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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周波数分割多元接続通信システムにおけるアップリンクパワー割当用の方法であって、
　複数のユーザ端末（ＵＥ）のうちの各ユーザ端末（ＵＥ）に関連してチャネル状態を決
定するチャネル状態決定工程と、
　各ＵＥに関連する測定された伝搬損失のスケーリングについてのパラメータであるαを
決定するスケーリングパラメータ決定工程と、
　各ＵＥの最大送信パワーを決定する最大送信パワー決定工程と、
　決定した複数のＵＥのチャネル状態に基づき伝搬損失しきい値を決定する伝搬損失しき
い値決定工程と、
　複数のＵＥのうちの各ＵＥのアップリンク送信パワーレベルを、α、最大送信パワー、
および伝搬損失しきい値と、該ＵＥに関連して決定したチャネル状態とに基づき決定する
アップリンク送信パワーレベル決定工程と、からなる方法。
【請求項２】
　伝搬損失しきい値決定工程は、
　複数のユーザ端末のうちの各ユーザ端末に関連したチャネル状態に基づき複数のユーザ
端末を順位付ける工程と、
　順位付けの所定のパーセンタイルに対応する複数のユーザ端末のうちの１つのユーザ端
末の伝搬損失を決定し、伝搬損失しきい値を生成する工程と、を含む請求項１に記載の方
法。
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【請求項３】
　アップリンク送信パワーレベル決定工程は、
　ＵＥの最大送信パワーを決定する工程と、
　伝搬損失しきい値と、ＵＥに関連したチャネル状態とに基づき、ＵＥのパワー制御パラ
メータ分数を決定する工程と、
　最大送信パワーおよびパワー制御パラメータ分数に基づき、ＵＥのアップリンク送信パ
ワーレベルを決定する工程と、を含む請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　アップリンク送信パワーレベル決定工程は、次式に基づき各ＵＥのアップリンク送信パ
ワーを決定する工程を含む請求項１に記載の方法。
【数１】

ここで、ＰｔはＵＥへ割り当てられるアップリンク送信パワーレベルであり、Ｐｍａｘは
ＵＥの最大アップリンク送信パワーレベルであり、Ｒｍｉｎは最小パワー低下率であり、
ＬはＵＥに関連する測定された伝搬損失であり、Ｌｘ－ｉｌｅは伝搬損失しきい値であり
、αはシステムオペレータによってセットされるパラメータである。
【請求項５】
　アップリンク送信パワーレベル決定工程は、
　決定した伝搬損失しきい値をブロードキャストする工程と、
　複数のＵＥのうちの各ＵＥによって、伝搬損失しきい値と、ＵＥのダウンリンクチャネ
ル状態測定とに基づきＵＥのアップリンク送信パワーレベルを決定する工程と、を含む請
求項１に記載の方法。
【請求項６】
　周波数分割多元接続通信システムにおいて動作することの可能な無線接続ネットワーク
であって、複数のユーザ端末（ＵＥ）のうちの各ユーザ端末（ＵＥ）に関連してチャネル
状態を決定し、各ＵＥに関連する測定された伝搬損失のスケーリングについてのパラメー
タであるαを決定し、各ＵＥの最大送信パワーを決定し、決定したチャネル状態に基づき
伝搬損失しきい値を決定し、かつ、複数のＵＥのうちの各ＵＥのアップリンク送信パワー
レベルを、α、最大送信パワー、および伝搬損失しきい値と、該ＵＥに関連して決定した
チャネル状態とに基づき決定するように構成されているプロセッサを備える無線接続ネッ
トワーク。
【請求項７】
　決定したチャネル状態に基づき複数のユーザ端末を順位付け、順位付けの所定のパーセ
ンタイルに対応する複数のユーザ端末のうちの１つのユーザ端末の伝搬損失を決定し、伝
搬損失しきい値を生成することによって、伝搬損失しきい値を決定するようにプロセッサ
が構成されていることを含む請求項６に記載の無線接続ネットワーク。
【請求項８】
　ＵＥの最大送信パワーを決定し、伝搬損失しきい値とＵＥに関連したチャネル状態とに
基づきＵＥのパワー制御パラメータ分数を決定し、かつ、最大送信パワーおよびパワー制
御パラメータ分数に基づきＵＥのアップリンク送信パワーレベルを決定することによって
、複数のユーザ端末（ＵＥ）のうちの１つのユーザ端末（ＵＥ）のアップリンク送信パワ
ーレベルを決定するようにプロセッサが構成されていることを含む請求項６に記載の無線
接続ネットワーク。
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【請求項９】
　次式を保持する１つ以上のメモリデバイスを備え、かつ、次式に基づき複数のユーザ端
末（ＵＥ）のうちの各ユーザ端末（ＵＥ）のアップリンク送信パワーを決定するようにプ
ロセッサが構成されていることを含む請求項６に記載の無線接続ネットワーク。
【数２】

ここで、ＰｔはＵＥへ割り当てられるアップリンク送信パワーレベルであり、Ｐｍａｘは
ＵＥの最大アップリンク送信パワーレベルであり、Ｒｍｉｎは最小パワー低下率であり、
ＬはＵＥに関連する測定された伝搬損失であり、Ｌｘ－ｉｌｅは伝搬損失しきい値であり
、αはシステムオペレータによってセットされるパラメータである。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シングルキャリアおよびマルチキャリアの周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）
通信システムに関する。詳細には、本発明はシングルキャリアおよびマルチキャリアのＦ
ＤＭＡ通信システムにおける、アップリンクパワー制御ならびに帯域幅割当に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＦＤＭＡ、ＤＦＴ－ＳＯＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ通信システムなど、シングルキャリア
およびマルチキャリアの周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）通信システムでは、３ＧＰＰ（
第３世代パートナシップ・プロジェクト）および３ＧＰＰ２エボリューションの通信シス
テムを使用してエアインタフェースを通じるデータ伝送を行うことが提案されている。シ
ングルキャリアおよびマルチキャリアのＦＤＭＡ通信システムでは、周波数帯域幅は、同
時に送信される複数の隣接する周波数サブバンド、即ちサブキャリアへ、分割される。次
いで、ユーザ情報を交換するためにユーザが１つ以上の周波数サブバンドへ割り当てられ
ることによって、複数のユーザが異なるサブキャリア上で同時に送信することが可能とな
る。これらのサブキャリアは互いに直交しているため、セル内干渉は低減される。
【０００３】
　スペクトル効率を最大化するため、シングルキャリアおよびマルチキャリアのＦＤＭＡ
通信システムでは、ダウンリンクおよびアップリンクの両方に対し周波数再使用因子を１
とすることが提案されている。周波数再使用因子を１とすると、１つのセクタ／セルのデ
ータおよび制御チャネルが他のセクタ／セルからの干渉を受ける可能性が高い。セルの外
縁部または不良なカバレッジロケーションにあるユーザ端末（ＵＥ）については、このこ
とが特に当てはまる。したがって、セクタまたはセル内の各ＵＥにアップリンク上におい
てフルパワーで送信させることによって、外縁部の性能は非常に不充分となる。一方、従
来のパワー制御方式では、セクタまたはセルまたはセル内の各ＵＥは、そうした各ＵＥが
無線接続ネットワークにあるのと同じ受信パワーを生じるアップリンクパワーで送信する
が、高データレートにて送信可能なＵＥを欠くため全体的なスペクトル効率は低下する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　したがって、セル外縁部の性能と全体的なスペクトル効率との間のよりよいトレードオ
フが得られる資源割当方式の必要が存在する。
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【課題を解決するための手段】
【０００５】
　セル外縁部の性能と全体的なスペクトル効率との間のよりよいトレードオフを生じる資
源割当方式の必要に対処するために、通信システムは分数パワー制御方式に基づき、ユー
ザ端末（ＵＥ）にアップリンク送信パワーを割り当てる。また、セル外縁部のユーザのパ
ワーが制限されている可能性もあるので、さらに通信システムは、分数パワー制御方式を
用いて機能する最小限の伝送帯域幅資源割当を実装し、３ＧＰＰ（第３世代パートナシッ
プ・プロジェクト）および３ＧＰＰ２エボリューションの通信システムによるアップリン
ク伝送に所望されるレベルの性能を達成する。
【０００６】
　一般に、本発明の一実施形態には、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）通信システムにお
けるアップリンクパワー割当用の方法のための方法が含まれる。この方法は、複数のユー
ザ端末（ＵＥ）のうちの各ユーザ端末（ＵＥ）に関連してチャネル状態を決定する工程と
、決定した複数のＵＥのチャネル状態に基づき伝搬損失しきい値を決定する工程と、伝搬
損失しきい値と、ＵＥに関連して決定したチャネル状態とに基づき、複数のＵＥのうちの
１つのＵＥのアップリンク送信パワーレベルを決定する工程と、からなる。
【０００７】
　本発明の別の実施形態には、帯域幅が複数のサブバンドへ分割されるＦＤＭＡ通信シス
テムにおける帯域幅割当用の方法が含まれる。この方法は、ユーザ端末（ＵＥ）に関連し
てチャネル状態を決定する工程と、決定したチャネル状態に基づき、そのＵＥの送信可能
な最大アップリンク送信パワーの部分を決定する工程と、そのＵＥのサブバンド当たりの
アップリンク送信パワーレベルを決定する工程と、全ての利用可能なサブバンドがそのＵ
Ｅへ割り当てられると仮定して、決定したサブバンド当たりのアップリンク送信パワーレ
ベルに基づき、サポート可能なデータレートを決定する工程と、サポート可能なデータレ
ートに基づき、そのＵＥへ割り当てられる最小帯域幅を決定する工程と、からなる。
【０００８】
　本発明のさらに別の実施形態には、ＦＤＭＡ通信システムにおいてアップリンク資源を
割り当てるための方法が含まれる。この方法は、複数の無線接続ネットワーク（ＲＡＮ）
のうちの各無線接続ネットワーク（ＲＡＮ）によって、ＲＡＮのサービスする各ＵＥに関
連してチャネル状態を決定する工程と、複数のＲＡＮのうちの各ＲＡＮによって、決定し
たチャネル状態に基づきＲＡＮのサービスするＵＥを順位付ける工程とを含む。さらにこ
の方法は、複数のＲＡＮのうちの各ＲＡＮによって、ＵＥの順位付けに基づきＲＡＮのサ
ービスする各ＵＥにアップリンク資源のブロックを割り当てる工程を含み、複数のＲＡＮ
のうちの第１のＲＡＮのサービスするＵＥおよび複数のＲＡＮのうちの第２のＲＡＮのサ
ービスするＵＥの両方が同様のチャネル状態に関連するとき、複数のＲＡＮのうちの第１
のＲＡＮのサービスするＵＥは、複数のＲＡＮのうちの第２のＲＡＮのサービスするＵＥ
と同じアップリンク資源のブロックへ割り当てられる。
【０００９】
　本発明のさらに別の実施形態には、ＦＤＭＡ通信システムにおいて動作することの可能
な無線接続ネットワーク（ＲＡＮ）が含まれる。このＲＡＮは、複数のＵＥのうちの各Ｕ
Ｅに関連してチャネル状態を決定し、決定したチャネル状態に基づき伝搬損失しきい値を
決定し、かつ、複数のＵＥのうちの各ＵＥに対し、伝搬損失しきい値とＵＥに関連するチ
ャネル状態とに基づき、アップリンク送信パワーレベルを決定するように構成されている
プロセッサを備える。
【００１０】
　本発明のさらに別の実施形態には、帯域幅が複数のサブバンドへ分割されるＦＤＭＡ通
信システムにおいて動作することの可能なＲＡＮが含まれる。このＲＡＮは、ＵＥのチャ
ネル状態を決定し、決定したチャネル状態に基づき、そのＵＥの送信可能な最大アップリ
ンク送信パワーの部分を決定し、そのＵＥのサブバンド当たりのアップリンク送信パワー
レベルを決定し、全ての利用可能なサブバンドが、そのＵＥへ割り当てられると仮定して
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、決定したサブバンド当たりのアップリンク送信パワーレベルに基づき、サポート可能な
データレートを決定し、かつ、サポート可能なデータレートに基づき、そのＵＥへ割り当
てられる最小帯域幅を決定するように構成されているプロセッサを備える。
【００１１】
　本発明のさらに別の実施形態には、無線ＦＤＭＡ通信システムが含まれる。この無線Ｆ
ＤＭＡ通信システムは、第１の複数のＵＥのうちの各ＵＥのチャネル状態を決定し、決定
したチャネル状態に基づき第１の複数のＵＥを順位付け、かつ、第１の複数のＵＥの順位
付けに基づき第１の複数のＵＥのうちの各ＵＥへ異なるアップリンク資源のブロックを割
り当てる第１のＲＡＮを含む。さらにこの無線ＦＤＭＡ通信システムは、第２の複数のＵ
Ｅのうちの各ＵＥのチャネル状態測定値を決定し、決定したチャネル状態に基づき第２の
複数のＵＥを順位付け、かつ、第２の複数のＵＥの順位付けに基づき第２の複数のＵＥの
うちの各ＵＥへ異なるアップリンク資源のブロックを割り当てる第２のＲＡＮを含み、第
１のＲＡＮのサービスするＵＥおよび第２のＲＡＮのサービスするＵＥの両方が同様のチ
ャネル状態に関連するとき、第１のＲＡＮのサービスするＵＥは第２のＲＡＮのサービス
するＵＥと同じアップリンク資源のブロックへ割り当てられる。
【００１２】
　本発明のさらに別の実施形態には、ＦＤＭＡ通信システムにおいて動作することの可能
な無線ユーザ端末（ＵＥ）が含まれる。この無線ユーザ端末は、複数のサブバンドのうち
の各サブバンドのダウンリンクチャネル状態を測定し、測定したダウンリンクチャネル状
態を無線接続ネットワークへ報告し、無線接続ネットワークから伝搬損失しきい値を受信
し、かつ、測定したダウンリンクチャネル状態および伝搬損失しきい値に基づきアップリ
ンク送信パワーレベルを決定するように構成されているプロセッサを備える。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　図１～６を参照することによって、より完全に本発明が説明され得る。図１は本発明の
一実施形態による無線通信システム１００のブロック図である。通信システム１００は複
数のユーザ端末（ＵＥ）１０２，１０４（２つを示す）を備える。ユーザ端末は、以下に
限定されないが、セルラー電話機、無線電話機、無線周波数（ＲＦ）機能を有する携帯情
報端末（ＰＤＡ）、またはラップトップコンピュータなどデジタル端末装置（ＤＴＥ）へ
のＲＦ接続を提供する無線モデムなどである。さらに通信システム１００は、無線接続ネ
ットワーク（ＲＡＮ）１２０を備える。無線接続ネットワーク１２０は、セルまたはセク
タなどＲＡＮのカバレッジエリア１１８に存在するＵＥ　１０２，１０４などの各ＵＥに
、エアインタフェース１１０を介して通信サービスを提供する。ＲＡＮ　１２０はトラン
シーバ１２２を備え、さらにネットワークコントローラ１２８を備える。トランシーバ１
２２はノードＢまたはトランシーバ基地局（ＢＴＳ）などであり、複数のＵＥ　１０２，
１０４の各々と無線通信を行う。ネットワークコントローラ１２８は無線ネットワークコ
ントローラ（ＲＮＣ）または基地局コントローラ（ＢＳＣ）などであり、トランシーバに
結合されている。エアインタフェース１１０はダウンリンク１１２およびアップリンク１
１４を含む。ダウンリンク１１２およびアップリンク１１４は各々、１つ以上のシグナリ
ングチャネルと１つ以上のトラフィックチャネルとを含む、複数の物理的な通信チャネル
を含む。
【００１４】
　トランシーバ１２２およびコントローラ１２８は各々、それぞれのプロセッサ１２４，
１３０を備える。プロセッサは、１つ以上のマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ
、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、これらの組合せ、または当業者に既知の他のそう
したデバイスなどである。プロセッサ１２４，１３０の特定の動作／機能、したがってそ
れぞれトランシーバ１２２およびコントローラ１２８の特定の動作／機能は、対応するプ
ロセッサによって実行され得るデータおよびプログラムを記憶するランダムアクセスメモ
リ（ＲＡＭ）、ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）およびリードオンリメ
モリ（ＲＯＭ）のうちの１つ以上、またはそれらの均等物など、プロセッサに関連したそ
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れぞれ１つ以上のメモリデバイス１２６，１３２に記憶されるソフトウェア命令およびル
ーチンの実行によって決定される。
【００１５】
　図２は、本発明の一実施形態による、ユーザ端末（ＵＥ）１０２，１０４などのＵＥ　
２００のブロック図である。ＵＥ　２００はプロセッサ２０２を備える。プロセッサ２０
２は、１つ以上のマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ
（ＤＳＰ）、それらの組合せ、または当業者に既知の他のそうしたデバイスなどである。
プロセッサ２０２の特定の動作／機能、したがってＵＥ　２００の特定の動作／機能は、
対応するプロセッサによって実行され得るデータおよびプログラムを記憶するランダムア
クセスメモリ（ＲＡＭ）、ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）およびリー
ドオンリメモリ（ＲＯＭ）のうちの１つ以上、またはそれらの均等物など、プロセッサに
関連したそれぞれ１つ以上のメモリデバイス２０４に記憶されるソフトウェア命令および
ルーチンの実行によって決定される。
【００１６】
　本発明の実施形態は、好適には、ＵＥ　１０２，１０４およびＲＡＮ　１２０内に実装
される。より詳細には、ＵＥ　１０２，１０４によって実行されるように本明細書に記載
する機能は、ＵＥのそれぞれの１つ以上のメモリデバイス２０４に記憶され、ＵＥの関連
するプロセッサ２０２によって実行されるソフトウエアプログラムおよび命令によりまた
はおいて実装される。また、ＲＡＮ　１２０によって実行されるように本明細書に記載す
る機能は、トランシーバ１２２またはコントローラ１２８により実装されても、トランシ
ーバおよびコントローラの間に分散されてもよい。より詳細には、トランシーバまたはコ
ントローラのそれぞれの１つ以上のメモリデバイス１２６，１３２に記憶され、トランシ
ーバまたはコントローラのそれぞれのプロセッサ１２４，１３０によって実行されるソフ
トウエアプログラムおよび命令によりまたはおいて実装されてよい。しかしながら、これ
に代えて、例えば、ＵＥ　１０２，１０４、トランシーバ１２２およびコントローラ１２
８のうちの１つ以上に実装されるＡＳＩＣなど、集積回路（ＩＣ）、特定用途向け集積回
路（ＡＳＩＣ）などのハードウェアにより、本発明の実施形態が実装されてもよいことが
、当業者には理解される。本開示に基づき、過度な実験なくそうしたソフトウェアおよび
ハードウェアのうちの１つ以上を容易に製造し実装することが、当業者には可能である。
【００１７】
　通信システム１００は、シングルキャリアまたはマルチキャリア周波数分割多元接続（
ＦＤＭＡ）エアインタフェース技術を使用する広帯域パケットデータ通信システムを含む
。この通信システムでは、周波数帯域幅は、トラフィックチャネルおよびシグナリングチ
ャネルが同時に送信される物理層チャネルを含む、複数の周波数サブバンド、即ちサブキ
ャリアへ分割される。次いで、ユーザ情報を交換するためにユーザが１つ以上の周波数サ
ブバンドへ割り当てられることによって、複数のユーザが異なるサブキャリア上で同時に
送信することが可能となる。さらに、通信システム１００は、好適には３ＧＰＰ（第３世
代パートナシップ・プロジェクト）Ｅ－ＵＴＲＡ（エボリューショナリＵＭＴＳ地上無線
接続）標準規格により動作する。これらの標準規格によって、無線システムパラメータお
よび呼処理手続を含む、無線通信システム動作プロトコルが指定される。しかしながら、
通信システム１００が、例えばＣＤＭＡ（符号分割多元接続）２０００　１ＸＥＶ－ＤＶ
通信システムなどの３ＧＰＰ２（第３世代パートナシップ・プロジェクト２）エボリュー
ション通信システム、例えば８０２．１１ａ／ＨｉｐｅｒＬＡＮ２，８０２．１１ｇ，８
０２．１６もしくは８０２．２１標準規格などのＩＥＥＥ（米国電気電子学会）８０２．
ｘｘ標準規格に記載の無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）通信システム、また
は複数の提案された超広帯域（ＵＷＢ）通信システムのうちの任意のものなど、サブバン
ドが周波数サブバンドまたは時間および周波数サブバンドを含む周波数分割多重化方式ま
たは時間および周波数分割多重化方式を使用する任意の無線通信システムにより動作して
もよいことが、当業者には理解される。
【００１８】
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　カバレッジエリアの外縁部におけるシステム性能を最適化するために、通信システム１
００はアップリンクの分数のパワー制御および最小の帯域幅割当を提供する。即ち、任意
の所与の時間において、かつ、カバレッジエリア１１８およびＲＡＮ　１２０など、ＲＡ
Ｎに関連した所与のカバレッジエリアにおいて、通信システム１００は、ＲＡＮにて許容
可能な受信パワーを提供するように設計されているカバレッジエリアにおける通信セッシ
ョンに関与するＵＥ　１０２，１０４などの各ＵＥに、アップリンク送信パワーを割り当
てつつ、全てのそうしたＵＥと、隣接したカバレッジエリア（図示せず）のＵＥとの間の
干渉を最小化する。また、所与の送信時間間隔（ＴＴＩ）において、ＲＡＮ、即ちＲＡＮ
　１２０は、測定されたチャネル状態に基づき、ＵＥに許容可能なサービスを提供するの
に充分な通信セッションに関与する各ＵＥ　１０２，１０４に対する帯域幅の最小量を決
定し、割り当てる。
【００１９】
　ここで図３を参照する。図３は、本発明の一実施形態による通信システム１００によっ
て実行されるアップリンク資源割当、詳細にはアップリンクパワー制御の方法を示す、論
理フローチャート３００である。論理フローチャート３００が開始し（３０２）、ＲＡＮ
　１２０は、ＲＡＮによってサービスされ、ＲＡＮのカバレッジエリアにおいてアクティ
ブである各ＵＥ　１０２，１０４に関連してチャネル状態を決定する（３０４）。本発明
の一実施形態では、各ＵＥ　１０２，１０４は、通信システム１００の使用する帯域幅の
各サブバンドに関連するダウンリンクチャネル状態、好適には、当該技術分野において知
られているチャネル品質情報（ＣＱＩ）を測定し、複数のダウンリンクチャネル測定値を
生成する。チャネル品質を決定する際に多くのパラメータが測定されてよいことや、本発
明の精神および範囲から逸脱することなく本明細書において任意のそうしたパラメータが
用いられ得ることが、当業者には理解される。当該技術分野において知られているように
、各ＵＥ　１０２，１０４は、送信時間間隔（ＴＴＩ）（サブフレームとしても知られて
いる）または無線フレーム送信期間などの測定期間中、各サブバンドおよび全サブバンド
のチャネル状態を測定する。次いで、複数のＵＥ　１０２，１０４のうちの各ＵＥは、全
てのサブバンドについて測定したチャネル状態を、サービングＲＡＮ　１２０、詳細には
ＲＡＮのトランシーバ、即ちトランシーバ１２２へ、好適にはチャネル品質情報（ＣＱＩ
）メッセージにより報告する。さらに、複数のＵＥ　１０２，１０４のうちの各ＵＥは、
ＵＥのダウンリンクチャネル状態測定値を記憶してもよい。
【００２０】
　本発明の別の実施形態では、ＲＡＮ　１２０は、アップリンクパイロット信号、アップ
リンク制御信号またはアップリンクトラフィック信号など、ＵＥから受信されるアップリ
ンク伝送に基づき、ＲＡＮのサービスする各ＵＥ　１０２，１０４のアップリンクチャネ
ル状態を測定してもよい。ＲＡＮのサービスするＵＥに関連したチャネル状態をＲＡＮが
決定する多くの方法が存在することや、本発明の精神および範囲から逸脱することなく本
明細書において任意のそうした方法が用いられ得ることが、当業者には理解される。
【００２１】
　各ＵＥ　１０２，１０４に関連したチャネル状態測定値に基づき、通信システム１００
は各ＵＥ　１０２，１０４の伝搬損失分数を決定する（３０６）。即ち、ＲＡＮ　１２０
は決定した伝搬損失に基づき、ＵＥ　１０２，１０４の各々の伝搬損失（Ｌ）を決定し、
ＵＥを順位付ける。典型的には、伝搬損失Ｌは受信パワーに対する送信パワーの比として
決定される。例えば、ＲＡＮは、ＵＥの測定・報告するサブバンドの各々に関連した伝搬
損失を平均化することによって、ＵＥの伝搬損失を決定してもよい。しかしながら、ＵＥ
の報告する最良の伝搬損失または最悪の伝搬損失を用いるアルゴリズムなど、伝搬損失を
決定してＵＥを順位付けるのに用いるための他のアルゴリズムが、当業者には想到される
。本発明の精神および範囲から逸脱することなく本明細書においてそれらのアルゴリズム
が用いられ得る。次いで、この順位付けに基づき、ＲＡＮ　１２０は、順位付けにおいて
所定のパーセンタイルに順位付けられるＵＥの伝搬損失を決定し、伝搬損失しきい値、即
ち、その伝搬損失がｘパーセンタイルのレベル（Ｌｘ－ｉｌｅ）にあるＵＥの伝搬損失を
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生成する。次いで、ＲＡＮ　１２０はＵＥの実際の伝搬損失（Ｌ）を伝搬損失しきい値と
比較し、ＵＥの伝搬損失分数（例えば、Ｌｘ－ｉｌｅ／Ｌ）を決定する。
【００２２】
　複数の報告するＵＥ　１０２，１０４の各ＵＥについて、通信システム１００、好適に
はＲＡＮ　１２０は、ＵＥに関して決定した伝搬損失分数に基づき、ＵＥのアップリンク
送信パワーレベルを決定する（３０８）。次いで、ＲＡＮ　１２０は決定したアップリン
ク送信パワーレベルをそうしたＵＥの各々に割り当て、割り当てたアップリンク送信パワ
ーレベルをＵＥへ通知してよい。次いで、複数のＵＥ　１０２，１０４の各ＵＥはＲＡＮ
　１２０へデータを送信し（３１０）、ＲＡＮ　１２０は次のアップリンクパワーレベル
更新期間（論理フローチャート３００が工程３０４へ戻るとき）まで、ＵＥに対して決定
されたアップリンクパワーレベルにて、エアインタフェース１１０のアップリンク１１４
を介し、ＵＥからデータを受信する。次いで、論理フロー３００は終了する（３１２）。
しかしながら、本発明の別の実施形態では、ＲＡＮ　１２０は伝搬損失しきい値、即ち、
その伝搬損失がｘパーセンテージのレベル（Ｌｘ－ｉｌｅ）にあるＵＥの伝搬損失を決定
し、カバレッジエリア１１８において伝搬損失しきい値をブロードキャストすることによ
って、伝搬損失しきい値をＲＡＮのサービスする各ＵＥ　１０２，１０４へ通知してもよ
い。Ｌｘ－ｉｌｅの受信に応答して、各ＵＥ　１０２，１０４は、ＵＥの１つ以上のメモ
リデバイス２０４にパラメータを記憶し、次いで工程３０６，３０８にて、ＵＥの測定し
たダウンリンクチャネル状態および記憶した伝搬損失しきい値Ｌｘ－ｉｌｅに基づき、伝
搬損失分数およびアップリンク送信パワーを自己決定してもよい。
【００２３】
　工程３０８にて、各ＵＥ　１０２，１０４について、アップリンク１１４上の伝送にお
けるＵＥの最大送信パワーレベルＰｍａｘと、ＵＥに関連したパワー制御パラメータ分数
ＦＰＣとに基づき、ＵＥのアップリンク送信パワーレベルＰｔをＲＡＮ　１２０が決定す
るか、またはＵＥが自己決定する。パワー制御パラメータ分数ＦＰＣは、アップリンク１
１４上の伝送用にＵＥへ割り当てられているＵＥの最大送信パワーレベルの分数、即ち一
部分に対応しており、ＵＥに関連した伝搬損失分数に基づく。より詳細には、ＲＡＮ　１
２０が各ＵＥ　１０２，１０４のアップリンク送信パワーレベルＰｔを決定するか、また
は各ＵＥ　１０２，１０４が次式に基づきアップリンク送信パワーレベルＰｔを自己決定
する。
【００２４】
【数１】

この式は、ＵＥ　１０２の１つ以上のメモリデバイス２０４と、トランシーバ１２２また
はコントローラ１２８の１つ以上のメモリデバイス１２６，１３２とのうちの１つ以上に
おいて保持される。
【００２５】
　Ｒｍｉｎは最小パワー低下率であり、即ち、Ｐｍａｘに対する通信システム１００にお
けるＵＥの最小アップリンク送信パワーレベルの比である。Ｒｍｉｎに対応する値は通信
システム１００の設計者によって決定され、良好な伝搬損失、即ち最小の伝搬損失を経験
するＵＥが低過ぎるパワーレベルの送信を要求されることを防止するように決定される。
例えば、ＵＥの最小アップリンク送信パワーがＰｍａｘの１０分の１（１／１０）以上で
あることが所望される場合、Ｒｍｉｎ＝０．１である。この場合にも、比Ｌｘ－ｉｌｅ／
ＬはＵＥの経験する伝搬損失分数に対応する。即ち、比Ｌｘ－ｉｌｅ／Ｌは、伝搬損失し
きい値に対するＵＥの実際に経験した伝搬損失（Ｌ）の比、好適には、ＲＡＮ　１２０の
サービスする全てのＵＥのうちのｘパーセンタイル（Ｌｘ－ｉｌｅ）にあるＵＥの伝搬損
失、即ち、「ｘ－パーセンタイル伝搬損失」である。「Ｌ」は、ＵＥの測定するダウンリ
ンクチャネル品質およびＲＡＮ　１２０の測定するアップリンクチャネル品質のうちの１
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つ以上に基づき、決定される。好適には、Ｌは、シャドーイングおよび低速フェージング
による伝搬損失を含むが、高速フェージングによる伝搬損失を含まない。Ｌｘ－ｉｌｅは
、ＲＡＮ　１２０のサービスする全てのＵＥのうちのｘパーセンタイルにあるＵＥの伝搬
損失である。例えば、「ｘ－ｉｌｅ」＝５、即ち５パーセンタイル（５％－ｉｌｅ）の場
合、ＲＡＮ　１２０のサービスする全てのＵＥが伝搬損失に基づき順位付けられるとき、
Ｌｘ－ｉｌｅは順位付けられた全てのＵＥのうちの（下位から）５パーセンタイルにある
ＵＥの伝搬損失である。この結果、その伝搬損失ＬがＬｘ－ｉｌｅ（「ｘ－ｉｌｅ」＝５
であるときには下位５％）より大きい全てのＵＥはＰｍａｘで送信し、その伝搬損失Ｌが
Ｌｘ－ｉｌｅ未満であるＵＥは各々、伝搬損失しきい値（即ち、Ｌｘ－ｉｌｅ）に対する
そのＵＥの伝搬損失Ｌの比に基づくパワーレベルで送信する。
【００２６】
　パラメータ「α」は、ＵＥの下位「ｘ」パーセントに対して、通信システム１００がＵ
Ｅのアップリンク送信パワーを上向きに調節することによって補正することを所望するＵ
Ｅの伝搬損失がいくつであるかに相当する。好適には、「α」は通信システム１００のオ
ペレータによって決定され、トランシーバ１２２またはコントローラ１２８のそれぞれの
１つ以上のメモリデバイス１２６，１３２において保持される。次いで、ＲＡＮ　１２０
は「α」を用いてＰｔを決定してもよく、ＵＥがＰｔを決定するように、ＲＡＮのサービ
スするＵＥ　１０２，１０４へ「α」をブロードキャストしてもよい。本発明の別の実施
形態では、通信システム１００のオペレータは、ＵＥ　１０２，１０４の各々の１つ以上
のメモリデバイス２０４へ「α」を予めプログラムしてもよい。典型的には、１＞α＞０
である。α＝０のとき、ＲＡＮ　１２０のサービスするＵＥは全て、フルパワー（Ｐｔ＝
Ｐｍａｘ）で送信し得るので、例えば、ＲＡＮ　１２０に近いＵＥのアップリンク送信パ
ワーレベルが高いために、ＲＡＮ　１２０のカバレッジエリアのＵＥは、そのカバレッジ
エリアの他のＵＥによる高い干渉レベルおよび不充分な外縁部の性能を経験する可能性が
ある。α＝１のとき、ＲＡＮ　１２０のサービスするＵＥは全て、ＲＡＮ　１２０にて同
じ受信パワーを生じるアップリンクパワーレベルで送信し、不充分なスペクトル効率を生
じ得る。実験では、α＝１／２と設定することによって、良好な周縁部カバレッジおよび
高いスペクトル効率の生じることが示された。α＝１／２と設定することによって、一般
に、良好な伝搬損失を経験しているＵＥは最終的には比較的低いパワーレベルで送信して
干渉レベルを低減させ、同時に、それらのＵＥは比較的高いパワーレベルでサービングＲ
ＡＮによって受信され、高いスペクトル効率が得られる。
【００２７】
　カバレッジエリア１１８の外縁部のユーザなど、カバレッジエリアの外縁部のユーザの
送信パワーは制限されている可能性があるので、さらに通信システム１００は、分数パワ
ー制御方式を用いて機能する最小限の伝送帯域幅資源割当方式を実装し、３ＧＰＰ（第３
世代パートナシップ・プロジェクト）および３ＧＰＰ２エボリューションの通信システム
によるアップリンク伝送に所望されるレベルの性能を達成する。ＵＥの帯域幅を減少させ
ることによって、ＵＥのサブバンド当たりのパワーは有効に増強され、それによって全体
的なスペクトル効率を高めつつ、外縁部のユーザへ改良された性能および送信のよりよい
機会を提供する。
【００２８】
　ここで図４を参照する。図４は、本発明の別の実施形態による通信システム１００によ
って実行されるアップリンク資源割当、詳細には帯域幅資源割当の方法を示す、論理フロ
ーチャート４００である。論理フローチャート４００が開始し（４０２）、ＲＡＮ１２０
は、ＲＡＮによってサービスされ、ＲＡＮのカバレッジエリアにおいてアクティブである
各ＵＥ　１０２，１０４に関連してチャネル状態を決定する（４０４）。本発明の一実施
形態では、各ＵＥ　１０２，１０４は、通信システム１００の使用する帯域幅の各サブバ
ンドに関連するダウンリンクチャネル状態、好適には、当該技術分野において知られてい
るチャネル品質情報（ＣＱＩ）を測定し、全てのサブバンドについて測定したチャネル状
態を、サービングＲＡＮ　１２０、詳細にはＲＡＮのトランシーバ、即ちトランシーバ１
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２２へ、好適にはチャネル品質情報（ＣＱＩ）メッセージにより報告する。本発明の別の
実施形態では、ＲＡＮ　１２０は、アップリンクパイロット信号、アップリンク制御信号
またはアップリンクトラフィック信号など、ＵＥから受信されるアップリンク伝送に基づ
き、ＲＡＮのサービスする各ＵＥ　１０２，１０４のアップリンクチャネル状態を測定し
てもよい。ＲＡＮのサービスするＵＥに関連したチャネル状態をＲＡＮが決定する多くの
方法が存在することや、本発明の精神および範囲から逸脱することなく本明細書において
任意のそうした方法が用いられ得ることが、当業者には理解される。チャネル状態測定値
に基づき、ＲＡＮ　１２０、詳細にはトランシーバ１２２は、ＵＥ１０２など各ＵＥ１０
２，１０４の伝搬損失分数を決定する（４０６）。以下ではＵＥ　１０２を参照する場合
があるが、ＲＡＮ　１２０がＵＥ　１０４に関して同様の決定を行うことや、ＵＥ　１０
２に関して以下に記載する機能と同様の機能をＵＥ　１０４が実行することが、当業者に
は理解される。
【００２９】
　ＵＥ　１０２について決定した伝搬損失に基づき、ＲＡＮ　１２０は、ＵＥ　１０２の
送信可能な最大アップリンク送信パワー（Ｐｍａｘ）の分数即ち部分（ＦＰＣ）を決定し
（４０８）、さらに、ＵＥのサブバンド当たりのアップリンク送信パワーレベル（Ｐｔ＿

ｐｅｒ＿ｓｕｂ－ｂａｎｄ）を決定する（４１０）。好適には、ＲＡＮ　１２０は次式に
基づきＦＰＣおよびＰｔ＿ｐｅｒ＿ｓｕｂ－ｂａｎｄを決定する。
【００３０】
【数２】

この式は、トランシーバ１２２およびコントローラ１２８のうちの一方または両方の１つ
以上のメモリデバイス１２６，１３２において保持される。ここで、ＦＰＣは上述におい
てより詳細に記載したパワー制御パラメータ分数であり、Ｒｍｉｎ，Ｌｘ－ｉｌｅ，Ｌ，
αおよびＰｍａｘは、論理フローチャート３００に関する上述の記載のように決定される
。ＮＴＯＴは所与の帯域幅におけるサブバンドの全数であり、ＮＳＵＢは、割当に利用可
能な所与の帯域幅におけるサブバンドの数である。
【００３１】
　次いで、ＵＥに全ての利用可能なサブバンドが割り当てられると仮定して、決定したサ
ブバンド当たりのアップリンク送信パワーレベル（Ｐｔ＿ｐｅｒ＿ｓｕｂ－ｂａｎｄ）に
基づき、ＲＡＮ　１２０はＵＥ　１０２のサポート可能なデータレートＲを決定する（４
１２）。次いで、決定したサポート可能なデータレートＲに基づき、ＲＡＮ　１２０は、
ＵＥ　１０２について、許容可能なレベルの性能、即ち信号劣化を有する、決定したサポ
ート可能なデータレートＲをサポートするＵＥへの割当用の最小帯域幅を決定する（４１
４）。即ち、ＲＡＮ　１２０はＵＥ　１０２について、次式のＮＡＳＳＩＧＮを決定する
。
【００３２】
【数３】

ここで、ＮＡＳＳＩＧＮは、性能における劣化がδｄＢ未満であるデータレートＲをサポ
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ートするＵＥへの割当用の最小帯域幅に相当する。性能における許容可能な劣化、即ちδ
ｄＢは、システム１００の設計者によって決定される。データレートＲを保持しつつＵＥ
へ割り当てられるサブバンドの数が小さくなると、性能における劣化は大きくなりサービ
ス品質は低下することが、当業者には理解される。サポート可能なデータレートＲ、およ
び決定したサポート可能なデータレートＲをサポートするＵＥへ割り当てられ得る最小帯
域幅は、システムスループットシミュレーションの結果を含むテーブルに基づき、または
シミュレーションもしくは実験による証拠に基づくカーブもしくは方程式に基づき決定さ
れてよい。このテーブル、カーブまたは方程式は、トランシーバ１２２およびコントロー
ラ１２８のうちの一方又は両方のそれぞれの１つ以上のメモリデバイス１２６，１３２に
おいて保持される。
【００３３】
　次いで、性能における劣化が「δ」ｄＢ未満であるデータレートＲをサポートするＵＥ
１０２への割当用の決定した最小帯域幅に基づき、ＲＡＮ　１２０はＵＥ　１０２のサブ
バンド当たりのアップリンク送信パワーレベルを再決定、即ち再計算する（４１６）。即
ち、Ｐｔ＿ｐｅｒ＿ｓｕｂ－ｂａｎｄを再計算し、再計算したサブバンド当たりのパワー
レベルＰＡＳＳＩＧＮを生成する。好適には、ＰＡＳＳＩＧＮは次式に基づき決定される
。
【００３４】
【数４】

次いで、ＲＡＮ　１２０はＵＥ　１０２にＮＡＳＳＩＧＮおよびＰＡＳＳＩＧＮを伝達す
る（４１８）。ＵＥ　１０２は、ＵＥの１つ以上のメモリデバイス２０４にＮＡＳＳＩＧ

ＮおよびＰＡＳＳＩＧＮを記憶し（４２０）、次いで、ＲＡＮ　１２０へデータを送信す
る（４２２）。また、ＲＡＮ　１２０はＮＡＳＳＩＧＮおよびＰＡＳＳＩＧＮに基づき、
即ち、ＮＡＳＳＩＧＮ個のサブバンドを用い、パワーレベルＰＡＳＳＩＧＮの各サブバン
ドにより、エアインタフェース１１０のアップリンク１１４を介し、ＵＥ　１０２からデ
ータを受信する。次いで、論理フロー４００は終了する（４２４）。
【００３５】
　ＵＥのアップリンク送信パワーについて、そのＵＥに関連した伝搬損失分数に基づく分
数のパワー制御を提供することによって、また、アップリンク伝送に所望されるレベルの
性能を達成する最小量のアップリンク帯域幅をＵＥに割り当てることによって、通信シス
テム１００は、３ＧＰＰまたはＥ－ＵＴＲＡ通信システムなどの３ＧＰＰ２エボリューシ
ョン通信システムなどシングルキャリアまたはマルチキャリアの周波数分割多元接続（Ｆ
ＤＭＡ）通信システムの外縁部ユーザに、全体的なスペクトル効率を高めつつ改良された
性能および送信のよりよい機会を提供する。しかしながら、そうした通信システムに対し
ては周波数再使用因子を１とすることが提案されているので、複数の隣接したカバレッジ
エリアの各カバレッジエリアにおけるサブバンド割当方式を改良することによって、干渉
レベルが、さらに改良され得る。
【００３６】
　ここで図５を参照する。図５は、本発明の別の実施形態による通信システム５００のブ
ロック図である。通信システム５００は、セルまたはセルのセクタなど、複数のカバレッ
ジエリア５０２，５０４へ分割されている。複数のカバレッジエリア５０２，５０４は各
々、それぞれのＲＡＮ　５１２，５１４によって無線通信サービスを提供されている。し
かしながら、本発明の別の実施形態では、セルのセクタなど複数のカバレッジエリア５０
２，５０４の各カバレッジエリアが、同じＲＡＮによって無線通信サービスを提供されて
いてもよい。ＲＡＮ　１２０と同様に、ＲＡＮ　５１２，５１４はトランシーバを備える
。トランシーバはノードＢまたはトランシーバ基地局（ＢＴＳ）などであり、無線ネット
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ワークコントローラ（ＲＮＣ）または基地局コントローラ（ＢＳＣ）などネットワークコ
ントローラに結合されている。また、ＲＡＮ　５１２または５１４によって実行されるよ
うに本明細書に記載する機能は、ＲＡＮのトランシーバまたはコントローラにより実装さ
れても、トランシーバおよびコントローラの間に分散されてもよい。より詳細には、トラ
ンシーバまたはコントローラのそれぞれの１つ以上のメモリデバイスに記憶され、トラン
シーバまたはコントローラのそれぞれのプロセッサによって実行されるソフトウエアプロ
グラムおよび命令によりまたはおいて実装されてよい。
【００３７】
　さらに、通信システム５００は複数のＵＥ　５２０～５２５（６つを示す）を備える。
ここで、複数のＵＥ　５２０～５２２からなる第１のグループは、複数のカバレッジエリ
ア５０２，５０４のうちの第１のカバレッジエリア５０２に存在し、複数のＲＡＮ　５１
２，５１４の第１のＲＡＮ　５１２によってサービスされており、複数のＵＥ　５２３～
５２５からなる第２のグループは、複数のカバレッジエリア５０２，５０４のうちの第２
のカバレッジエリア５０４に存在し、複数のＲＡＮ　５１２，５１４の第２のＲＡＮ　５
１４によってサービスされている。各カバレッジエリア５０２，５０４をサービングする
ＲＡＮは、それぞれのエアインタフェース５０６，５０８を介してカバレッジエリアに無
線通信サービスを提供する。ここで、各エアインタフェース５０６，５０８はアップリン
ク（図示せず）およびダウンリンク（図示せず）からなる。
【００３８】
　通信システム１００と同様に、通信システム５００は、シングルキャリアまたはマルチ
キャリアの周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）エアインタフェース技術を使用する広帯域パ
ケットデータ通信システムを含む。この通信システムでは、周波数帯域幅は、トラフィッ
クチャネルおよびシグナリングチャネルが同時に送信される物理層チャネルを含む、複数
の周波数サブバンド、即ちサブキャリアへ分割される。次いで、ユーザ情報を交換するた
めにユーザが１つ以上の周波数サブバンドへ割り当てられることによって、複数のユーザ
が異なるサブキャリア上で同時に送信することが可能となる。さらに、通信システム１０
０は、好適には３ＧＰＰ（第３世代パートナシップ・プロジェクト）Ｅ－ＵＴＲＡ（エボ
リューショナリＵＭＴＳ地上無線接続）標準規格により動作する。これらの標準規格によ
って、無線システムパラメータおよび呼処理手続を含む、無線通信システム動作プロトコ
ルが指定される。しかしながら、通信システム５００が、例えばＣＤＭＡ（符号分割多元
接続）２０００　１ＸＥＶ－ＤＶ通信システムなどの３ＧＰＰ２（第３世代パートナシッ
プ・プロジェクト２）エボリューション通信システム、例えば８０２．１１ａ／Ｈｉｐｅ
ｒＬＡＮ２，８０２．１１ｇ，８０２．１６もしくは８０２．２１標準規格などのＩＥＥ
Ｅ（米国電気電子学会）８０２．ｘｘ標準規格に記載の無線ローカルエリアネットワーク
（ＷＬＡＮ）通信システム、または複数の提案された超広帯域（ＵＷＢ）通信システムの
うちの任意のものなど、サブバンドが周波数サブバンドまたは時間および周波数サブバン
ドを含む周波数分割多重化方式または時間および周波数分割多重化方式を使用する任意の
無線通信システムにより動作してもよいことが、当業者には理解される。さらに通信シス
テム５００は、周波数再使用因子を１とすることを実装する。この場合、複数のカバレッ
ジエリア５０２，５０４の各カバレッジエリアは、同じ周波数帯域幅を利用する。
【００３９】
　通信システム５００は、伝搬損失および送信パワーのうちの１つ以上が同様であるＵＥ
に対し、各カバレッジエリア５０２，５０４において同じ資源ブロックを割り当てること
によって、干渉管理を提供する。伝搬損失および送信パワーのうちの１つ以上が同様であ
るＵＥに対し、各カバレッジエリア５０２，５０４において同じ資源ブロックを割り当て
ることによって、通信システム５００は、カバレッジエリア５０２など複数のカバレッジ
エリアのうちの１つのカバレッジエリアにおいて資源ブロックを用いるＵＥが、カバレッ
ジエリア５０４など複数のカバレッジエリアのうちの異なるカバレッジエリアに存在する
ＵＥによる同じ資源ブロックの利用と干渉する可能性を減少させる。
【００４０】
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　ここで図６を参照する。図６は、本発明の別の実施形態による通信システム５００によ
って実行されるアップリンク資源割当の一方法の論理フローチャートである。論理フロー
チャート６００が開始し（６０２）、ＲＡＮ５１２，５１４は各々、ＲＡＮによってサー
ビスされ、ＲＡＮのカバレッジエリアにおいてアクティブである各ＵＥ、即ち、ＲＡＮ５
１２に関するＵＥ５２０～５２２およびＲＡＮ５１４に関するＵＥ５２３～５２５に関連
してチャネル状態を決定する（６０４）。本発明の一実施形態では、複数のＵＥ５２０～
５２５のうちの各ＵＥは、ＵＥの存在するカバレッジエリアにおいて使用される帯域幅の
複数のサブバンドのうちの各サブバンドに関連するダウンリンクチャネル状態、好適には
、当該技術分野において知られているチャネル品質情報（ＣＱＩ）を測定する。次いで、
複数のＵＥ５２０～５２５の各ＵＥは、全てのサブバンドについて測定したダウンリンク
チャネル状態を、ＵＥをサービングするＲＡＮ、詳細にはＲＡＮのトランシーバへ、好適
にはチャネル品質情報（ＣＱＩ）メッセージにより報告する。例えば、ＵＥ　５２０～５
２２からなる第１グループの各ＵＥは、それらのＵＥが測定したダウンリンクチャネル状
態を第１のＲＡＮ　５１２へ報告し、ＵＥ　５２３～５２５からなる第２のグループの各
ＵＥは、それらのＵＥが測定したダウンリンクチャネル状態を第２のＲＡＮ　５１４へ報
告する。本発明の別の実施形態では、ＲＡＮ５１２，５１４は各々、アップリンクパイロ
ット信号、アップリンク制御信号またはアップリンクトラフィック信号など、ＵＥから受
信されるアップリンク伝送に基づき、ＲＡＮのサービスする各ＵＥのアップリンクチャネ
ル状態を測定してもよい。この場合にも、ＲＡＮのサービスするＵＥに関連したチャネル
状態をＲＡＮが決定する多くの方法が存在することや、本発明の精神および範囲から逸脱
することなく本明細書において任意のそうした方法が用いられ得ることが、当業者には理
解される。
【００４１】
　チャネル状態測定値に基づき、ＲＡＮ　５１２，５１４は各々、ＲＡＮのサービスする
各ＵＥの伝搬損失分数を決定する（６０６）。例えば、ＲＡＮ　５１２はＵＥ　５２０～
５２２の各々の伝搬損失を決定し、ＲＡＮ　５１４はＵＥ　５２３～５２５の各々の伝搬
損失を決定する。次いで、ＲＡＮ　５１２，５１４は各々、ＵＥに対して決定した伝搬損
失に基づき、ＲＡＮ　５１２に関するＵＥ　５２０～５２２、ＲＡＮ　５１４に関するＵ
Ｅ　５２３～５２５など、ＲＡＮのサービングする複数のＵＥを順位付ける（６０８）。
次いで、ＲＡＮ　５１２，５１４は各々、ＵＥの順位付けに基づき、１つ以上のサブバン
ドのセットまたはアップリンク送信パワーレベルなど異なるアップリンク資源のブロック
を、ＲＡＮに報告する複数のＵＥのうちの各ＵＥに割り当てる（６１０）。アップリンク
資源のブロックが１つ以上のサブバンドのセットを含むとき、アップリンク資源のブロッ
クに含まれるサブバンドが周波数または時間において隣接している必要はない。アップリ
ンク資源のブロックを割り当てる際、ＵＥ、即ちＵＥ　５２２，５２３が同様のチャネル
状態に関連しているとき、ＲＡＮ　５１２、５１４は各々、ＲＡＮ　５１２に関するＵＥ
　５２２、ＲＡＮ　５１４に関するＵＥ　５２３など、ＲＡＮのサービスするＵＥに同じ
アップリンクのブロック資源を割り当てる。このことは、２つのＵＥが同様の伝搬損失を
経験していることを示す。次いで、論理フロー６００は終了する（６１２）。
【００４２】
　本発明を如何様にも限定する意図ではなく、単に本発明の原理を例示する目的において
、例えば、ＲＡＮ　５１２のサービスする第１のＵＥ　５２２は第１の伝搬損失ＰＬ１を
経験し、ＲＡＮ　５１２のサービスする第２のＵＥ　５２１は第２の伝搬損失ＰＬ２を経
験し、ＲＡＮ　５１２のサービスする第３のＵＥ　５２０は第３の伝搬損失ＰＬ３を経験
するとする。ここで、ＰＬ１＞ＰＬ２＞ＰＬ３である。ＲＡＮ　５１２は、これらの伝搬
損失に基づきＵＥ　５２０～５２２を順位付け、それにしたがって第１のサブバンドのセ
ットを含む第１のアップリンク資源のブロックをＵＥ　５２２へ、第２のサブバンドのセ
ットを含む第２のアップリンク資源のブロックをＵＥ　５２１へ、第３のサブバンドのセ
ットを含む第３のアップリンク資源のブロックをＵＥ　５２０へ割り当てる。ここで、第
１のアップリンク資源のブロックは第２のアップリンク資源のブロックより多くのサブバ
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ンドを含み、第２のアップリンク資源のブロックは第３のアップリンク資源のブロックよ
り多くのサブバンドを含む。
【００４３】
　さらに、ＲＡＮ５１４のサービスする第４のＵＥ５２３は第４の伝搬損失ＰＬ４を経験
し、ＲＡＮ５１４のサービスする第５のＵＥ５２４は第５の伝搬損失ＰＬ５を経験し、Ｒ
ＡＮ５１４のサービスする第６のＵＥ５２５は第６の伝搬損失ＰＬ６を経験するとする。
ここで、ＰＬ４＞ＰＬ５＞ＰＬ６である。ＲＡＮ　５１４は、これらの伝搬損失に基づき
ＵＥ　５２３～５２５を順位付け、第４のアップリンク資源のブロックをＵＥ　５２３へ
割り当てる。ここで、第４のアップリンク資源のブロックは第１のアップリンク資源のブ
ロックと同じサブバンドのセットを含む。さらにＲＡＮ　５１４は、第５のサブバンドの
セットを含む第５のアップリンク資源のブロックをＵＥ　５２４へ割り当てる。ここで、
第５のアップリンク資源のブロックは第２のアップリンク資源のブロックと同じサブバン
ドのセットを含む。また、ＲＡＮ　５１４は、第６のサブバンドのセットを含む第６のア
ップリンク資源のブロックをＵＥ　５２５へ割り当てる。ここで、第６のアップリンク資
源のブロックは第３のアップリンク資源のブロックと同じサブバンドのセットを含む。し
たがって、同じサブバンドのセットがカバレッジエリア５０２のＵＥ　５２２と、カバレ
ッジエリア５０４のＵＥ　５２３とへ割り当てられ、同じサブバンドのセットがカバレッ
ジエリア５０２のＵＥ　５２１と、カバレッジエリア５０４のＵＥ　５２４とへ割り当て
られ、同じサブバンドのセットがカバレッジエリア５０２のＵＥ　５２０と、カバレッジ
エリア５０４のＵＥ　５２５とへ割り当てられる。同様のチャネル状態を経験する各カバ
レッジエリアのＵＥに同じアップリンク資源のブロックを割り当てることによって、通信
システム５００は、１つのカバレッジエリアにおいてアップリンク資源のブロックを利用
するＵＥが、別のカバレッジエリアにおいて同じアップリンク資源のブロックを利用する
ＵＥと干渉する可能性を減少させる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の一実施形態による無線通信システムのブロック図。
【図２】本発明の一実施形態によるユーザ端末のブロック図。
【図３】本発明の一実施形態によるアップリンクパワー制御を提供する際に図１の通信シ
ステムによって実行される一方法の論理フローチャート。
【図４】本発明の一実施形態による図１の通信システムによって実行される資源割当の一
方法の論理フローチャート。
【図５】本発明の別の実施形態による無線通信システムのブロック図。
【図６】本発明の別の実施形態による図５の通信システムによって実行される資源割当の
一方法の論理フローチャート。
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