は不正確になる。言い換えると、リンクの伝送電力が、誤った方向に調節され、伝送電
力が増加し過ぎてしまうか、または少なくなり過ぎてしまう。cdma2000において、品質情
報は、電力制御ビットから求められる。例えば、伝送電力を希望動作点へ調節するとき、
電力制御ビット値は、連続スロットにおいて交互になる、すなわち、アップ－ダウン、ア
ップ－ダウンになると予測される。例えば、逆方向リンクに復号誤りがあるときは、ＭＳ
はSNRを測定し、正しくないコマンドを送る。その正しくないコマンドに対する応答は、
リンクの品質を劣化してしまう傾向があり、このために、次の正しい電力制御コマンドが
、受信した誤りの前のコマンドを訂正する。
【００１５】
　本発明は、チャネル品質情報を受信機から送信機へ供給するための品質メッセージの使
用を向上する。品質メッセージという用語は、C/I値のような品質指標の直接伝送と、既
に記載した電力制御機構のような間接指標の両者を含む。品質メッセージは、所与のシス
テムの要件、または動作、あるいはこの両者にしたがって選択され、動的に調節される。
【００１６】
　第１の態様にしたがうと、品質メッセージを定期的に送って、逆方向リンクのローディ
ングを低減する。１つの実施形態において、受信機は、品質メッセージ、例えば、明示の
５ビットのC/I測定値を定期的に伝送する。定期的な伝送は、指定スロット中に行われる
。受信機は、品質メッセージを伝送しない他のスロット中に、差分指標を送る。差分指標
は、より短いメッセージであり、品質メッセージの変化を識別するのに使用される。差分
指標は、１ビット／スロットの指標であるが、通常は、各品質メッセージの伝送間に何度
か伝送される。１つの実施形態にしたがって、受信機は、５ビットのC/Iフィードバック
のような品質メッセージと共に、１ビット／スロット（すなわち、品質メッセージを伝送
するスロットを含む各スロット中）のアップ－ダウンの電力制御ビットも伝送する。品質
メッセージおよび差分指標の両者を供給して、頻繁に更新されるチャネル状態情報を送信
機へ与える。
【００１７】
　別の態様にしたがうと、電力制御機構は使用されず、したがって、電力制御ビットに割
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り当てられたビット／スロットを使用して、差分指標を伝送する。代わりの実施形態にお
いて、電力制御ビットに割り当てられたビット／スロットは、品質メッセージのパリティ
チェックビットとして使用され、送信機が、品質メッセージが誤りであるかどうかをより
よく判断できるようにする。
【００１８】
　さらに別の態様は、受信機が、データの受信を予測して、品質メッセージを伝送するシ
ステムを提供する。受信機は、送信機がデータを送るときを予測し、品質メッセージの伝
送レートを調節する。例えば、受信機は、所与の時間ウインドウにおいて、C/Iの変化量
を推定する。現在のC/Iが所定の閾値よりも高いときは、受信機は、明示のC/Iをより高い
頻度で送る。現在のC/Iが閾値よりも低いときは、受信機は、品質メッセージをより低い
頻度で送る。
【００１９】
　受信機から送信機へ品質メッセージを供給する無線通信システムの１つの実施形態は、
図１に関係して記載され、図１は、無線通信システム20を示している。システム20は、音
声およびデータを伝送することができるスペクトラム拡散ＣＤＭＡシステムである。シス
テム20は２つのセグメント、すなわちワイヤードサブシステムとワイヤレスサブシステム
とを含む。ワイヤードサブシステムは、公衆交換電話ネットワーク（Public Switched Te
lephone Network, PSTN）26およびインターネット22である。ワイヤードサブシステムの
インターネット22の部分は、インターワーキング機能インターネット（Inter-Working Fu
nction Internet, IWF）24を介して、無線サブシステムとインターフェイスする。データ
通信への増加し続ける需要は、一般に、インターネット、およびそれによって得られるデ
ータへのアクセスし易さに関係付けられる。しかしながら、ビデオおよびオーディオのア
プリケーションが進歩しているために、伝送バンド幅に対する需要が増加している。
【００２０】
　ワイヤードサブシステムは、他のモジュール、例えば、計測装置、ビデオ装置、他を含
むが、これらに制限されない。ワイヤレスサブシステムは、基地局サブシステムを含み、
基地局サブシステムは、移動交換局（Mobile Switching Center, MSC）28、基地局制御装
置（Base Station Controller, BSC）30、基地局トランシーバ（Base Transceiver Stati
on, BTS）32、34、および移動局（Mobile Station, MS）36、38を含む。ＭＳＣ28は、ワ
イヤレスサブシステムとワイヤードサブシステムとの間のインターフェイスである。これ
は、スイッチであり、これにより、種々のワイヤレス装置と通信する。ＢＳＣ30は、１つ
以上のＢＴＳ32、34のための制御および管理システムである。ＢＳＣ30は、ＢＴＳ32、34
およびＭＳＣ28とメッセージを交換する。ＢＴＳ32、34の各々は、一個所に配置された１
つ以上のトランシーバで構成される。ＢＴＳ32、34の各々は、ネットワーク側の無線経路
を終端する。ＢＴＳ32、34は、ＢＳＣ30と共に配置されても、または独立して配置されて
もよい。
【００２１】
　システム20は、ＢＴＳ32、34とＭＳ36、38との間に無線エアーインターフェイス物理チ
ャネル40、42を含む。物理チャネル40、42は、ディジタル符号化およびＲＦの特徴の観点
で記載される通信経路である。
【００２２】
　本明細書において既に記載したように、ＦＬは、ＢＴＳ32、34の一方からＭＳ36、38の
一方への伝送のための通信リンクとして定められる。ＲＬは、ＭＳ36、38の一方からＢＴ
Ｓ32、34の一方への伝送のための通信リンクとして定められる。１つの実施形態にしたが
うと、システム20内の電力制御は、ＲＬおよびＦＬの両者の伝送電力の制御を含む。多数
の電力制御機構は、逆方向開ループ電力制御、逆方向閉ループ電力制御、順方向閉ループ
電力制御、などを含み、システム20内のＦＬおよびＲＬへ適用される。逆方向開ループ電
力制御は、ＭＳ36、38の最初のアクセスチャネル伝送電力を調節し、ＲＬの経路損失減衰
における変化を補償する。ＲＬは、２つのタイプの符号チャネル、すなわちトラヒックチ
ャネルおよびアクセスチャネルを使用する。
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【００２３】
　図２は、１つの実施形態にしたがう図１のシステム20のＲＬのアーキテクチャを示す。
ＲＬまたは逆方向チャネルは、２つのタイプの論理チャネル、すなわちアクセスおよびト
ラヒックから成る。各論理チャネルは、ＢＴＳ32、34またはＭＳ36、38の何れかのプロト
コル層内の通信経路である。情報は、ユーザ数、伝送タイプ、転送方向、などのような基
準に基づいて論理チャネルへまとめられる。論理チャネル上の情報は、最終的に１本以上
の物理チャネル上で搬送される。論理チャネルと物理チャネルとの間のマッピングが定め
られる。これらのマッピングは、永久であるか、または所与の通信の継続期間の間のみに
おいて定められる。
【００２４】
　データサービスにおいて、遠隔局は、アクセス端末（Access Terminal, AT）と呼ばれ
、ＡＴは、ユーザをデータ接続する装置であることに注意すべきである。ＡＴは、ラップ
トップパーソナルコンピュータのような計算機に接続されるか、またはパーソナルディジ
タルアシスタントのような自立形データ装置である。さらに加えて、基地局は、アクセス
ネットワーク（Access Network, AN）と呼ばれ、ＡＮは、インターネットのようなパケッ
ト交換データネットワークと、少なくとも1つのＡＴとをデータ接続するネットワーク装
置である。ＡＴは、トラヒックチャネルが割り当てられていないときに、逆方向アクセス
チャネルを使用して、ＡＮと通信する。
【００２５】
　引き続いて、図２において、トラヒックチャネルは、３本（すなわち、差分指標、リン
ク品質指標、およびデータ）の論理チャネルから成る。リンク品質指標は、ＦＬパイロッ
トチャネルの品質の測定値を与える。１つの実施形態は、リンク品質メトリックとして、
搬送波対干渉（C/I）を使用し、遠隔局は、所定の期間をもつ多数のインスタンスの間に
、ＦＬパイロットチャネルのC/Iを測定する。リンク品質指標は、ＲＬ上の基地局への定
期的な伝送のために符号化される。符号化は、カバーの適用を含み、適用される特定のカ
バーは、測定されたパイロット信号のセクターに対応する。符号化されたリンク品質指標
は、“品質メッセージ”と呼ばれる。代わりの実施形態は、リンク品質指標を判断する他
の手段を実現し、リンク品質に対応する他のメトリックを実現する。さらに加えて、品質
メトリック測定値は、他の受信信号へ適用される。C/I測定値は、デシベルの単位で表現
されることが多い。　
　例示的な実施形態では、リンク品質メッセージを判断して、定期的に伝送し、ＲＬ上の
有効バンド幅への影響を軽減し、さらに加えて、ＦＬの劣化を避ける。例えば、１つの実
施形態において、リンク品質メッセージは、２０ミリ秒に１回づつ伝送される。さらに加
えて、リンク品質指標が伝送されないときは、差分指標は、ＲＬ上で基地局へ伝送される
。１つの実施形態において、差分指標は、１．２５ミリ秒ごとに送られる。図２に示され
ているように、トラヒックチャネルは、差分指標サブチャネルも含む。リンク品質指標お
よび品質メッセージとは対照的に、差分指標は、ＦＬパイロットチャネルの品質における
相対的な変化の指標であり、相当に頻繁に送られる。差分指標を判断するために、ＦＬパ
イロット信号の最後の予測C/I測定値を増分比較する。比較の結果は、変化の方向を示す
ビットとして伝送される。例えば、１つの実施形態にしたがうと、ＭＳは、ＢＴＳによっ
て復号されるC/I値の推定を維持する。C/I測定値がこの値よりも低いときは、差分指標は
正であり、C/I測定値がこの値よりも高いときは、差分指標は負である。代わりの閾値は
、差分指標の値を判断するために適用される。閾値は、比較の結果に応答して、動的に調
節される。差分指標は、符号化をほとんど、または全く行わずに伝送され、したがって、
高速で、効率がよく、待ち時間の短いフィードバック方法を提供する。差分指標は、ＦＬ
の状態に関係して、連続的な高速のフィードバックを、基地局へ効率的に供給する。フィ
ードバックは、ＲＬによって送られる。一般にC/I測定値と反対極性の電力制御コマンド
とは対照的に、品質メッセージおよび差分指標は、C/I測定値を追跡することに注意すべ
きである。
【００２６】
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　差分指標を使用すると、全C/Iを、頻繁に、または連続的に、伝送する必要が無くなり
、差分指標と最後の予測値とが増分比較される。１つの実施形態にしたがって、差分指標
は、アップ（＋１デシベル）またはダウン（－１デシベル）の指標である。代わりの実施
形態にしたがうと、同じ方向における連続ステップは、第１にアップ（＋１デシベル）、
第２にアップ（＋２デシベル）、などのような増加値をもつ。さらに別の実施形態では、
差分指標は多数のビットを含み、ビットは、変化方向および変化量を識別する意味をもつ
。フェージングチャネルは連続処理であるので、C/Iは、連続処理であり、したがって、
このような差分シグナリング技術で追跡することができる。この差分メッセージは、全C/
Iメッセージよりも相当に小さいので、符号化、伝送、および復号にかかる時間がより短
いだけでなく、逆方向リンクにかかるエネルギーもより小さい。これは、ＦＬの性能を向
上するだけでなく、ＲＬのローディングも低減することを意味する。品質メッセージの定
期的な伝送は、基地局と遠隔局との同期化問題を防ぐ、または訂正する、あるいはこの両
者を行う。例えば、０デシベルのC/I測定値に対応する初期品質メッセージをもつ遠隔局
について検討する。遠隔局は、リンク品質を連続的に測定し、３つの差分指標であって、
各々が１デシベルの増分に対応する差分指標の伝送を開始する。したがって、遠隔局は、
３デシベルの予測C/Iを計算する。基地局は、差分指標の２つを正確に復号し、３つ目を
誤って復号する。したがって、基地局は、２デシベルの予測C/Iを計算する。この時点で
、遠隔局および基地局は非同期になる。符号化された品質メッセージの次の伝送は、確実
に伝送され、同期の格差を訂正する。このようにして、品質メッセージは基地局と遠隔局
とを同期させる。１つの実施形態において、品質メッセージは、２０ミリ秒において非常
に強力な（５，２４）ブロックコードを使用して符号化され、インターリーブされ、伝送
される。品質メッセージは、差分指標をフィードバックするときに発生する同期誤りを訂
正するのに使用され、したがって、２０ミリ秒のような、比較的により長い待ち時間を許
容することに注意すべきである。
【００２７】
　差分指標は、受信機が最新のチャネル状態を送信機へ定期的にフィードバックしなけれ
ばならない高速リンク適応技術を使用する無線通信システムに適用可能である。差分指標
は、ＲＬチャネル状態のフィードバックをＦＬに適用できるが、データサービスにおいて
、リンク適応は、一般に、順方向リンク上で行われ、したがって例示的な実施形態は、差
分指標を使用して、ＦＬの状態に関する情報をＲＬ上で基地局へ供給することを示してい
る。リンク品質のフィードバックを、最小遅延で頻繁に行って、ＦＬシステムの性能を最
大化するのが理想的である。差分指標を使用すると、ＲＬ上のローディングが低減し、デ
ータトラヒックに使用可能なＲＬの容量が増加する。
【００２８】
　図３ａには、システム20において使用される遠隔局200の一部が示されている。遠隔局2
00は受信回路202を含み、受信回路202はアンテナだけでなく、事前処理フィルタリングを
含む。受信回路202は、パイロット信号を含むが、それに制限されず、ＦＬにおいて遠隔
局200で受信した信号を処理する。受信回路202は、品質測定装置204に接続され、品質測
定装置204は、パイロット信号の品質メトリック測定値を判断する。例示的な実施形態に
おいて、品質測定装置204は、受信したＦＬパイロット信号のC/Iを測定する。品質メトリ
ック測定値、cur C Iは、差分解析器206へ供給される。差分解析器206は、所定の品質メ
ッセージ期間、TＭＥＳＳＡＧＥに応答する。各品質メッセージ期間内で、差分解析器206
は、品質メッセージを形成する別の処理のリンク品質指標として、１つの予測C/I測定値
、proj C Iを供給する。別の処理は、リンク品質指標を符号化することをさらに含み、測
定されたパイロット信号の伝送セクターを識別するカバーの適用を含む。期間の残りにお
いて、品質測定装置204は、連続のC/Iの測定値を、差分解析器206へ供給する。
【００２９】
　続いて図３ａを参照すると、各時間期間、TＭＥＳＳＡＧＥの間に、品質メッセージは
１回生成され、差分指標は多数生成され、各生成された差分指標は“diff”と呼ばれる。
品質メッセージおよび差分指標は、異なるレートで生成されることに注意すべきである。



(10) JP 2009-189017 A 2009.8.20

10

20

30

40

50

図３ａに示されているように、差分解析器206は入力信号、TＤＩＦＦを受信し、差分指標
生成レートを制御する。予測C/Iは品質メッセージ処理装置208へ供給され、予測C/Iに基
づいて、品質メッセージが生成される。同様に、差分指標は、差分指標処理装置210へ供
給される。品質メッセージ処理装置208および差分指標処置装置210の両者は、送信機（図
示されていない）へ送信するための情報を準備する。品質メッセージ処理装置208および
差分指標処理装置210の出力は、送信回路（図示されていない）へ供給される。
【００３０】
　１つの実施形態にしたがう遠隔局内の差分解析器206の動作は、図３ｂに詳細に示され
ている。図３ｂに示されている１つの実施形態にしたがうと、遠隔局において、差分解析
器206は、受信信号のリンク品質測定値であるC/I測定値を、品質測定装置204から受信す
ることによって開始を処理する。処理は、ステップ302において、変数“proj C I”の予
測測定値としてcur C Iの値を記憶する。ステップ302は初期化ステップであり、１セッシ
ョン当りに1回だけ行われる。この点で、履歴C/I測定値は比較に使用できる。
【００３１】
　ステップ304において、proj C Iの値が品質メッセージとして伝送される。ステップ306
において、C/Iは、測定され、変数“cur C I”の現在の測定値として記憶され、増分差比
較に使用される。ステップ308において、差分解析器206は、cur C Iとproj C Iとを比較
し、それにしたがってDIFFを生成する。さらに加えて、ステップ310において、比較にし
たがって、変数proj C Iを調節する。調節は、リンク品質の変化を追跡し、したがって、
cur C Iがproj C Iよりも大きいときは、値proj C Iを増加し、逆の場合も同様である。
ステップ312において、cur C Iとproj C Iとの比較によって判断された差分指標DIFFを伝
送する。DIFFは、リンク品質の変化方向を示すことに注意すべきである。１つの実施形態
において、DIFFは１ビットであり、正の値は増加に相当し、負の値は低減に相当する。交
番極性方式は、変化方向に加えて、変化量を示すDIFFを表わす多数のビットとしても実現
される。
【００３２】
　ステップ314において、処理は、品質メッセージの時間期間が切れるかどうかを判断す
る。各品質メッセージの時間期間内において、１つの品質メッセージが伝送され、一方で
多数の差分指標が伝送される。品質メッセージの時間期間が切れると、処理はステップ30
2へ戻る。品質メッセージの時間期間が切れるまでは、処理はステップ306へ戻る。このよ
うにして、遠隔局は、全予測C/I情報、すなわちproj C Iについての品質メッセージと、
連続の差分指標とを供給し、予測C/Iの変化を追跡する。１つの実施形態では、各差分指
標は、所定のステップサイズに対応すると仮定されていることに注意すべきである。代わ
りの実施形態では、差分指標は、いくつかの所定のステップサイズの１つに対応すると仮
定されている。別の実施形態では、差分指標の振幅がステップサイズを決める。別の実施
形態では、差分指標は、多数の情報ビットを含み、ビットは所定のステップサイズの組に
おける、ステップサイズの方向および振幅を選択するための意味をもつ。さらに別の代わ
りの実施形態では、ステップサイズは動的に変化する。
【００３３】
　図３ｃは、基地局における品質メッセージおよび差分指標を処理するための方法350を
示している。ステップ352において、変数“QUALITY1”は、最初に受信した品質メッセー
ジでデフォルト値に初期設定される。デフォルト値は、最初に受信した品質メッセージに
基づく。その後で、処理は、ステップ354において、品質メッセージが受信されたかどう
かを判断する。品質メッセージが受信されたときは、ステップ360において、QUALITY1が
、受信した品質メッセージに基づいて更新される。その後で、処理はステップ354へ戻る
。ステップ356において、品質メッセージが受信されず、DIFFが受信されたときは、処理
はステップ358に続き、DIFFに基づいてQUALITY1を調節する。その後で、処理はステップ3
54へ戻る。
【００３４】
　１つの実施形態にしたがって、品質メッセージは、ゲートチャネル上を伝送され、各時



(11) JP 2009-189017 A 2009.8.20

10

20

30

40

50

間期間TＭＥＳＳＡＧＥに１回づつ伝送される。差分指標は、連続チャネルにおいて、よ
り高い頻度で伝送される。図３ｄに示されているように、品質メッセージおよび差分指標
の信号強度の図は、時間の関数としてグラフ化されている。品質メッセージは、時間ｔ１

、ｔ２、ｔ３、等において伝送され、品質メッセージは、各期間TＭＥＳＳＡＧＥ内の残
りの時間において伝送される。差分指標は、連続的に伝送される。例示的な実施形態にお
いて、品質メッセージは、所定の時間期間Ｔ１の間に伝送される。差分指標は、時間期間
Ｔ２によって分割される。Ｔ２はＴ１よりも大きいことが理想的であり、この場合は、品
質メッセージを伝送している時間期間Ｔ１内では、差分指標は伝送されない。したがって
、基地局は、差分指標および品質メッセージを同じ所与の時間に受信しない。実際には、
差分指標が品質メッセージと時間上でオーバーラップするときは、基地局は品質メッセー
ジを使用する。
【００３５】
　品質メッセージおよび差分指標は、基地局へフィードバックを供給する。図３ｄは、品
質メッセージと差分指標とが別個に異なって生成されることを示しているが、品質メッセ
ージは、より長い時間期間において送られ、伝送間でオーバーラップすることがある。
【００３６】
　１つの実施形態において、品質メッセージは符号化され、伝送され、C/Iメッセージは
非常に緩慢に処理される。したがって、品質メッセージは、基地局において、相当に遅れ
て受信され、復号される。基地局は、差分指標を効率的にパイプラインにし、計算経路か
らの外れを戻すことができ、遠隔局がメッセージを符号化し、伝送するときに、予測測定
値を見付けるために戻る。基地局が、品質メッセージが正しくない計算と示す、すなわち
差分指標の適用後の結果を検出すると、結果を、品質メッセージにしたがって調節する。
例えば、予測測定値が、＋２デシベルずれたときは、現在の予測結果は２デシベル増加さ
れることになる。
【００３７】
　例示的な実施形態にしたがうと、順方向リンクの電力制御において、DIFF値は、品質メ
ッセージと共に伝送され、ＢＳは２つのチャネル指標を得る。同様に、逆方向リンクの電
力制御において、２つの指標はＭＳまたはＡＴへ供給される。ＢＳは、一方の指標からの
情報を使用して、第２の指標の情報を確認する。ＢＳは、さらに加えて、品質メッセージ
を評価して、C/I値を判断する。C/I値が小さ過ぎる、例えば、閾値よりも小さいときは、
ＢＳは品質メッセージを無視することを選択して、DIFFに応答して動作する。図４に示さ
れているように、方法は、図３ｃの方法350に類似したやり方で進む。方法400は、基地局
において品質メッセージおよび差分指標を処理する。ステップ402において、変数“QUALI
TY1”は、最初に受信した品質メッセージを用いて、デフォルト値に初期設定される。デ
フォルト値は、最初に受信した品質メッセージに基づく。その後で、処理は、ステップ40
4において、品質メッセージが受信されたかどうかを判断する。品質メッセージが受信さ
れると、処理は、続いて決定ダイヤモンド410へ進み、品質メッセージを閾値と比較する
。品質メッセージが閾値よりも小さいときは、処理はステップ406へ続き、さもなければ
、ステップ412において、QUALITY1を、受信した品質メッセージに基づいて更新する。調
節後に、処理はステップ404へ戻る。決定ダイヤモンド404において、品質メッセージが受
信されず、かつステップ406においてDIFFが受信されたときは、処理はステップ408へ続き
、DIFFに基づいてQUALITY1を調節する。その後で、処理は、ステップ404へ戻る。
【００３８】
　代わりの実施形態において、品質メッセージが伝送されるとき、対応するDIFF値は、パ
リティビットとして使用される。受信機は、品質メッセージを計算し、DIFFビットの極性
を判断する。したがって、品質メッセージと共に伝送されるDIFFの意味は、アップまたは
ダウンの電力制御の決定を示すための電力制御の意味をもたない。受信機は、パリティビ
ットとして品質メッセージと共に伝送されるDIFFを識別し、DIFFを使用して、品質メッセ
ージの精度を確認する。他のDIFF、すなわち品質メッセージと共に送られないDIFFは、ア
ップまたはダウンの電力制御の決定を示す電力制御の意味をもつ。受信機は、品質メッセ
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ージにおける誤りを検出すると、品質メッセージを無視して、次のDIFF値を使用して、電
力制御を続ける。
【００３９】
　さらに別の実施形態は、定数値のDIFFを各品質メッセージと共に伝送する。このように
して、品質メッセージと共に伝送されるDIFFは、差分値ではなく、位相推定を向上するの
に使用される。電力制御のために確保される（パイロットにおいてパンクチャされる）シ
ンボルがあり、これは電力制御に使用されず、かつ定数シンボルとして送られるときは、
シンボルはパイロットの推定に使用される。例えば、いくつかのシステムでは、ＲＬ上で
電力制御は不要であり、ＲＬ電力制御のために割り当てられたビットは解放される。
【００４０】
　明示のC/Iフィードバック情報は、定期的に、または所定のスケジュールにしたがって
送られる。フィードバック情報は、分配スケジュールにしたがって個々の移動装置から送
られる。このようにして、個々のＭＳまたはＡＴは、異なるときにC/Iのフィードバック
を送るように命令される。分配スケジュールは、フィードバック伝送間のスロット数によ
って除算されたチャネルを使用する、１スロット当りの平均フィードバック伝送数を、Ｍ
Ｓ数にほぼ等しい数に維持するように設計される。
【００４１】
　例として、多数のＭＳと通信しているＢＳにおいて、ＢＳは、各ＭＳが品質メッセージ
を伝送するスケジュールを適用する。このようにして、異なるＭＳは、異なるタイミング
を使用して、品質メッセージを伝送する。伝送を互い違いにすることにより、所与のスロ
ット中に伝送される品質メッセージの平均数は、次の式（１）によって、おおよそ得られ
る。　
　　　　　Ｍ＝Ｎ／ＳＭＥＳＳＡＧＥ（スロット）　　　　　（１）　
なお、Nは、所与のチャネルを使用しているＭＳの数であり、SＭＥＳＳＡＧＥは、品質メ
ッセージが送られるスロットよりも短いTＭＥＳＳＡＧＥにおけるスロット数である。TＭ
ＥＳＳＡＧＥは、フィードバック品質メッセージ間の時間期間である。
【００４２】
　１つの実施形態にしたがって、C/Iフィードバックメッセージは、ＭＳを識別し、明示
のC/Iフィードバックの位相を判断する。多数の移動体は、明示のC/Iフィードバックの同
じ位相においてその結果を識別するので、別の実施形態では、明示のC/Iのフィードバッ
クの位置をランダム化する。ＩＳ－９５の逆方向リンクにおいて指定されるように、電力
制御グループの伝送に類似して、ランダム化にロングコードを取入れてもよい。品質メッ
セージ、C/I値、またはリンクメッセージのような、明示のC/Iの伝送において、伝送内の
情報の位置は、例えば、長いＰＮ符号を使用して、ランダム化される。
【００４３】
　図５は、１つの実施形態にしたがって、遠隔局において、差分解析器206のような、差
分解析器の動作についての方法500を示している。処理は、ステップ502において、C/Iを
測定して、測定値を予測測定値として変数“proj C I”で記憶することによって始まる。
ステップ502は、初期設定ステップであり、１セッションに１回だけ行われる。この時点
で、履歴C/Iの測定値は、比較に使用可能である。
【００４４】
　ステップ504において、フィードバック情報として品質メッセージを供給するための時
間期間は、proj C Iの値に基づいて判断される。ステップ506において、品質メッセージ
は、proj C Iの値に基づいて伝送される。ステップ508において、C/Iが測定され、変数cu
r C Iにおける現在のC/I測定値として記憶される。ステップ510において、差分解析器206
は、cur C Iとproj C Iとを比較し、それにしたがってDIFFを生成する。さらに加えて、
ステップ512において、変数proj C Iは、比較にしたがって調節される。調節は、リンク
品質における変化を追跡し、したがって、cur C Iがproj C Iよりも大きいときは、値pro
j C Iを増加し、逆の場合も同様である。ステップ514において、cur C Iとproj C Iとの
比較によって判断された差分識別子DIFFが伝送される。DIFFは、リンク品質の変化方向の
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、正の値は増加に対応し、負の値は低減に対応する。別の極性方式は、DIFFを表わすため
の多数のビットとしても実現され、変化方向に加えて、変化量を示す。
【００４５】
　ステップ516において、処理は、品質メッセージの時間期間、TＭＥＳＳＡＧＥが終了し
たかどうかを判断する。各品質メッセージの時間期間内において、１つの品質メッセージ
が伝送され、一方で多数の異なる指標が伝送される。品質メッセージの時間期間が終了す
ると、処理はステップ512へ進み、C/Iを測定し、その後でステップ504へ戻る。ステップ5
16においてTＭＥＳＳＡＧＥが終了していないときは、処理はステップ508へ戻る。このよ
うにして、遠隔局は、全予測C/I情報、すなわちproj C Iについての品質メッセージと、
連続する差分指標とを供給し、予測C/Iに対する変化を追跡する。１つの実施形態では、
各差分指標は、所定のステップサイズに対応すると仮定されていることに注意すべきであ
る。代わりの実施形態では、差分指標は、いくつかの所定のステップサイズの１つに対応
すると仮定されている。別の実施形態では、差分指標の振幅がステップサイズを決める。
別の実施形態では、差分指標は、多数の情報ビットを含み、ビットは、所定のステップサ
イズの組におけるステップサイズの方向および振幅を選択するための意味をもつ。さらに
別の実施形態では、ステップサイズは動的に変化する。
【００４６】
　既に記載したように、伝送スロットを用いて、品質メッセージのフィードバックを明示
的に与える。品質メッセージは、所定のスケジュールにしたがって送られるか、またはシ
ステムの動作に応答して動的に調節されるスケジュールにしたがって伝送される。１つの
アプローチにしたがうと、明示の品質メッセージのフィードバックを送るレートは、シス
テムの動作に基づいて変化し、品質メッセージは、予期される受信時間の間に、より頻繁
に送られる。例えば、ＭＳまたは遠隔局は、所与の時間期間またはウインドウの間に、Ｂ
Ｓからの伝送の受信を予期または推定する。ＭＳは、時間ウインドウにおける、C/I、ま
たは他の品質測定値の変化を推定する。現在のC/Iが所定の閾値よりも高いときは、ＭＳ
は明示のC/Iをより頻繁に送る。現在のC/Iが、指定閾値よりも低いときは、ＭＳは、明示
のC/Iをより少ない頻度で送る。時間ウインドウも動的に調節されることに注意すべきで
ある。
【００４７】
　例として、CI[k]を、スロットｋ中に測定されるC/I比とし、CI[k]は、スロットｋ中に
逆方向リンク上で伝送されるC/I比である。　
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【数１】

【００４８】
なお、Thigh[k]およびTlow[k]は、明示のC/Iフィードバック情報を伝送する長いおよび短
い間隔である。CI[k]がThres[k]よりも大きいときは、Tlow[k]が使用され、CI[k]がThres
[k]よりも小さいときは、Thigh[k]が使用される。式（５）、（６）、および（７）に使
用されているように、α、βｈｉｇｈ、βｌｏｗ、およびγは定数である。本発明の実施
形態は、例示的な方法として与えられていることに注意すべきである。別の実施形態は、
種々の方法を用いて、品質メッセージフィードバック情報をどのように伝送するかを動的
に変更し、判断する。
【００４９】
　図６は、式（２）ないし（７）に関連して既に記載した、TＭＥＳＳＡＧＥを判断する
ための１つの実施形態を示している。方法600は、ステップ602においてTＭＥＳＳＡＧＥ

を初期設定することによって始まる。初期値は、所定値、固定値、または前のTＭＥＳＳ

ＡＧＥの値の関数である。ステップ604において、C/Iは、スロットｋ中の伝送のために測
定される。ステップ606において、測定されたC/I値は、CI[k]として記憶され、平均C/I値
および分散値の計算に使用される。平均のC/Iは式（２）に、分散は式（３）に与えられ
ているように計算される。ステップ608において、平均C/Iおよび分散を使用して、TＭＥ

ＳＳＡＧＥを調節するための閾値および中間値を計算する。このようにして、各C/Iの測
定値を閾値と比較する。Tｂａｓｅは、ベースラインC/Iのフィードバックレート（例えば
、１０ミリ秒）である。TｈｉｇｈおよびTｌｏｗは、C/Iの更新に与えられる長いまたは
短い時間期間を指し、Tｌｏｗは、閾値よりも大きいときに適用され、Tｈｉｇｈは、閾値
よりも小さいときに適用される。ステップ610では、測定値CI［k］が、閾値Thresh［k］
と比較される。CI［k］が閾値Thresh［k］よりも小さいときは、処理はステップ612に続
き、ステップ608において計算されたように、TＭＥＳＳＡＧＥをTｈｉｇｈに等しく設定
する。チャネル品質が、受信には不十分な資源であることを示すときは、値Tｈｉｇｈは
、品質メッセージ期間を増加する。さもなければ、ステップ612から、CI［k］が、Thresh
［k］以上であるときは、処理はステップ614へ進み、TＭＥＳＳＡＧＥはその現在の値に
維持される。
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【００５０】
　上述のいくつかの実施形態は、明示の品質メッセージのフィードバックの使用を示して
いる。いくつかの実施形態において、パイロットの伝送に加えられる明示のフィードバッ
クの伝送は、音声呼の伝送ロードと同様の伝送ロードになることに注意すべきである。１
ビットの差分フィードバックのように、品質メッセージを低減して、ビットを減らしても
、パイロットは継続的に伝送されるので、ロードは依然として比較的に高い。別の実施形
態は、不連続伝送モード（Discontinuous Transmission mode, DTX）を使用して、品質メ
ッセージのフィードバックによって負うローディングを低減する。例えば、１つの実施形
態では、式（４）のΔT［k］が指定値よりも大きいときは、ＭＳは、CI［k］がThres［k
］よりも小さい各スロット中に、品質メッセージを伝送する。ΔT［k］が指定値よりも小
さいときは、ＭＳは、定期的に、または所定のスケジュールにしたがって伝送する。この
実施形態にしたがって、ＭＳは、最初に品質メッセージを伝送するとき、いくつかのスロ
ット中に明示のC/Iを伝送することによって、品質メッセージの伝送を初期設定する。初
期設定の後で、ＭＳは、差分C/IまたはDIFF値を伝送する。
【００５１】
　基本的に、C/Iが小さいとき、またはＭＳがＢＳからの受信を予測していないときは、
ＭＳは品質メッセージを伝送しない。フェードレートが高いときのような、C/Iが緩慢に
変化しているときは、ＭＳは品質メッセージを定期的に伝送する。ＭＳは、C/I情報のよ
うな明示の品質メッセージを送ることによって始まり、差分のアップ－ダウンのフィード
バックを使用して、引き続き電力制御命令を行う。このようにして、フェードレートが高
いときは、全スロットは、事実上同じ状態であり、したがってＭＳがいくらか、すなわち
少なくとも何度か、フィードバックを伝送する限り、ＢＳはある時点におけるＭＳへの伝
送をスケジュールする。ＭＳが受信トラヒック量に基づいて品質メッセージの伝送レート
を調節することが有益であり、ＭＳは、ＢＳからのアクティブな伝送に対して、品質メッ
セージをより頻繁に伝送することにも注意すべきである。
【００５２】
　図７は、既に記載したように、品質メッセージの伝送レートを動的に調節する１つの実
施形態を示している。方法550は、図５に示されている方法500の変形である。とくに、ス
テップ512から、方法550は決定ダイヤモンド518を含み、式（４）から、ΔT［k］が決定
閾値、ThreshＭＥＡＳよりも大きいかどうかを判断する。ΔT［k］がThreshＭＥＡＳより
も大きいとき、すなわちＭＳが受信を予測するとき、処理はステップ520へ続き、CI［k］
とThresh［k］とを比較する。CI［k］がThresh［k］よりも小さいときは、処理はステッ
プ508へ進み、さもなければ処理はステップ510へ続く。ステップ518においてΔT［k］がT
hreshＭＥＡＳよりも大きい、すなわちＭＳが受信を予測しないときは、処理はステップ5
04へ戻る。
【００５３】
　上述の品質メッセージフィードバック方法は、マルチキャリア動作にも拡張される。マ
ルチキャリアは、いくつかの異なるやり方で動作するように設計される。１つのシステム
において、異なる周波数が異なるアンテナから放射されるとき、符号シンボルは全搬送波
に分配され、周波数ダイバーシティ（または、送信ダイバーシティの１形態）になる。こ
のシステムでは、全搬送波においてC/Iが測定され、平均C/I（または、その重み付け）は
、フィードバックにおけるC/Iとして使用される。上述の技術は、このようなシステムに
適用可能である。１つの実施形態において、搬送波における重み平均は、フィードバック
として使用される。
【００５４】
　別のシステムは、各アンテナから個々に伝送する。このシステムにおいて、ＭＳは、最
良のチャネル状態、またはC/Iの頻度を選択し、頻度の指標に加えて、明示の品質メッセ
ージのフィードバックを伝送する。例えば、３つの頻度が使用中であるときは、ＭＳから
の明示のフィードバックは、５ビットのC/I値に加えて、最良の頻度への２ビット（３値
）のポインタから成る。上述の技術は、このようなシステムに適用可能である。
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【００５５】
　搬送波間のチャネル品質（例えば、C/I）の差が大きい可能性が高いので、ＭＳは、新
しい搬送波が好ましいことを示すことを決定するたびに、最良の搬送波の識別を含む明示
のC/Iのフィードバックを使用することに注意すべきである。ＭＳが、少なくとも１スロ
ット中に明示のC/Iのフィードバックを伝送したとき（１組のスロット中に、それを伝送
して、ＢＳがそれを受信したことを確認することが好ましい）、ＭＳは、差分のアップ－
ダウンの頻度を伝送することができる。同様に、ＭＳは、ＲＦ上での伝送がしばらくなか
った後で、最良の頻度に対する２ビットのポインタに加えて、明示のC/Iのフィードバッ
クを伝送する。
【００５６】
　既に記載したように、チャネル品質情報を受信機から送信機へ供給するための品質メッ
セージを使用すると、所与のシステムの要件または動作、あるいはこの両者にしたがって
動的に調節される。品質メッセージを定期的に送って、逆方向リンクのローディングを低
減してもよい。代わりの実施形態では、受信機は、伝送が予期されるときを判断し、応答
において品質メッセージを送る。他のときは、受信機は品質メッセージを供給しない。種
々の態様および実施形態は、品質メッセージの伝送に関係する種々の方法および機構を向
上する。
【００５７】
　当業者には、情報および信号が、種々の異なる技術および技能を使用して表現されるこ
とが分かるであろう。例えば、上述で全体的に参照したデータ、命令、コマンド、情報、
信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁界または磁粒、光の
界または粒子、あるいはその組み合わせによって適切に表現される。
【００５８】
　当業者には、ここに開示されている実施形態に関係して記載された種々の例示的な論理
ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムのステップが、電子ハードウエア、コ
ンピュータソフトウエア、またはこの両者の組合せとして実行されることも分かるであろ
う。ハードウエアとソフトウエアとのこの互換性を明らかに示すために、種々の例示的な
構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップを、上述で全体的に機能に関し
て記載した。このような機能が、ハードウエアとして実行されるか、またはソフトウエア
として実行されるかは、全体的なシステムに課された特定の応用および設計の制約に依存
する。熟練した技能をもつ者は、各個々の応用ごとに種々のやり方で開示された機能を実
行するが、このような実行の決定は、本発明の技術的範囲から逸脱すると解釈すべきでは
ない。
【００５９】
　ここに開示されている実施形態に関係して記載された種々の例示的な論理ブロック、モ
ジュール、および回路は、汎用プロセッサ、ディジタル信号プロセッサ（digital signal
 processor, DSP）、特定用途向け集積回路（application specific integrated circuit
, ASIC）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（field programmable gate array, F
PGA）または他のプログラマブル論理装置、ディスクリートなゲートまたはトランジスタ
論理、ディスクリートなハードウエア構成要素、あるいはここに記載されている機能を実
行するように設計された組合せと共に構成または実行される。汎用プロセッサは、マイク
ロプロセッサであってもよいが、その代わりに、プロセッサは、従来のプロセッサ、制御
装置、マイクロ制御装置、または状態機械であってもよい。プロセッサは、計算機の組合
せ、例えば、１つのＤＳＰと１つのマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセ
ッサ、１つのＤＳＰのコアと組み合わされた1つ以上のマイクロプロセッサ、または他の
このような構成としても実行される。
【００６０】
　ここに開示されている実施形態に関係して記載された方法またはアルゴリズムのステッ
プは、ハードウエアにおいて、プロセッサによって実行されるソフトウエアモジュールに
おいて、または２つの組み合わせにおいて、直接的に具体化される。ソフトウエアモジュ
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ールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲ
ＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、取り外し可能ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または
この技術において知られている記憶媒体の他の形態の中にあってもよい。例示的な記憶媒
体は、プロセッサに接続され、プロセッサは、記憶媒体から情報を読み出し、かつ記憶媒
体へ情報を書き込むことができる。その代りに、記憶媒体は、プロセッサと一体構成であ
ってもよい。プロセッサおよび記憶媒体は、ＡＳＩＣの中にあってもよい。ＡＳＩＣは、
ユーザ端末の中にあってもよい。その代りに、プロセッサおよび記憶媒体は、ディスクリ
ートな構成要素として、ユーザ端末の中にあってもよい。
【００６１】
　開示された実施形態についてのこれまでの記述は、当業者が本発明を作成または使用で
きるようにするために与えられている。当業者には、これらの実施形態に対する種々の変
更は容易に明らかであり、ここに定められている一般的な原理は、本発明の意図および技
術的範囲から逸脱しないならば、他の実施形態に適用してもよい。したがって、本発明は
、ここに示された実施形態に制限されることを意図されず、ここに開示されている原理お
よび新規な特徴に一致する最も幅広い範囲にしたがうことを意図されている。

【図１】 【図２】
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【図３ａ】 【図３ｂ】

【図３ｃ】 【図３ｄ】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年3月23日(2009.3.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいて、
　　第１の時間ウインドウにおけるチャネル状態を推定することと、
　　前記推定したチャネル状態と第１の閾値とを比較することと、
　　前記比較に基づいて品質メッセージの伝送における伝送レートを判断することと、
　　前記伝送レートにおいて品質メッセージを伝送することと
　を含む方法。
【請求項２】
　前記第１の時間ウインドウが、システムの動作に基づいて動的に調節される請求項１記
載の方法。
【請求項３】
　平均チャネル状態を計算することと、
　前記チャネル状態の分散を計算することと
をさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項４】
　無線通信システムにおいて用いるための無線装置であって、
　第１の時間ウインドウにおいて、チャネル状態を推定するための手段と、
　前記推定したチャネル状態と第１の閾値とを比較するための手段と、
　前記比較に基づいて、品質メッセージの伝送のための伝送レートを判断するための手段
と、
　品質メッセージを前記伝送レートで伝送するための手段と
を含む無線装置。
【請求項５】
　前記システムの動作に基づいて、前記第１の時間ウインドウを動的に調節するための手
段をさらに含む請求項４記載の無線装置。
【請求項６】
　平均チャネル状態を計算するための手段と、
　前記チャネル状態の分散を計算するための手段と
をさらに含む請求項４記載の無線装置。
【請求項７】
　無線通信システムにおいて用いるための無線装置であって、
　メモリと、
　前記メモリに接続されたプロセッサであって、
　　第１の時間ウインドウにおいて、チャネル状態を推定することと、
　　前記推定したチャネル状態と第１の閾値とを比較することと、
　　前記比較に基づいて、品質メッセージの伝送における伝送レートを判断することと、
　　品質メッセージを前記伝送レートで伝送することと
　を含むステップを実行するソフトウェア命令を備えて構成されたプロセッサと
を含む無線装置。
【請求項８】
　前記プロセッサはさらに、前記システムの動作に基づいて、前記第１の時間ウインドウ
を動的に調節することをさらに含むステップを実行するソフトウェア命令を備えて構成さ
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れた請求項７記載の無線装置。
【請求項９】
　前記プロセッサはさらに、
　平均チャネル状態を計算することと、
　前記チャネル状態の分散を計算することと
をさらに含むステップを実行するソフトウェア命令を備えて構成された請求項７記載の無
線装置。
【請求項１０】
　第１の時間ウインドウにおいて、無線通信システムにおけるチャネル状態を推定するこ
とと、
　前記推定したチャネル状態と第１の閾値とを比較することと、
　前記比較に基づいて、品質メッセージの伝送における伝送レートを判断することと、
　品質メッセージを前記伝送レートで伝送することと
を含むステップをプロセッサに実行させるように構成されたプロセッサ実行可能ソフトウ
ェア命令を記憶したタンジブル（tangible）記憶媒体。
【請求項１１】
　前記システムの動作に基づいて、前記第１の時間ウインドウを動的に調節することを含
むさらなるステップをプロセッサに実行させるように構成されたプロセッサ実行可能ソフ
トウェア命令を有する請求項１０記載のタンジブル記憶媒体。
【請求項１２】
　平均チャネル状態を計算することと、
　前記チャネル状態の分散を計算することと
を含むさらなるステップをプロセッサに実行させるように構成されたプロセッサ実行可能
ソフトウェア命令を有する請求項１０記載のタンジブル記憶媒体。
【請求項１３】
　音声通信およびパケット交換通信を処理するための無線通信システムにおいて、
　　パリティチェックを含む品質メッセージと、差分指標とを含む、逆方向リンク上の信
号を受信するように動作する受信回路であって、前記品質メッセージが順方向リンクの品
質メトリックを定期的に与え、前記差分指標が連続品質メッセージ間の前記品質メトリッ
クを追跡する受信回路と、
　　前記逆方向リンク上の受信された品質メッセージを記憶するように動作するメモリ記
憶装置と、
　　前記差分指標および前記パリティチェックに応答して、前記メモリ記憶装置内に記憶
されている品質メッセージを更新するための差分解析器と
を含む基地局。
【請求項１４】
　複数の搬送波を支援する無線通信システムにおいて、
　第１の時間ウインドウにおいて、チャネル状態を推定することと、
　前記推定したチャネル状態と、第１の閾値とを比較することと、
　前記比較に基づいて、品質メッセージの伝送における伝送レートを判断することと、
　品質メッセージを前記伝送レートで伝送することと
を含む方法。
【請求項１５】
　無線通信システムにおいて用いるための無線装置であって、
　　第１の時間ウインドウにおいて、チャネル状態を推定するための手段と、
　　前記推定したチャネル状態と第１の閾値とを比較するための手段と、
　　前記比較に基づいて、品質メッセージの伝送のための伝送レートを判断するための手
段と、
　　品質メッセージを前記伝送レートで伝送するための手段と
を含む無線装置。
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【請求項１６】
　無線通信システムにおいて用いるための無線装置であって、
　コンピュータ読み出し可能命令を実行するように動作する処理装置と、
　複数のコンピュータ読み出し可能命令であって、
　　第１の時間ウインドウにおけるチャネル状態を推定するためのコンピュータ読み出し
可能命令、
　　前記推定したチャネル状態と、第１の閾値とを比較するためのコンピュータ読み出し
可能命令、
　　前記比較に基づいて、品質メッセージを伝送するための伝送レートを判断するための
コンピュータ読み出し可能命令、および、
　　前記品質メッセージを前記伝送レートで伝送するためのコンピュータ読み出し可能命
令を記憶するようにされているメモリ記憶装置と
を含む無線装置。
【請求項１７】
　第１の時間ウインドウにおいて、チャネル状態を推定することと、
　前記推定したチャネル状態と第１の閾値とを比較することと、
　前記比較に基づいて、品質メッセージの伝送のための伝送レートを判断することと、
　品質メッセージを前記伝送レートで伝送することと
を含むステップをプロセッサに実行させるように構成されたプロセッサ実行可能ソフトウ
ェア命令を記憶したタンジブル記憶媒体。
【請求項１８】
　複数の搬送波を支援する無線通信システムにおいて、
　前記複数の搬送波の間で平均チャネル状態を判断することと、
　前記平均チャネル状態と、第１の閾値とを比較することと、
　前記比較に基づいて、品質メッセージの伝送における伝送レートを判断することと
　品質メッセージを前記伝送レートで伝送することと
を含む方法。
【請求項１９】
　前記複数の搬送波の各々に重みを割り当てて、前記平均チャネル状態が重み平均である
ことをさらに含む請求項１８記載の方法。
【請求項２０】
　無線通信システムにおいて用いるための無線装置であって、
　前記複数の搬送波の間で平均チャネル状態を判断するための手段と、
　前記平均チャネル状態と、第１の閾値とを比較するための手段と、
　前記比較に基づいて、品質メッセージの伝送における伝送レートを判断するための手段
と
　品質メッセージを前記伝送レートで伝送するための手段と
を含む無線装置。
【請求項２１】
　前記複数の搬送波の各々に重みを割り当てるための手段であって、前記平均チャネル状
態が重み平均である手段をさらに含む請求項２０に記載の無線装置。
【請求項２２】
　無線通信システムにおいて用いるための無線装置であって、
　メモリと、
　前記メモリに接続されたプロセッサであって、
　　前記複数の搬送波の間で平均チャネル状態を判断することと、
　　前記平均チャネル状態と、第１の閾値とを比較することと、
　　前記比較に基づいて、品質メッセージの伝送における伝送レートを判断することと、
　　品質メッセージを前記伝送レートで伝送することと
　を含むステップを実行するソフトウェア命令を備えて構成されたプロセッサと
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を含む無線装置。
【請求項２３】
　前記プロセッサはさらに、前記複数の搬送波の各々に重みを割り当てて、前記平均チャ
ネル状態が重み平均であることをさらに含むステップを実行するソフトウェア命令を備え
て構成された請求項２２に記載の無線装置。
【請求項２４】
　前記複数の搬送波の間で平均チャネル状態を判断することと、
　前記平均チャネル状態と、第１の閾値とを比較することと、
　前記比較に基づいて、品質メッセージの伝送における伝送レートを判断することと
　品質メッセージを前記伝送レートで伝送することと
を含むステップをプロセッサに実行させるように構成されたプロセッサ実行可能ソフトウ
ェア命令を記憶したタンジブル記憶媒体。
【請求項２５】
　前記複数の搬送波の各々に重みを割り当てて、前記平均チャネル状態が重み平均である
ことを含むさらなるステップをプロセッサに実行させるように構成されたプロセッサ実行
可能ソフトウェア命令を有する請求項２４記載のタンジブル記憶媒体。
【請求項２６】
　複数の搬送波を支援する無線通信システムにおいて、
　第１の頻度と関係付けられた最良のチャネル状態を判断することと、
　品質指標と、第１の頻度を識別する頻度指標とを含む品質メッセージを生成することと
を含む方法。
【請求項２７】
　前記頻度指標が、複数の所定の頻度から前記第１の頻度を選択するためのポインタであ
る請求項２６記載の方法。
【請求項２８】
　無線通信システムにおいて用いるための無線装置であって、
　第１の頻度と関係付けられた最良のチャネル状態を判断するための手段と、
　品質指標と、第１の頻度を識別する頻度指標とを含む品質メッセージを生成するための
手段と
を含む無線装置。
【請求項２９】
　前記頻度指標が、複数の所定の頻度から前記第１の頻度を選択するためのポインタであ
る請求項２８記載の無線装置。
【請求項３０】
　無線装置であって、
　コンピュータ読み出し可能命令を実行するように動作する処理装置と、
　複数のコンピュータ読み出し可能命令であって、
　　第１の頻度と関係付けられた最良のチャネル状態を判断するためのコンピュータ読み
出し可能命令、および、
　　品質指標と、第１の頻度を識別する頻度指標とを含む品質メッセージを生成するため
のコンピュータ読み出し可能命令
　を記憶するようにされているメモリ記憶装置と
を含む無線装置。
【請求項３１】
　前記頻度指標が、複数の所定の頻度から前記第１の頻度を選択するためのポインタであ
る請求項３０記載の無線装置。
【請求項３２】
　第１の頻度と関係付けられた最良のチャネル状態を判断することと、
　品質指標と、第１の頻度を識別する頻度指標とを含む品質メッセージを生成することと
を含むステップをプロセッサに実行させるように構成されたプロセッサ実行可能ソフトウ
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ェア命令を記憶したタンジブル記憶媒体。
【請求項３３】
　前記頻度指標が、複数の所定の頻度から前記第１の頻度を選択するためのポインタであ
る請求項３２記載のタンジブル記憶媒体。
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