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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ワイヤレス通信のための装置であって、
ユーザ装置（ＵＥ）についてのダウンリンク（ＤＬ）サービングセルからの第１の送信
パワー制御（ＴＰＣ）コマンドを受信するように、前記ＵＥについてのアップリンク（Ｕ
Ｌ）サービングセルからの第２のＴＰＣコマンドを受信するように、そして、前記の第１
のＴＰＣコマンドおよび第２のＴＰＣコマンドに基づきかつＯＲオブザＵＰｓルールに従
って前記ＵＥの送信パワーを調整するように、構成された、少なくとも１つのプロセッサ
と、なお、前記のＤＬサービングセルとＵＬサービングセルとは異なるセルである；
前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと；
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を備える装置。
【請求項２】
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記の第１のＴＰＣコマンドまたは第２のＴＰＣ
コマンドのいずれかが送信パワーにおける増大を指示する場合は、前記ＵＥの前記送信パ
ワーを増大させるように、そして、前記の第１のＴＰＣコマンドおよび第２のＴＰＣコマ
ンドの両方が送信パワーにおける低減を指示する場合は、前記ＵＥの前記送信パワーを低
減させるように、構成されている、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＵＥについての少なくとも１つの非サービン
グセルからの少なくとも１つのＴＰＣコマンドを受信するように、前記ＵＬサービングセ
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ルから受信される前記第２のＴＰＣコマンドと前記少なくとも１つの非サービングセルか
ら受信される前記少なくとも１つのＴＰＣコマンドとに対し、ＯＲオブザＤＯＷＮｓルー
ルを適用することによって第３のＴＰＣコマンドを得るように、前記ＤＬサービングセル
から受信される前記第１のＴＰＣコマンドと前記第３のＴＰＣコマンドとに対し、ＯＲオ
ブザＵＰｓルールを適用することによって第４のＴＰＣコマンドを得るように、そして、
前記第４のＴＰＣコマンドに基づいて前記ＵＥの前記送信パワーを調整するように、構成
されている、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＤＬサービングセルからデータを受信するよ
うに、そして、前記ＤＬサービングセルに前記調整された送信パワーに基づいてフィード
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バック情報を送信するように、構成されている、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＵＬサービングセルに前記調整された送信パ
ワーに基づいてデータおよびシグナリングを送信するように、構成されている、請求項１
に記載の装置。
【請求項６】
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＤＬサービングセルの受信信号品質と前記Ｕ
Ｌサービングセルの受信信号品質とに基づいて第３のＴＰＣコマンドを生成するように、
そして、前記のＤＬサービングセルおよびＵＬサービングセルに前記調整された送信パワ
ーに基づいて前記第３のＴＰＣコマンドを送信するように、構成されている、請求項１に
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記載の装置。
【請求項７】
ワイヤレス通信のための方法であって、
ユーザ装置（ＵＥ）についての、ダウンリンク（ＤＬ）サービングセルからの第１の送
信パワー制御（ＴＰＣ）コマンドを受信することと；
前記ＵＥについての、アップリンク（ＵＬ）サービングセルからの第２のＴＰＣコマン
ドを受信することと、なお、前記のＤＬサービングセルとＵＬサービングセルとは異なる
セルである；
前記の第１のＴＰＣコマンドと第２のＴＰＣコマンドとに基づいて、そして、ＯＲオブ
ザＵＰｓルールに従って、前記ＵＥの送信パワーを調整することと；
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を備える方法。
【請求項８】
前記の前記ＵＥの前記送信パワーを調整することは、
前記の第１のＴＰＣコマンドまたは第２のＴＰＣコマンドのいずれかが送信パワーにお
ける増大を指示する場合には、前記ＵＥの前記送信パワーを増大させることと、
前記の第１のＴＰＣコマンドおよび第２のＴＰＣコマンドの両方が送信パワーにおける
低減を指示する場合には、前記ＵＥの前記送信パワーを低減させることと、
を備える、
請求項７に記載の方法。
【請求項９】
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前記ＵＥについての、少なくとも１つの非サービングセルからの少なくとも１つのＴＰ
Ｃコマンドを受信すること、
をさらに備え、そして、
前記の前記ＵＥの前記送信パワーを調整することは、
前記ＵＬサービングセルから受信される前記第２のＴＰＣコマンドと前記少なくとも１
つの非サービングセルから受信される前記少なくとも１つのＴＰＣコマンドとに対し、Ｏ
ＲオブザＤＯＷＮｓルールを適用することによって、第３のＴＰＣコマンドを得ることと
、
前記ＤＬサービングセルから受信される前記第１のＴＰＣコマンドと前記第３のＴＰＣ
コマンドとに対し、前記ＯＲオブザＵＰｓルールを適用することによって、第４のＴＰＣ
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コマンドを得ることと、
前記第４のＴＰＣコマンドに基づいて前記ＵＥの前記送信パワーを調整することと、
を備える、
請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
ワイヤレス通信のための装置であって、
ユーザ装置（ＵＥ）についての、ダウンリンク（ＤＬ）サービングセルからの第１の送
信パワー制御（ＴＰＣ）コマンドを受信するための手段と；
前記ＵＥについての、アップリンク（ＵＬ）サービングセルからの第２のＴＰＣコマン
ドを受信するための手段と、なお、前記のＤＬサービングセルとＵＬサービングセルとは
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異なるセルである；
前記の第１のＴＰＣコマンドと第２のＴＰＣコマンドとに基づいて、そして、ＯＲオブ
ザＵＰｓルールに従って、前記ＵＥの送信パワーを調整するための手段と；
を備える装置。
【請求項１１】
前記ＵＥの前記送信パワーを調整するための前記手段は、
前記の第１のＴＰＣコマンドまたは第２のＴＰＣコマンドのいずれかが送信パワーにお
ける増大を指示する場合には、前記ＵＥの前記送信パワーを増大させるための手段と、
前記の第１のＴＰＣコマンドおよび第２のＴＰＣコマンドの両方が送信パワーにおける
低減を指示する場合には、前記ＵＥの前記送信パワーを低減させるための手段と、

20

を備える、
請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
前記ＵＥについての、少なくとも１つの非サービングセルからの少なくとも１つのＴＰ
Ｃコマンドを受信するための手段、
をさらに備え、そして、
前記ＵＥの前記送信パワーを調整するための前記手段は、
前記ＵＬサービングセルから受信される前記第２のＴＰＣコマンドと前記少なくとも１
つの非サービングセルから受信される前記少なくとも１つのＴＰＣコマンドとに対し、Ｏ
ＲオブザＤＯＷＮｓルールを適用することによって、第３のＴＰＣコマンドを得るための
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手段と、
前記ＤＬサービングセルから受信される前記第１のＴＰＣコマンドと前記第３のＴＰＣ
コマンドとに対し、前記ＯＲオブザＵＰｓルールを適用することによって、第４のＴＰＣ
コマンドを得るための手段と、
前記第４のＴＰＣコマンドに基づいて前記ＵＥの前記送信パワーを調整するための手段
と、
を備える、
請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
少なくとも１つのコンピュータに、ユーザ装置（ＵＥ）についてのダウンリンク（ＤＬ
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）サービングセルからの第１の送信パワー制御（ＴＰＣ）コマンドを受信させるためのコ
ードと；
前記少なくとも１つのコンピュータに、前記ＵＥについての、アップリンク（ＵＬ）サ
ービングセルからの第２のＴＰＣコマンドを受信させるためのコードと、なお、前記のＤ
ＬサービングセルとＵＬサービングセルとは異なるセルである；
前記少なくとも１つのコンピュータに、前記の第１のＴＰＣコマンドおよび第２のＴＰ
Ｃコマンドに基づきかつＯＲオブザＵＰｓルールに従って、前記ＵＥの送信パワーを調整
させるためのコードと；
を備えるコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１４】
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前記少なくとも１つのコンピュータに、前記の第１のＴＰＣコマンドまたは第２のＴＰ
Ｃコマンドのいずれかが送信パワーにおける増大を指示する場合は、前記ＵＥの前記送信
パワーを増大させるためのコードと、
前記少なくとも１つのコンピュータに、前記の第１のＴＰＣコマンドおよび第２のＴＰ
Ｃコマンドの両方が送信パワーにおける低減を指示する場合は、前記ＵＥの前記送信パワ
ーを低減させるためのコードと、
をさらに備える、
請求項１３に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１５】
前記少なくとも１つのコンピュータに、前記ＵＥについての、少なくとも１つの非サー
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ビングセルからの少なくとも１つのＴＰＣコマンドを受信させるためのコードと、
前記少なくとも１つのコンピュータに、前記ＵＬサービングセルから受信される前記第
２のＴＰＣコマンドと前記少なくとも１つの非サービングセルから受信される前記少なく
とも１つのＴＰＣコマンドとに対して、ＯＲオブザＤＯＷＮｓルールを適用することによ
って、第３のＴＰＣコマンドを得るようにさせるためのコードと、
前記少なくとも１つのコンピュータに、前記ＤＬサービングセルから受信される前記第
１のＴＰＣコマンドと前記第３のＴＰＣコマンドとに対して、前記ＯＲオブザＵＰｓルー
ルを適用することによって、第４のＴＰＣコマンドを得るようにさせるためのコードと、
前記少なくとも１つのコンピュータに、前記第４のＴＰＣコマンドに基づいて前記ＵＥ
の前記送信パワーを調整させるためのコードと、
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をさらに備える、
請求項１３に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【優先権の主張】
【０００１】
［Ｉ．３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１９の下の優先権の主張］
本特許出願は、この譲受人に譲渡され、参照によりここに明示的に組み込まれる、２０
０７年２月１３日に出願された「ＷＣＤＭＡにおけるパワー制御(POWER CONTROL IN WCDM
A)」と題された仮米国出願第６０／８８９，６９１号の優先権を主張する。
【背景】
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【０００２】
［Ｉ．分野］
本開示は、一般に通信に関し、より具体的にはワイヤレス通信についての送信パワーを
制御するための技法に関する。
【０００３】
［ＩＩ．背景］
ワイヤレス通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブ
ロードキャストなど、様々な通信サービスを提供するために広範に展開される。これらの
ワイヤレスネットワークは、使用可能なネットワークリソースを共用することにより複数
の(multiple)ユーザをサポートすることができる多元接続ネットワーク(multiple‑access
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networks)とすることができる。そのような多元接続ネットワークの例は、符号分割多元
接続(Code Division Multiple Access)（ＣＤＭＡ）ネットワークと、時分割多元接続(Ti
me Division Multiple Access)（ＴＤＭＡ）ネットワークと、周波数分割多元接続(Frequ
ency Division Multiple Access)（ＦＤＭＡ）ネットワークと、直交ＦＤＭＡ(Orthogona
l FDMA)（ＯＦＤＭＡ）ネットワークと、単一キャリアＦＤＭＡ(Single‑Carrier FDMA)（
ＳＣ−ＦＤＭＡ）ネットワークと、を含む。
【０００４】
ワイヤレス通信ネットワークにおいて、ノードＢ(Node B)は、ダウンリンクおよびアッ
プリンク上でユーザ装置(user equipment)（ＵＥ）と通信することができる。ダウンリン
ク（または順方向リンク）は、ノードＢからＵＥへの通信リンクを意味し、そしてアップ
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リンク（または逆方向リンク）は、ＵＥからノードＢへの通信リンクを意味する。ノード
Ｂは、複数のＵＥに対してデータとシグナリング(signaling)とを送信することができる
。そのＵＥに対するダウンリンク送信についての望ましい信頼性を達成しながら、できる
限り少ない送信パワーを使用して各ＵＥに対して送信することが望ましいこともある。こ
れにより、ノードＢは、より多くのＵＥをサーブする(serve)ことができるようになり得
る。複数のＵＥはまた、ノードＢに対して同時に送信することもできる。各ＵＥが、ノー
ドＢに対するアップリンク送信についての望ましい信頼性を達成しながら、できる限り少
ない送信パワーを使用して送信することが望ましいこともある。これは、他のＵＥに対す
る干渉を低減させ、そしてシステム性能を改善することができる。
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【発明の概要】
【０００５】
ダウンリンクおよびアップリンクに関する送信パワーを制御するための技法が、ここに
説明される。リンクアンバランス(link imbalance)に起因して、１つのセルは、ＵＥにつ
いての最良のダウンリンクを有することができ、そして、ＵＥについてのダウンリンク（
ＤＬ）サービングセル(serving cell)として選択されることができる。別のセルは、ＵＥ
についての最良のアップリンクを有することができ、そして、ＵＥについてのアップリン
ク（ＵＰ）サービングセルとして選択されることができる。
【０００６】
一態様においては、パワー制御は、信頼できる無線リンクがＤＬサービングセルとＵＬ
サービングセルとの両方について得られることができるように実行されることができる。
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リンクアンバランスを有するＵＬパワー制御の一設計においては、ＵＥは、ＤＬサービン
グセルから第１のＵＬ送信パワー制御(transmit power control)（ＴＰＣ）コマンドを受
信することができ、そしてＵＬサービングセルから第２のＵＬ
ることができる。ＵＥは、第１および第２のＵＬ

ＴＰＣコマンドを受信す

ＴＰＣコマンドに基づいて、そしてＯ

ＲオブザＵＰｓルール(OR‑of‑the‑UPs rule)に従って、その送信パワーを調整することが
できる。ＵＥは、いずれかのＵＬ

ＴＰＣコマンドが、送信パワーにおける増大を指示す

る場合に、その送信パワーを増大させることができ、そして両方のＵＬ

ＴＰＣコマンド

が送信パワーにおける低減を指示する場合に、その送信パワーを低減させることができる
。これは、ＤＬサービングセルとＵＬサービングセルとの両方がＵＥによって送信される
シグナリングを確実に受信することができることを保証することができる。
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【０００７】
リンクアンバランスを有するＤＬパワー制御の一設計においては、ＵＥは、ＤＬサービ
ングセルの受信信号品質(received signal quality)を決定することができ、そしてＵＬ
サービングセルの受信信号品質を決定することもできる。ＵＥは、ＤＬサービングセルと
ＵＬサービングセルとの両方の受信信号品質に基づいてＤＬ

ＴＰＣコマンドを生成する

ことができる。例えば、ＵＥは、ＤＬサービングセルの受信信号品質に基づいて第１のＴ
ＰＣコマンドを生成することができ、そしてＵＬサービングセルの受信信号品質に基づい
て第２のＴＰＣコマンドを生成することができる。次いで、ＵＥは、第１および第２のＴ
ＰＣコマンドに基づいて、そしてＯＲオブザＵＰｓルールに従ってＤＬ

ＴＰＣコマンド

を生成することができる。ＵＥは、ＤＬサービングセルとＵＬサービングセルとの両方に
対してＤＬ
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ＴＰＣコマンドを送信することができる。これは、ＵＥが、ＤＬサービング

セルとＵＬサービングセルとによって送信されるシグナリングを確実に受信することがで
きることを保証することができる。
【０００８】
別の態様においては、パワー制御は、ＤＬサービングセルとＵＬサービングセルとにつ
いて独立に実行されることができる。ＤＬパワー制御では、ＵＥは、このセルについての
受信信号品質に基づいてＤＬサービングセルについての第１のＤＬ

ＴＰＣコマンドを生

成することができる。ＵＥは、このセルについての受信信号品質に基づいてＵＬサービン
グセルについての第２のＤＬ

ＴＰＣコマンドを生成することができる。ＵＥは、ＤＬサ

ービングセルに対して第１のＤＬ

ＴＰＣコマンドを送信することができ、そしてＵＬサ
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ＴＰＣコマンドを送信することができる。各セルは、

ＵＥによってそのセルに送信されたＤＬ

ＴＰＣコマンドに基づいてＵＥについてのその

送信パワーを調整することができる。ＵＬパワー制御では、ＵＥは、そのセルから受信さ
れたＵＬ

ＴＰＣコマンドに基づいて各セルについてのその送信パワーを調整することが

できる。
【０００９】
さらに別の態様においては、ＵＥについての最良のアップリンクを有するセルは、ＵＥ
についてのＤＬサービングセルとＵＬサービングセルとの両方として選択されることがで
きる。これは、アップリンク上でＵＥによって送信されるシグナリングが、選択されたサ
ービングセルによって確実に受信されることができることを保証することができる。
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【００１０】
さらに別の態様においては、異なるセルは、ＵＥに対してＵＬ

ＴＰＣコマンドを送信

するために異なる変調スキームを使用することができる。１つまたは複数のセル（例えば
、最良のアップリンクを有するセル）は、２相位相偏移変調(binary phase shift keying
)（ＢＰＳＫ）を使用して、ＵＥに対してＵＬ

ＴＰＣコマンドを送信することができる

。他のセルは、オンオフ変調(on‑off keying)（ＯＯＫ）を使用して、ＵＥに対してＵＬ
ＴＰＣコマンドを送信することができる。これらのセルは、ＵＥに対して多数のＵＰコ
マンドを送信することができる。各ＵＰコマンドは、オフ信号値(off signal value)を使
用して送信されることができ、そしてそれ故に、ＵＰコマンドが送信されるときに送信パ
ワーは、一般的な場合に消費されない可能性がある。
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【００１１】
本開示の様々な態様および特徴は、下記にさらに詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、ワイヤレス通信ネットワークを示している。
【図２Ａ】図２Ａは、いくつかのダウンリンク物理チャネルとアップリンク物理チャネル
とを示している。
【図２Ｂ】図２Ｂは、ダウンリンク物理チャネルを示している。
【図２Ｃ】図２Ｃは、アップリンク物理チャネルを示している。
【図３】図３は、ＵＥと、ＤＬサービングセルおよびＵＬサービングセルと、の間の通信
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を示している。
【図４】図４は、リンクアンバランスに適したＵＬパワー制御メカニズムを示している。
【図５】図５は、リンクアンバランスに適したＤＬパワー制御メカニズムを示している。
【図６】図６は、リンクアンバランスを有するＵＬパワー制御を実行するためのプロセス
を示している。
【図７】図７は、リンクアンバランスを有するＤＬパワー制御を実行するためのプロセス
を示している。
【図８】図８は、リンクアンバランスを有するＤＬパワー制御を実行するための別のプロ
セスを示している。
【図９】図９は、ＤＬパワー制御とＵＬパワー制御とを独立に実行するためのプロセスを
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示している。
【図１０】図１０は、リンクアンバランスシナリオにおける別々のＤＬサービングセルと
ＵＬサービングセルとを示している。
【図１１】図１１は、リンクアンバランスを有する単一のサービングセルを選択するため
のプロセスを示している。
【図１２】図１２は、異なる変調スキームを用いて送信されたＴＰＣコマンドを受信する
ためのプロセスを示している。
【図１３】図１３は、ＵＥ、２つのノードＢ、およびネットワークコントローラの、ブロ
ック図を示している。
【詳細な説明】
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【００１３】
ここにおいて説明されるパワー制御技法は、ＣＤＭＡネットワーク、ＴＤＭＡネットワ
ーク、ＦＤＭＡネットワーク、ＯＦＤＭＡネットワーク、ＳＣ−ＦＤＭＡネットワークな
ど、様々なワイヤレス通信ネットワークについて使用されることができる。用語「ネット
ワーク」および「システム」は、多くの場合に交換可能に使用される。ＣＤＭＡネットワ
ークは、ユニバーサル地上無線アクセス(Universal Terrestrial Radio Access)（ＵＴＲ
Ａ）、ｃｄｍａ２０００などの無線技術をインプリメントすることができる。ＵＴＲＡは
、広帯域(Wideband)−ＣＤＭＡ（Ｗ−ＣＤＭＡ）と、他のＣＤＭＡの変形と、を含む。ｃ
ｄｍａ２０００は、ＩＳ−２０００規格と、ＩＳ−９５規格と、ＩＳ−８５６規格と、を
カバーする。ＴＤＭＡネットワークは、移動体通信用グローバルシステム(Global System
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for Mobile Communications)（ＧＳＭ）などの無線技術をインプリメントすることがで
きる。ＯＦＤＭＡネットワークは、進化型(Evolved)ＵＴＲＡ（Ｅ−ＵＴＲＡ）、ウルト
ラモバイルブロードバンド(Ultra Mobile Broadband)（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１１
（Ｗｉ−Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２０、フラッ
シュ(Flash)−ＯＦＤＭ（登録商標）などの無線技術をインプリメントすることができる
。ＵＴＲＡとＥ−ＵＴＲＡとは、ユニバーサルモバイル電気通信システム(Universal Mob
ile Telecommunication System)（ＵＭＴＳ）の一部分である。Ｅ−ＵＴＲＡはまた、３
ＧＰＰ長期展開(Long Term Evolution)（ＬＴＥ）としても知られており、そしてＵＭＴ
Ｓの来るべきリリースである。ＵＴＲＡと、Ｅ−ＵＴＲＡと、ＧＳＭとは、「第３世代パ
ートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project)」（３ＧＰＰ）と名
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付けられる組織からのドキュメントの中で説明される。ｃｄｍａ２０００と、ＵＭＢとは
、「第３世代パートナーシッププロジェクト２(3rd Generation Partnership Project 2)
」（３ＧＰＰ２）と名付けられる組織からのドキュメントの中で説明される。これらの様
々な無線技術と無線規格とは、当技術分野において知られている。明確にするために、本
技法のある種の態様は、Ｗ−ＣＤＭＡを利用するＵＭＴＳネットワークについて下記に説
明され、そしてＵＭＴＳ技術は、下記の説明の多くにおいて使用される。
【００１４】
図１は、ワイヤレス通信ネットワーク１００を示しており、このワイヤレス通信ネット
ワークは、ＵＭＴＳにおけるユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(Universal Ter
restrial Radio Access Network)（ＵＴＲＡＮ）と称されることもできる。ワイヤレスネ
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ットワーク１００は、多数のＵＥについての通信をサポートすることができる多数のノー
ドＢを含むことができる。簡単にするために、３つのノードＢ１１０、１１２、および１
１４と、１つのＵＥ１２０とだけが、図１に示されている。
【００１５】
ノードＢは、一般にＵＥと通信する固定局であり、そして進化型(evolved)ノードＢ（
ｅＮｏｄｅ

Ｂ）、基地局、アクセスポイントなどと称されることもできる。各ノードＢ

は、特定の地理的エリア１０２についての通信カバレージを提供し、そしてカバレージエ
リア内に位置するＵＥについての通信をサポートする。ノードＢのカバレージエリアは、
複数の（例えば、３つの）より小さなエリアに分割されることができ、より小さな各エリ
アは、それぞれのノードＢサブシステムによってサーブされることができる。用語「セル
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」は、その用語が使用される文脈に応じて、このカバレージエリアをサーブするノードＢ
および／またはノードＢサブシステムの最小のカバレージエリアを意味することができる
。図１に示される例においては、ノードＢ１１０は、セルＡ１、Ａ２、およびＡ３をサー
ブし、ノードＢ１１２は、セルＢ１、Ｂ２、およびＢ３をサーブし、そしてノードＢ１１
４は、セルＣ１、Ｃ２、およびＣ３をサーブする。
【００１６】
一般に、任意の数のＵＥは、ワイヤレスネットワーク全体を通して分散させられること
ができ、そして各ＵＥは、固定型またはモバイルとすることができる。ＵＥはまた、移動
局、端末、アクセス端末、加入者ユニット、局などと称されることもできる。ＵＥは、セ
ルラ電話、携帯型個人情報端末(personal digital assistant)（ＰＤＡ）、ワイヤレスデ
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バイス、ハンドヘルドデバイス、ワイヤレスモデム、モデムカード、ラップトップコンピ
ュータなどとすることができる。ＵＥは、与えられた任意の瞬間にダウンリンク（ＤＬ）
および／またはアップリンク（ＵＬ）の上で１つまたは複数のノードＢと通信することが
できる。ここにおける説明においては、ＤＬサービングセルは、ＵＥに対してダウンリン
ク上でデータを送信するように指定されるセルであり、そしてＵＬサービングセルは、Ｕ
Ｅからアップリンク上でデータを受信するように指定されるセルである。ＤＬサービング
セルと、ＵＬサービングセルとは、アップリンクとダウンリンクとがバランスされる一般
的なシナリオにおいて、同じセルとすることができる。ＤＬサービングセルと、ＵＬサー
ビングセルとは、１つのセルが、ＵＥについての最良のダウンリンクを有し、そして別の
セルが、ＵＥについての最良のアップリンクを有するリンクアンバランスシナリオにおい
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て、異なるセルとすることができる。
【００１７】
ワイヤレスネットワーク１００は、３ＧＰＰによって説明されるこれらのネットワーク
エンティティなど、他のネットワークエンティティを含むこともできる。ネットワークコ
ントローラ１３０は、ノードＢに結合し、そしてこれらのノードＢについての協調と制御
とを提供することができる。ネットワークコントローラ１３０は、単一のネットワークエ
ンティティ、またはネットワークエンティティの集まりとすることができる。例えば、ネ
ットワークコントローラ１３０は、１つまたは複数の無線ネットワークコントローラ(Rad
io Network Controllers)（ＲＮＣｓ）を備えることができる。ネットワークコントロー
ラ１３０は、パケット経路指定(packet routing)、ユーザ登録、モビリティ管理など、様
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々な機能をサポートするネットワークエンティティを含むことができるコアネットワーク
に結合することができる。
【００１８】
３ＧＰＰリリース５およびそれ以降は、高速ダウンリンクパケットアクセス(High‑Spee
d Downlink Packet Access)（ＨＳＤＰＡ）をサポートする。３ＧＰＰリリース６および
それ以降は、高速アップリンクパケットアクセス(High‑Speed Uplink Packet Access)（
ＨＳＵＰＡ）をサポートする。ＨＳＤＰＡとＨＳＵＰＡとは、それぞれダウンリンクとア
ップリンクとの上で高速パケットデータ送信を可能にするチャネルおよびプロシージャの
組である。
【００１９】
ＵＭＴＳは、ダウンリンクとアップリンクとの上でデータとシグナリングとを送信する
ために様々な物理チャネルを使用する。シグナリングは、制御情報、フィードバック情報
、オーバーヘッド情報などと称されることもできる。シグナリングは、ユーザデータまた
はパイロットではない任意の情報を含むことができる。各リンクについての物理チャネル
は、異なるチャネル化コード(channelization codes)を用いてチャンネル化され、そして
それ故にコードドメインにおいて互いに直交している。表１は、ＨＳＤＰＡとＨＳＵＰＡ
とについて使用される物理チャネルを含めて、３ＧＰＰリリース６におけるいくつかの物
理チャネルをリストアップしたものである。
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【表１】
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【００２０】
ＵＥ１２０は、ダウンリンクとアップリンクとの上で１つまたは複数のセルと通信する
ことができる。ＤＬパワー制御は、ダウンリンク上のセルの送信パワーを調整するために
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使用されることができる。ＵＬパワー制御は、アップリンク上のＵＥ１２０の送信パワー
を調整するために使用されることができる。ＤＬパワー制御と、ＵＬパワー制御とは、表
２に要約されるように実行されることができる。
【表２】
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【００２１】
ＤＬ

ＴＰＣコマンドは、ＵＥによって送信されるＴＰＣコマンドであり、そしてダウ

ンリンク上の送信のためにセルの送信パワーを調整するために使用されることができる。
ＵＬ

ＴＰＣコマンドは、セルによって送信されるＴＰＣコマンドであり、そしてアップ

リンク上の送信のためにＵＥの送信パワーを調整するために使用されることができる。Ｔ
ＰＣコマンドは、（ｉ）例えば、０．５ｄＢや１．０ｄＢなど、あらかじめ決定された量
だけ、送信パワーにおける増大を指示するＵＰコマンド(UP command)、あるいは（ｉｉ）
例えば、あらかじめ決定された量だけ、送信パワーにおける低減を指示するＤＯＷＮコマ
ンド(DOWN command)のいずれかとすることができる。
10

【００２２】
ＵＥ１２０は、ＤＰＣＣＨ上でＤＬ
できる。ＤＬ

ＴＰＣコマンドとパイロットとを送信することが

ＴＰＣコマンドとパイロットとの送信パワーは、ＤＬ

ついての望ましい信頼性を達成するように、例えば、ＤＬ

ＴＰＣコマンドに

ＴＰＣコマンドについてのタ

ーゲットエラーレート(target error rate)を達成するように、調整されることができる
。各セルは、Ｆ−ＤＰＣＨ上で異なるＵＥについてのＵＬ

ＴＰＣコマンドを送信するこ

とができる。ＵＬ

ＴＰＣコマンドについての望

ＴＰＣコマンドの送信パワーは、ＵＬ

ましい信頼性を達成するように調整されることができる。
【００２３】
図２Ａは、Ｐ−ＣＣＰＣＨ、Ｆ−ＤＰＣＨおよびＤＰＣＣＨのタイミング図を示してい
る。送信のための時系列は、無線フレームに分割される。各無線フレームは、１０ミリ秒
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（ｍｓ）の存続時間を有し、そして１２−ビットのシステムフレーム番号(system frame
number)（ＳＦＮ）によって識別される。各無線フレームは、１５スロットに分割され、
これらのスロットは、スロット０からスロット１４としてラベル付けされる。各スロット
は、０．６６７ｍｓの存続時間を有し、そして３．８４Ｍｃｐｓにおいて２５６０チップ
を含んでいる。
【００２４】
各セルは、ダウンリンク上でＰ−ＣＣＰＣＨを送信することができる。Ｐ−ＣＣＰＣＨ
は、ダウンリンク物理チャネルについてのタイミング基準として直接に使用され、そして
アップリンク物理チャネルについてのタイミング基準として間接に使用される。各セルは
、ダウンリンク上でＦ−ＤＰＣＨを送信することもできる。Ｆ−ＤＰＣＨは、Ｐ−ＣＣＰ
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ＣＨのフレーム境界からτＤＰＣＨ，ｎだけ遅延させられることができる。ＵＥ１２０は
、アップリンク上でＤＰＣＣＨを送信することができる。ＤＰＣＣＨは、Ｆ−ＤＰＣＨの
フレーム境界からＴ０＝１０２４チップだけ遅延させられることができる。
【００２５】
図２Ｂは、Ｆ−ＤＰＣＨの１スロットを示している。Ｆ−ＤＰＣＨは、各スロットにお
いて異なる時間オフセットで１０個の異なるＵＥまでについての１０個のＵＬ

ＴＰＣコ

マンドまで搬送することができる。ＵＥ１２０は、Ｆ−ＤＰＣＨについて特定の時間オフ
セットを割り当てられることができる。次いでＵＥ１２０は、各スロットにおいてその割
り当てられた時間オフセットで１つのＵＬ

ＴＰＣコマンドを受信することができる。
40

【００２６】
図２Ｃは、ＤＰＣＣＨの１スロットを示している。ＤＰＣＣＨは、各スロットにおいて
、パイロットと、送信フォーマット組合せインジケータ(transport format combination
indicator)（ＴＦＣＩ）と、ＤＬ

ＴＰＣコマンドと、を搬送することができる。それら

の３つのフィールドの存続時間は、構成可能とすることができる。
【００２７】
図３は、リンクアンバランスを有する、ＵＥ１２０と異なるセルとの間の通信を示して
いる。ＵＥは、ダウンリンクでは、サービングＨＳＤＰＡセルと称されることができるＤ
Ｌサービングセルと通信することができる。ＵＥは、アップリンクでは、サービングＨＳ
ＵＰＡセルと称されることができるＵＬサービングセルと通信することができる。図３に
示される例においては、ＤＬサービングセルは、ノードＢ１１０の一部分であり、そして
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ＵＬサービングセルは、ノードＢ１１２の一部分である。ＵＥは、そのアクティブセット
の中の他のセルを有することもでき、このアクティブセットは、ダウンリンクおよび／ま
たはアップリンク上で、ＵＥをサーブすることができる可能性のあるセルを含むことがで
きる。非サービングセル(non‑serving cell)は、サービングセルでない、アクティブセッ
トの中のセルである。
【００２８】
ＤＬサービングセルは、ＵＥについての最良のダウンリンクを有するアクティブセット
の中のセルとすることができる。ＵＥは、これらのセルによって送信されるパイロットに
基づいて異なるセルの信号対雑音干渉比(signal‑to‑noise‑and‑interference ratios)（
ＳＩＮＲｓ）を推定することができる。最良のダウンリンクを有するセルは、これらのセ
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ルについてのＳＩＮＲ推定値(SINR estimates)に基づいて決定されることができる。最良
のダウンリンクを有するセルは、他の方法で決定されることもできる。
【００２９】
ＵＬサービングセルは、ＵＥについての最良のアップリンクを有するアクティブセット
の中のセルとすることができる。各セルは、ＵＥによって送信されるパイロットに基づい
てＵＥのＳＩＮＲを推定することができる。最良のアップリンクを有するセルは、ＵＥに
ついて異なるセルによって得られるＳＩＮＲ推定値に基づいて決定されることができる。
最良のアップリンクを有するセルは、他の方法で、例えば、それらのセルによってＵＥに
対して送信されるＤＯＷＮコマンドの数に基づいて、決定されることもできる。
20

【００３０】
ダウンリンク上のデータ送信では、ＤＬサービングセルは、ＨＳ−ＳＣＣＨ上のシグナ
リングと、ＨＳ−ＰＤＳＣＨ上のデータと、をＵＥに対して送信することができる。ＵＥ
は、ＨＳ−ＤＰＣＣＨ上でＤＬサービングセルに対してフィードバック情報（例えば、チ
ャネル品質インジケータ(channel quality indicator)（ＣＱＩ）およびＡＣＫ／ＮＡＫ
）を送信することができる。アップリンク上のデータ送信では、ＵＥは、Ｅ−ＤＰＣＣＨ
上のシグナリングと、Ｅ−ＤＰＤＣＨ上のデータと、をＵＬサービングセルに対して送信
することができる。ＵＬサービングセルは、Ｅ−ＨＩＣＨ上のフィードバック情報（例え
ば、ＡＣＫ／ＮＡＫ）と、Ｅ−ＡＧＣＨおよびＥ−ＲＧＣＨの上のシグナリングと、をＵ
Ｅに対して送信することができる。ＵＥは、それ故に、ダウンリンクおよびアップリンク
の上のデータ送信では、異なるセルと異なるシグナリングを交換することができる。

30

【００３１】
データは、ハイブリッド自動再送信(hybrid automatic retransmission)（ＨＡＲＱ）
を使用して送信されることができる。ＨＡＲＱでは、各パケットは、パケットが正しく復
号されるまで１つまたは複数の送信において送信されることができる。それ故に、データ
についてのパワー制御は、不可欠ではなくてもよい。ある種のタイプのシグナリング（例
えば、ＨＳ−ＳＣＣＨ、Ｅ−ＨＩＣＨ、Ｅ−ＡＧＣＨおよびＥ−ＲＧＣＨの上で送信され
るシグナリング）は、これらのセルによって自律的に決定される送信パワーでそれらのセ
ルによって送信されることができる。この送信戦略は、オープンループパワー制御(open
loop power control)と称される。
40

【００３２】
ＤＬパワー制御では、ＵＥは、ＤＬサービングセルのＳＩＮＲを推定し、そのＳＩＮＲ
推定値に基づいてＤＬ

ＴＰＣコマンドを生成し、そしてＵＥのアクティブセットの中の

すべてのセルに対してＤＬ
ら受信されるＤＬ

ＴＰＣコマンドを送信することができる。各セルは、ＵＥか

ＴＰＣコマンドに基づいてＵＥについてのその送信パワーを調整する

ことができる。ＤＬ

ＴＰＣコマンドは、ＤＬサービングセルのＳＩＮＲに基づいて生成

されるので、良好な信頼性が、ＤＬサービングセルからのダウンリンクについて達成され
ることができる。しかしながら、ＤＬサービングセルが、最良のダウンリンクを有する場
合、これが普通の場合であるが、そのときにはＵＬサービングセルが、最良のダウンリン
クについてＵＥによって生成される同じＤＬ

ＴＰＣコマンドを使用してその送信パワー

を調整するときに、ＵＬサービングセルからのダウンリンクは、十分に信頼可能ではない
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可能性がある。
【００３３】
ＵＬパワー制御では、各セルは、ＵＥのＳＩＮＲを推定し、そのＳＩＮＲ推定値に基づ
いてＵＬ

ＴＰＣコマンドを生成し、そしてそのＵＬ

ＴＰＣコマンドをＵＥに対して送

信することができる。ＵＥは、そのアクティブセットの中のすべてのセルから受信される
ＵＬ

ＴＰＣコマンドに基づいてその送信パワーを調整することができる。ＵＥは、通常

行われるように、ＯＲオブザＤＯＷＮルール(OR‑of‑the‑DOWN rule)を適用することがで
き、そして任意のセルがＤＯＷＮコマンドを送信する場合に、その送信パワーを低減させ
ることができる。この場合には、ＵＥの送信パワーは、主としてＵＬサービングセルから
のＵＬ

ＴＰＣコマンドによって調整されることができ、このＵＬサービングセルは、Ｕ

10

Ｅについて最良のアップリンクを有することができ、そして次いでほとんどのＤＯＷＮコ
マンドを送信することができる。ＵＥの送信パワーは、ＵＬサービングセルにおける最良
のアップリンクについてターゲットの信頼性を達成するように調整されるので、ＤＬサー
ビングセルについての意味のフィードバック情報を含めて、ＵＥについてのアップリンク
は、ＤＬサービングセルにおいて十分に信頼可能ではない可能性がある。
【００３４】
ＵＥは、ＯＲオブザＤＯＷＮｓルール(OR‑of‑the‑DOWNs rule)に従ってアクティブセッ
トの中のすべてのセルから受信されるＵＬ

ＴＰＣコマンドに基づいて決定される送信パ

ワーで特にＤＬサービングセルに対してシグナリング（例えば、ＨＳ−ＤＰＣＣＨ上のＣ
ＱＩやＡＣＫ／ＮＡＫなどのフィードバック）を送信することができる。リンクアンバラ

20

ンスが存在する場合、そのときにはこのシグナリングは、ＵＥについて最良のアップリン
クを有するＵＬサービングセルによって確実に受信されることができるが、ＤＬサービン
グセルによって確実に受信されない可能性がある。ＵＬサービングセルは、シグナリング
に興味を持っていない可能性があり、そしてシグナリングをＤＬサービングセルに対して
転送する術がない可能性がある。ダウンリンクデータ送信の性能は、シグナリングを確実
に受信しないＤＬサービングセルによって悪影響を受ける可能性がある。同様に、ＵＥは
、ＯＲオブザＤＯＷＮｓルールに基づいて決定される送信パワーで、アップリンク上でＤ
Ｌ

ＴＰＣコマンドを送信することもできる。これらのＤＬ

ＴＰＣコマンドは、最良の

アップリンクを有するセルにおいては信頼できる可能性があるが、より弱いアップリンク
を有するセルにおいては信頼できない可能性がある。次いでこれらのセルは、ＵＥに対し

30

てダウンリンク上で多数のＵＰコマンドを送信することができる。
【００３５】
一般に、その方向における最良の無線リンクに基づいてある与えられた方向（例えば、
ダウンリンクまたはアップリンク）についてのパワー制御を実行することは、最良の無線
リンクを有するセルでは良好な信頼性を提供する可能性があるが、すべての他のセルでは
不満足な性能を提供する可能性がある。単一のサービングセルが、ＵＥについて最良のダ
ウンリンクと最良のアップリンクとを有する場合、そのときにはパワー制御は、このセル
についてダウンリンクとアップリンクとの両方について良好な信頼性を達成するように実
行されることができる。しかしながら、リンクアンバランスが存在するときに、異なるセ
ルは、ＵＥについて最良のダウンリンクと、最良のアップリンクとを有する可能性がある

40

。この場合には、ＤＬサービングセルと、ＵＬサービングセルとの両方について信頼可能
なダウンリンクを有することが望ましい可能性があり、その結果、ＵＥは、これらのセル
によって送信されるシグナリングを確実に受信することができる。また、ＤＬサービング
セルと、ＵＬサービングセルとの両方に対して信頼可能なアップリンクを有することが望
ましい可能性もあり、その結果、これらのセルは、ＵＥによって送信されるシグナリング
を確実に受信することができる。
【００３６】
一態様においては、各方向についてのパワー制御は、信頼可能な無線リンクが、ＤＬサ
ービングセルと、ＵＬサービングセルとの両方について得られることができるように実行
されることができる。パワー制御は、次のことを達成するように試みることができる：
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ソフトハンドオフオペレーションを活用するための、アップリンク上の最小送信パ

ワー、
・

ダウンリンクおよびアップリンクの上のフィードバックチャネルについての十分な

送信パワー、および、
・

ＤＬ

ＴＰＣコマンドおよびＵＬ

ＴＰＣコマンドについての、それらが使用され

ることができるようにするための十分な送信パワー。
【００３７】
上記ゴール、ならびに他のゴールは、下記に説明されるように、ダウンリンクおよびア
ップリンクについて異なる方法で達成されることができる。
10

【００３８】
図４は、ＤＬサービングセルおよびＵＬサービングセルについてアップリンクについて
の良好な信頼性を達成するようにＵＥの送信パワーを調整することができるＵＬパワー制
御メカニズム４００の設計を示すものである。ＵＥは、例えば、図２Ｃに示されるように
、ＤＰＣＣＨ上のパイロットと、ＤＬ

ＴＰＣコマンドと、をセルに対して送信すること

ができる。
【００３９】
ＤＬサービングセルにおいて、ＳＩＮＲ推定器４１２は、ＵＥから受信されるパイロッ
トのＳＩＮＲを推定することができ、そしてＳＮＲ推定値を供給することができる。次の
ように、ＴＰＣコマンドジェネレータ４１４は、ＳＩＮＲ推定値を受信し、ＵＥについて
ＵＬ

20

ＴＰＣコマンドを生成することができる：

もしＳＩＮＲ＿ｅｓｔ＜ＳＩＮＲ＿ｔａｒｇｅｔである場合、そのときはＵＬ

ＴＰＣ

コマンド＝ＵＰコマンドである、
あるいは、
もしＳＩＮＲ＿ｅｓｔ≧ＳＩＮＲ＿ｔａｒｇｅｔである場合、そのときはＵＬ

ＴＰＣ

コマンド＝ＤＯＷＮコマンドである。
【００４０】
式（１）
ここでＳＩＮＲ＿ｅｓｔは、ＵＥについてのＳＩＮＲ推定値であり、ＳＩＮＲ＿ｔａｒｇ
ｅｔは、ターゲットＳＩＮＲである。ターゲットＳＩＮＲは、ＤＬサービングセルにおい
てアップリンクについての望ましい信頼性を達成するように設定されることができる。Ｄ
Ｌサービングセルは、ＵＬ

30

ＴＰＣコマンドをＵＥに対して送信することができる。

【００４１】
ＵＬサービングセルにおいて、ＳＩＮＲ推定器４２２は、ＵＥから受信されるパイロッ
トのＳＩＮＲを推定することができる。ＴＰＣコマンドジェネレータ４２４は、式（１）
に示されるように、ＳＩＮＲ推定値を受信し、そしてＵＥについてのＵＬ

ＴＰＣコマン

ドを生成することができる。ＵＬサービングセルによって使用されるターゲットＳＩＮＲ
は、ＤＬサービングセルによって使用されるターゲットＳＩＮＲに等しくすることができ
、あるいは等しくないようにすることができ、そしてＵＬサービングセルにおいてアップ
リンクについての望ましい信頼性を達成するように設定されることができる。ＵＬサービ
ングセルは、ＵＬ

40

ＴＰＣコマンドをＵＥに対して送信することができる。

【００４２】
ＵＥにおいて、ＴＰＣコマンド検出器４３２は、ＤＬサービングセルからのＵＬ

ＴＰ

Ｃコマンドを受信し、そして検出することができる。同様に、ＴＰＣコマンド検出器４３
４は、ＵＬサービングセルからのＵＬ

ＴＰＣコマンドを受信し、そして検出することが

できる。送信パワー調整ユニット４３６は、ＤＬサービングセルからのＵＬ
ンドと、ＵＬサービングセルからのＵＬ

ＴＰＣコマ

ユニット４３６は、両方のセルからのＵＬ

ＴＰＣコマンドと、を受信することができる。
ＴＰＣコマンドを組み合わせ、そしてＵＥの

送信パワーを調整することができる。
【００４３】
一設計においては、次のように、各スロットにおけるＤＬサービングセルおよびＵＬサ
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ＴＰＣコマンドは、ＯＲオブザＵＰｓルールに基づい

て組み合わされることができる：
もしいずれかのＵＬ

ＴＰＣコマンドがＵＰコマンドである場合は、送信パワーを増大

させる、
あるいは
もし両方のＵＬ

ＴＰＣコマンドがＤＯＷＮコマンドである場合は、送信パワーを低減

させる。
【００４４】
式（２）
ユニット４３６は、各スロットにおいて使用するために、送信パワーＰＵＬを提供する

10

ことができる。送信プロセッサ４３８は、ユニット４３６によって示される送信パワーＰ
ＵＬに基づいてアップリンク上でデータと、パイロットと、シグナリングと、を生成し、

そして送信することができる。式（２）における設計は、各セルに対して送信される送信
が、そのセルによって確実に受信されることができることを保証することができる。例え
ば、その設計は、ＤＬサービングセルに対してＨＳ−ＤＰＣＣＨ上で送信されるフィード
バック情報が、たとえそれが、ＵＥについての最良のアップリンクを有さないとしても、
このセルによって確実に受信されることができることを保証することができる。
【００４５】
一般に、ＵＥは、そのアクティブセットの中に任意の数のセルを有することができ、そ
してＤＬサービングセルは、ＵＬサービングセルであってもよく、あるいはＵＬサービン

20

グセルでなくてもよい。ＵＥは、つぎのように、アクティブセットの中のすべてのセルか
ら受信されるＵＬ

ＴＰＣコマンドに基づいてその送信パワーを調整することができる。

【００４６】
１．もしＤＬサービングセルがＵＬサービングセルと同じである場合、そのときはアク
ティブセットの中のすべてのセルから受信されるＵＬ

ＴＰＣコマンドに対してＯＲオブ

ザＤＯＷＮｓルールを適用する。
【００４７】
２．もしＤＬサービングセルがＵＬサービングセルとは異なる場合、そのときは
ａ．ＤＬサービングセルから受信されるＵＬ

ＴＰＣコマンド、および

ｂ．ＤＬサービングセル以外のアクティブセットの中のすべてのセルから受信される
ＵＬ

30

ＴＰＣコマンドに対してＯＲオブザＤＯＷＮｓルールを適用することによって得ら

れるＵＬ

ＴＰＣコマンド、

に対して、ＯＲオブザＵＰｓルールを適用する。
【００４８】
一般に、ＯＲオブザＤＯＷＮｓルールと、ＯＲオブザＵＰｓルールとは、おのおの任意
の数のＴＰＣコマンドに対して適用されることができる。Ｎ≧１の場合のＮ個のＴＰＣコ
マンドのＯＲオブザＤＯＷＮｓでは、ＤＯＷＮコマンドは、Ｎ個のＴＰＣコマンドのうち
の任意の１つが、ＤＯＷＮコマンドである場合に得られ、そしてＵＰコマンドは、Ｎ個の
ＴＰＣコマンドのすべてが、ＵＰコマンドである場合に得られる。Ｎ個のＴＰＣコマンド
のＯＲオブザＵＰｓでは、ＵＰコマンドは、Ｎ個のＴＰＣコマンドのうちの任意の１つが
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、ＵＰコマンドである場合に得られ、そしてＤＯＷＮコマンドは、Ｎ個のＴＰＣコマンド
のすべてがＤＯＷＮコマンドである場合に得られる。
【００４９】
上記のルール２では、より弱いアップリンクを有するＤＬサービングセルは、ＯＲオブ
ザＵＰｓルールの結果としてＵＥの送信パワーを制御することができる。これは、望まし
い可能性があり、その結果、ＤＬサービングセルに対してＵＥによって送信されるシグナ
リング（例えば、ＣＱＩおよびＡＣＫ／ＮＡＫ）は、このセルによって確実に受信される
ことができる。ＤＬサービングセルからのＵＬ

ＴＰＣコマンドは、ＣＱＩ消去インジケ

ータ(CQI erasure indicators)として考えられることができる。リンクアンバランスシナ
リオにおいては、ＤＬサービングセルからのＵＬ

ＴＰＣコマンドは、ターゲットＣＱＩ
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消去レートを達成するために必要に応じてＵＰコマンドに設定されることができる。ＵＬ
ＴＰＣコマンドに基づいて、ＵＥは、フィードバック情報（例えば、ＣＱＩおよびＡＣ
Ｋ／ＮＡＫ）が、ＤＬサービングセルにおいて消去されるか否かを知ることができ、この
ＤＬサービングセルは、ＵＥについての最良のアップリンクを有さないこともある。ＵＥ
は、ＣＱＩ消去インジケータに基づいてその送信パワーを増大させることができ、その結
果、フィードバック情報は、ＤＬサービングセルによって確実に受信されることができる
。ＤＬサービングセルについての送信パワーにおけるこの増大は、ＵＬサービングセルに
対して、Ｅ−ＤＰＤＣＨ上で送信されるシグナリングと、Ｅ−ＤＰＤＣＨ上で送信される
データと、の送信パワーにおける増大をもたらすことができる。しかしながら、Ｅ−ＤＰ
ＤＣＨについてのより高い送信パワーは、送信／再送信の数を低減させることができる。

10

【００５０】
図５は、ＵＥについてのダウンリンクについて良好な信頼性を達成するように、ＤＬサ
ービングセルと、ＵＬサービングセルとの送信パワーを調整することができるＤＬパワー
制御メカニズム５００の設計を示すものである。ＵＥにおいて、ＳＩＮＲ推定器５１２は
、ＤＬサービングセルについてのダウンリンクのＳＩＮＲを推定することができ、そして
このセルについてのＳＮＲ推定値を供給することができる。このＳＩＮＲ推定値は、パワ
ー制御されるダウンリンク送信に基づいたものとすることができる。各セルは、ＵＥによ
って送信されるＤＬ

ＴＰＣコマンドに基づいて決定される送信パワーでＦ−ＤＰＣＨ上

でＵＥに対してＵＬ

ＴＰＣコマンドを送信することができる。ＵＥは、このようにして

、そのセルから受信されるＵＬ

ＴＰＣコマンドに基づいて各セルのＳＩＮＲを推定する

20

ことができる。ＳＩＮＲ推定器５１４は、同様にＵＬサービングセルについてのダウンリ
ンクのＳＩＮＲを（例えば、このセルから受信されるＵＬ

ＴＰＣコマンドに基づいて）

推定することができ、そしてこのセルについてのＳＮＲ推定値を供給することができる。
【００５１】
ＴＰＣコマンドジェネレータ５１６は、ユニット５１２からのＤＬサービングセルにつ
いてのＳＩＮＲ推定値と、ユニット５１４からのＵＬサービングセルについてのＳＩＮＲ
推定値と、を受信することができる。ジェネレータ５１６は、次のように、ＤＬサービン
グセルおよびＵＬサービングセルについてのＳＩＮＲ推定値に基づいてＤＬ

ＴＰＣコマ

ンドを生成することができる：
もし（ＤＬＳＣ＿ＳＩＮＲ＿ｅｓｔ＜ＳＩＮＲ＿ｔａｒｇｅｔ）ＯＲ（ＵＬＳＣ＿ＳＩ
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ＮＲ＿ｅｓｔ＜ＳＩＮＲ＿ｔａｒｇｅｔ）である場合、
そのときは、ＤＬ

ＴＰＣコマンド＝ＵＰコマンドであり、

そうでなければ、ＤＬ

ＴＰＣコマンド＝ＤＯＷＮコマンドである。

【００５２】
式（３）
ここでＤＬＳＣ＿ＳＩＮＲ＿ｅｓｔは、ＤＬサービングセルについてのＳＩＮＲ推定値で
あり、そしてＵＬＳＣ＿ＳＩＮＲ＿ｅｓｔは、ＵＬサービングセルについてのＳＩＮＲ推
定値である。
【００５３】
ターゲットＳＩＮＲは、ＤＬサービングセルとＵＬサービングセルとの両方からＵＥへ
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のダウンリンク送信についての望ましい信頼性、例えば、ＤＬサービングセルとＵＬサー
ビングセルとのおのおのについてのターゲットＵＬ

ＴＰＣコマンドエラーレート以上、

を達成するように設定されることができる。式（３）と同等な別の設計においては、ＵＥ
は、このセルについてのＳＩＮＲ推定値に基づいてＤＬサービングセルについての第１の
ＤＬ

ＴＰＣコマンドを生成することができ、そしてこのセルについてのＳＩＮＲ推定値

に基づいてＵＬサービングセルについての第２のＤＬ
できる。次いで、ＵＥは、第１および第２のＤＬ

ＴＰＣコマンドを生成することが

ＴＰＣコマンドに対してＯＲオブザＵ

Ｐｓルールを適用することができる。ＵＥは、いずれかのＤＬ

ＴＰＣコマンドが、ＵＰ

コマンドである場合に、ＵＰコマンドを生成することができ、そしてそうでない場合に、
ＤＯＷＮコマンドを生成することができる。いずれにしても、ＵＥは、ＤＬサービングセ
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ＴＰＣコマンドを送信することができる。

【００５４】
ＤＬサービングセルにおいて、ＴＰＣコマンド検出器５２２は、ＵＥからのＤＬ

ＴＰ

Ｃコマンドを受信し、そして検出することができる。送信パワー調整ユニット５２４は、
次のように、ＤＬ

ＴＰＣコマンドに基づいてＵＥについての送信パワーを調整すること

ができる：
もしＤＬ

ＴＰＣコマンドがＵＰコマンドである場合は、送信パワーを増大させ、

あるいは
ＤＬ

ＴＰＣコマンドがＤＯＷＮコマンドである場合は、送信パワーを低減させる。
10

【００５５】
式（４）
ユニット５２４は、各スロットにおいてＵＥについて使用する送信パワーＰＤＬ１を提供
することができる。送信プロセッサ５２６は、ＵＥに対して送信パワーＰＤＬ１に基づい
て、データと、シグナリングと、ＵＬ

ＴＰＣコマンドと、を生成し、そして送信するこ

とができる。
【００５６】
ＵＬサービングセルにおいては、ＴＰＣコマンド検出器５３２は、ＵＥからのＤＬ

Ｔ

ＰＣコマンドを受信し、そして検出することができる。送信パワー調整ユニット５３４は
、式（４）に示されるように、ＤＬ

ＴＰＣコマンドに基づいてＵＥについての送信パワ

ーを調整することができる。ユニット５３４は、各スロットにおいてＵＥについて使用す
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る送信パワーＰＤＬ２を提供することができる。送信プロセッサ５３６は、ＵＥに対して
送信パワーＰＤＬ２に基づいて、データと、シグナリングと、ＵＬ

ＴＰＣコマンドと、

を生成し、そして送信することができる。
【００５７】
一般に、ＵＥは、次のことを達成するように、ＤＬ

ＴＰＣコマンドを生成することが

できる：
１．ＤＬサービングセルからの信頼可能なＵＬ

ＴＰＣコマンドおよびシグナリング、

および
２．ＵＬサービングセルからの信頼可能なＵＬ

ＴＰＣコマンドおよびシグナリング。
30

【００５８】
上記の設計は、ＤＬサービングセルと、ＵＬサービングセルとの両方からのＵＬ

ＴＰ

Ｃコマンドが、ＵＥによって確実に受信されることができることを保証することができる
。次いでこれは、ＵＥの送信パワーの適切な調整が、アップリンク上でＵＥによって送信
されるＤＬ

ＴＰＣコマンドと、シグナリングと、について良好な信頼性を達成すること

を可能にすることができる。この設計は、ダウンリンク上で送信されるシグナリングが、
ＵＥによって確実に受信されることができることを保証することもできる。ＵＭＴＳでは
、その設計は、ＵＥにおいて、次の信頼できる受信を保証することができる。
【００５９】
：
１．ＤＬサービングセルからのＨＳ−ＳＣＣＨ、
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２．ＤＬサービングセルおよびＵＬサービングセルからのダウンリンクＥ−チャネル、
および
３．ＤＬサービングセルおよびＵＬサービングセルからのＦ−ＤＰＣＨ。
【００６０】
ダウンリンクＥ−チャネル（例えば、Ｅ−ＨＩＣＨ、Ｅ−ＡＧＣＨおよびＥ−ＲＧＣＨ
）は、ＵＥによって送信されるＤＬ

ＴＰＣコマンドに基づいてパワー制御されることが

できる。例えば、ダウンリンクＥ−チャネルの送信パワーは、Ｆ−ＤＰＣＨの送信パワー
からの固定されたオフセットに設定されることができる。リンクアンバランスが、存在し
、そしてＤＬサービングセルが、ＵＬサービングセルよりも良好なダウンリンクを有する
場合、そのときにはＤＬサービングセルからのＨＳ−ＳＣＣＨ、Ｆ−ＤＰＣＨ、ダウンリ
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ンクＥ−チャネルの送信パワーは、必要よりも高くすることができる。しかしながら、そ
の設計は、ＵＬサービングセルからのチャネルについての十分な送信パワーを保証するこ
とができる。
【００６１】
図４および５に示されるように、ＤＬサービングセルと、ＵＬサービングセルとの両方
についての信頼可能なダウンリンクおよびアップリンクは、ＵＥにおいてＤＬ
マンドと、ＵＬ

ＴＰＣコ

ＴＰＣコマンドとの処理を変化させることにより、達成されることがで

きる。各セルは、通常の方法でＵＬ

ＴＰＣコマンドを生成することができ、そしてＤＬ

サービングセルと、ＵＬサービングセルとが、同じセルであるか、または異なるセルであ
るかに関係なく、通常の方法でその送信パワーを調整することもできる。

10

【００６２】
図６は、リンクアンバランスを有する、ＵＥによるＵＬパワー制御を実行するためのプ
ロセス６００の設計を示したものである。ＵＥは、ＵＥについての、ＤＬサービングセル
からの第１のＴＰＣコマンドを受信することができる（ブロック６１２）。ＵＥは、ＵＥ
についての、ＤＬサービングセルと、ＵＬサービングセルとが異なるセルであるＵＬサー
ビングセルからの第２のＴＰＣコマンドを受信することもできる（ブロック６１４）。Ｄ
Ｌサービングセルは、ＵＥについての最良のダウンリンクを有することができ、そしてＵ
Ｌサービングセルは、ＵＥについての最良のアップリンクを有することができる。ＵＥは
、第１および第２のＴＰＣコマンドに基づいて、そしてＯＲオブザＵＰｓルールに従って
、その送信パワーを調整することができる（ブロック６１６）。ブロック６１６では、Ｕ

20

Ｅは、第１のＴＰＣコマンドまたは第２のＴＰＣコマンドのいずれかが、送信パワーにお
ける増大を指示する場合に、その送信パワーを増大させることができ、そして第１のＴＰ
Ｃコマンドと、第２のＴＰＣコマンドとが、両方ともに送信パワーにおける低減を指示す
る場合に、その送信パワーを低減させることができる。
【００６３】
ＵＥは、ＵＥについての、少なくとも１つの非サービングセルからの少なくとも１つの
ＴＰＣコマンドを受信することもできる。ＵＥは、ＵＬサービングセルから受信される第
２のＴＰＣコマンドと、少なくとも１つの非サービングセルから受信される少なくとも１
つのＴＰＣコマンドと、に対してＯＲオブザＤＯＷＮｓルールを適用することにより、中
間のＴＰＣコマンドを得ることができる。次いでＵＥは、ＤＬサービングセルから受信さ
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れる第１のＴＰＣコマンドと、中間のＴＰＣコマンドと、に対してＯＲオブザＵＰｓルー
ルを適用することにより、最終のＴＰＣコマンドを得ることができる。次いでＵＥは、最
終のＴＰＣコマンドに基づいてその送信パワーを調整することができる。
【００６４】
ＵＥは、ＤＬサービングセルからデータを受信することができ（ブロック６１８）、そ
して調整された送信パワーに基づいてＤＬサービングセルに対してシグナリングを送信す
ることができる（ブロック６２０）。ＵＥは、調整された送信パワーに基づいてＵＬサー
ビングセルに対してデータおよびシグナリングを送信することもできる（ブロック６２２
）。ＵＥは、ＤＬサービングセルの受信信号品質（例えば、ＳＩＮＲ）と、ＵＬサービン
グセルの受信信号品質と、に基づいて、第３のＴＰＣコマンドを生成することができる。
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ＵＥは、ＤＬサービングセルと、ＵＬサービングセルとに対して調整された送信パワーに
基づいて第３のＴＰＣコマンドを送信することができる。
【００６５】
図７は、リンクアンバランスを有する、ＵＥによるＤＬパワー制御を実行するためのプ
ロセス７００の設計を示すものである。ＵＥは、ＵＥについての、ＤＬサービングセルの
受信信号品質を決定することができる（ブロック７１２）。ＵＥは、ＵＥについての、Ｄ
Ｌサービングセルと、ＵＬサービングセルとが、異なるセルであるＵＬサービングセルの
受信信号品質を決定することもできる（ブロック７１４）。ＵＥは、ＤＬサービングセル
の受信信号品質と、ＵＬサービングセルの受信信号品質と、に基づいて第１のＴＰＣコマ
ンドを生成することができる（ブロック７１６）。ＵＥは、ＤＬサービングセルと、ＵＬ
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サービングセルと、に対して第１のＴＰＣコマンドを送信することができる（ブロック７
１８）。
【００６６】
ブロック７１２では、ＵＥは、ＤＬサービングセルから第２のＴＰＣコマンドを受信す
ることができ、そして第２のＴＰＣコマンドに基づいてＤＬサービングセルの受信信号品
質を決定することができる。ブロック７１４では、ＵＥは、ＵＬサービングセルから第３
のＴＰＣコマンドを受信することができ、そして第３のＴＰＣコマンドに基づいてＵＬサ
ービングセルの受信信号品質を決定することができる。第２のＴＰＣコマンドと、第３の
ＴＰＣコマンドとは、パワー制御を用いてそれぞれＤＬサービングセルと、ＵＬサービン
グセルとによって送信されることができる。ＵＥは、そのセルによって送信される何らか
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の他の送信に基づいて各セルの受信信号品質を決定することもできる。
【００６７】
ブロック７１６では、ＤＬサービングセルの受信信号品質が、第１のしきい値より下に
あり、あるいはＵＬサービングセルの受信信号品質が、第２のしきい値より下にあるいず
れかの場合に、ＵＥは、第１のＴＰＣコマンドをＵＰコマンドに設定することができる。
ＵＥは、そうでない場合に、第１のＴＰＣコマンドをＤＯＷＮコマンドに設定することが
できる。第１のしきい値は、ＤＬサービングセルについての性能メトリック(performance
metric)に基づいて決定されることができ、そして第２のしきい値は、ＵＬサービングセ
ルについての性能メトリックに基づいて決定されることができる。第１のしきい値は、第
２のしきい値と等しくてもよく、あるいは等しくなくてもよい。ブロック７１６では、Ｕ
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Ｅは、ＤＬサービングセルの受信信号品質に基づいて第２のＴＰＣコマンドを生成するこ
とができ、そしてＵＬサービングセルの受信信号品質に基づいて第３のＴＰＣコマンドを
生成することができる。次いでＵＥは、第２および第３のＴＰＣコマンドに基づいて、そ
してＯＲオブザＵＰｓルールに従って第１のＴＰＣコマンドを生成することができる。
【００６８】
別の設計においては、ＵＥは、ＤＬサービングセルについてのＳＩＮＲ推定値だけに基
づいてＤＬ

ＴＰＣコマンドを生成することができ、そしてＤＬサービングセルに対して

これらのＤＬ

ＴＰＣコマンドを送信することができる。ＤＬサービングセルは、ＵＥか

ら受信されるＤＬ

ＴＰＣコマンドに基づいてＵＥについてその送信パワーを調整するこ

とができる。ＵＬサービングセルを含めて、ＵＥのアクティブセットの中の残りの各セル
は、ＵＥによって送信されるＤＬ
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ＴＰＣコマンドおよび／またはＣＱＩレポートを考慮

せずに、オープンループのやり方でＵＥに対する送信のための送信パワーを設定すること
ができる。
【００６９】
図８は、リンクアンバランスを有する、ＵＥによるＤＬパワー制御を実行するためのプ
ロセス８００の設計を示すものである。ＵＥは、ＵＥについてＤＬサービングセルの受信
信号品質を決定することができる（ブロック８１２）。ＵＥは、ＤＬサービングセルの受
信信号品質に基づいてＴＰＣコマンドを生成することができる（ブロック８１４）。ＵＥ
は、ＤＬサービングセルに対してＴＰＣコマンドを送信することができる（ブロック８１
６）。ＵＥは、ＴＰＣコマンドに基づいて決定される送信パワーでＤＬサービングセルに
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よって送信されるシグナリングを受信することができる（ブロック８１８）。ＵＥは、Ｔ
ＰＣコマンドを使用せずに、オープンループパワー制御に基づいて決定される送信パワー
でＵＬサービングセルによって送信されるシグナリングを受信することができる（ブロッ
ク８２０）。
【００７０】
別の態様においては、パワー制御は、ＤＬサービングセルと、ＵＬサービングセルとに
ついて独立に実行されることができる。ＤＬパワー制御では、ＵＥは、このセルについて
のＳＩＮＲ推定値に基づいてＤＬサービングセルについての第１の組のＤＬ

ＴＰＣコマ

ンドを生成することができ、そしてこのセルについてのＳＩＮＲ推定値に基づいてＵＬサ
ービングセルについての第２の組のＤＬ

ＴＰＣコマンドを生成することができる。しか
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ＴＰＣコマンドを組み合わせる代わりに

、ＵＥは、ＤＬサービングセルに対して第１のチャネル（例えば、ＨＳ−ＵＬ−ＴＰＣチ
ャネル）上で第１の組のＤＬ

ＴＰＣコマンドを送信することができ、そしてＵＬサービ

ングセルに対して第２のチャネル（例えば、ＤＰＣＣＨ）上で第２の組のＤＬ

ＴＰＣコ

マンドを送信することができる。ＤＬサービングセルは、第１のチャネル上で受信される
第１の組のＤＬ

ＴＰＣコマンドに基づいてその送信パワーを調整することができる。Ｕ

Ｌサービングセルは、第２のチャネル上で受信される第２の組のＤＬ

ＴＰＣコマンドに

基づいてその送信パワーを調整することができる。
【００７１】
ＵＬパワー制御では、ＵＥは、このセルから受信されるＵＬ

ＴＰＣコマンドに基づい
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て、第１のチャネル、ならびにＤＬサービングセルに対して送信される他の送信の送信パ
ワーを調整することができる。ＵＥは、このセルから受信されるＵＬ

ＴＰＣコマンドに

基づいて、第２のチャネル、ならびにＵＬサービングセルに対して送信される他の送信の
送信パワーを調整することができる。その設計は、それ故に、ＵＬサービングセルについ
てのＤＬパワー制御およびＵＬパワー制御からＤＬサービングセルについてのＤＬパワー
制御およびＵＬパワー制御を分離する。
【００７２】
図９は、リンクアンバランスを有する、ＤＬサービングセルと、ＵＬサービングセルと
についてのパワー制御を独立に実行するためのプロセス９００の設計を示すものである。
ＤＬパワー制御では、ＵＥは、ＵＥについての、ＵＬサービングセルの受信信号品質に基
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づいて第１のＴＰＣコマンドを生成することができる（ブロック９１２）。ＵＥは、ＵＥ
についての、ＤＬサービングセルと、ＵＬサービングセルとが異なるセルであるＤＬサー
ビングセルの受信信号品質に基づいて第２のＴＰＣコマンドを生成することができる（ブ
ロック９１４）。ＵＥは、ＵＬサービングセルに対して第１のＴＰＣコマンドを送信する
ことができ（ブロック９１６）、そしてＤＬサービングセルに対して第２のＴＰＣコマン
ドを送信することができる（ブロック９１８）。ＵＥは、第１のＴＰＣコマンドに基づい
て決定される送信パワーでＵＬサービングセルによって送信されるシグナリング（例えば
、ＴＰＣコマンド）を受信することができる（ブロック９２０）。ＵＥは、第２のＴＰＣ
コマンドに基づいて決定される送信パワーでＤＬサービングセルによって送信されるシグ
ナリングを受信することができる（ブロック９２２）。

30

【００７３】
ＵＬパワー制御では、ＵＥは、ＵＬサービングセルから第３のＴＰＣコマンドを受信す
ることができ（ブロック９２４）、そして第３のＴＰＣコマンドに基づいてＵＬサービン
グセルについてのその送信パワーを調整することができる（ブロック９２６）。ＵＥは、
ブロック９１２において第３のＴＰＣコマンドに基づいてＵＬサービングセルの受信信号
品質を決定することができる。ＵＥは、ブロック９１６においてＵＬサービングセルにつ
いての調整された送信パワーに基づいて第１のＴＰＣコマンドを送信することができる。
ＵＥは、ＤＬサービングセルから第４のＴＰＣコマンドを受信することができ（ブロック
９２８）、そして第４のＴＰＣコマンドに基づいてＤＬサービングセルについてのその送
信パワーを調整することができる（ブロック９３０）。ＵＥは、ブロック９１４において

40

第４のＴＰＣコマンドに基づいてＤＬサービングセルの受信信号品質を決定することがで
きる。ＵＥは、ブロック９１８においてＤＬサービングセルについての調整された送信パ
ワーに基づいて第２のＴＰＣコマンドを送信することができる。
【００７４】
さらに別の態様においては、単一セルは、リンクアンバランスシナリオにおいてＵＥに
ついてのＤＬサービングセルと、ＵＬサービングセルとの両方として選択されることがで
きる。最良のアップリンクを有するセル（最良のダウンリンクを有するセルの代わり）は
、下記に説明される理由のために、単一のサービングセルとして選択されることができる
。
【００７５】
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図１０は、リンクアンバランスシナリオにおける別々のＤＬサービングセルと、ＵＬサ
ービングセルと、を示している。ＤＬサービングセルは、ＵＥについての最良のダウンリ
ンクを有するのに対して、ＵＬサービングセルは、ＵＥについての最良のアップリンクを
有する。ＨＳＤＰＡを有する、ダウンリンク上のデータ送信では、ＤＬサービングセルは
、ＵＥに対してＨＳ−ＳＣＣＨ上のシグナリングと、ＨＳ−ＰＤＳＣＨ上のデータと、を
送信することができ、そしてＵＥは、ＤＬサービングセルに対してＨＳ−ＤＰＣＣＨ上の
フィードバック情報を送信することができる。ＨＳＵＰＡを有する、アップリンク上のデ
ータ送信では、ＵＥは、ＵＬサービングセルに対してＥ−ＤＰＣＣＨ上のシグナリングと
、Ｅ−ＤＰＤＣＨ上のデータと、を送信することができ、そしてＵＬサービングセルは、
ＵＥに対してＥ−ＨＩＣＨ上のフィードバック情報と、Ｅ−ＡＧＣＨおよびＥ−ＲＧＣＨ
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の上のシグナリングと、を送信することができる。
【００７６】
ＵＬパワー制御では、各セルは、ＵＥから受信されるパイロットに基づいてＵＬ
Ｃコマンドを生成することができ、そしてＵＥに対してＦ−ＤＰＣＨ上でＵＬ

ＴＰ

ＴＰＣコ

マンドを送信することができる。ＵＬサービングセルは、最良のアップリンクを有するの
で、このセルからのＵＬ

ＴＰＣコマンドは、ほぼ等しい数のＵＰコマンドと、ＤＯＷＮ

コマンドと、を含むことができる。ＤＬサービングセルは、より悪いアップリンクを有す
るので、このセルからのＵＬ

ＴＰＣコマンドは、多数のＵＰコマンドを含むことができ

る。ＵＥが、ＯＲオブザＤＯＷＮｓルールを適用する場合、そのときにはＵＥの送信パワ
ーは、ＵＬサービングセルからのＵＬ

ＴＰＣコマンドによって主として決定されること
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ができ、そしてＤＬサービングセルからのＵＰコマンドの多くは、無視されることができ
る。ＵＬサービングセルは、それ故にＵＥについてのパワー制御するセルとなることがで
き、そしてＤＬサービングセルが、ＤＬサービングセルに対してＨＳ−ＤＰＣＣＨ上で送
信されるフィードバック情報を確実に受信することを困難にする可能性がある。その結果
、ダウンリンク上のデータ送信の性能は、悪化する可能性がある。
【００７７】
単一のセルが、ＵＥについてのＤＬサービングセルと、ＵＬサービングセルとの両方と
して選択されることができる。最良のダウンリンクを有するセルが、単一のサービングセ
ルとして選択される場合、そのときには最良のアップリンクを有するセルは、ＵＥの送信
パワーを下方にパワー制御することができ、そして最良のダウンリンクを有するセルに対
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してＵＥによって送信されるシグナリングは、信頼可能でない可能性がある。最良のアッ
プリンクを有するセルが、単一のサービングセルとして選択される場合、そのときにはこ
のセルは、このセルに対してＵＥによって送信されるシグナリングの確実な受信を達成す
るためにＵＥの送信パワーをパワー制御することになる。したがって、ＵＥについてのＤ
Ｌサービングセルと、ＵＬサービングセルとして最良のアップリンクを有するセルを選択
することは、ＵＥからのシグナリングの確実な受信と、ダウンリンクと、アップリンクと
の両方の上のデータ送信についての良好な性能と、を保証することができる。
【００７８】
図１１は、リンクアンバランスを有する、ＵＥについての単一のサービングセルを選択
するためのプロセス１１００の設計を示すものである。プロセス１１００は、ＵＥ、ノー
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ドＢ、ネットワークコントローラ、または何らかの他のエンティティによって実行される
ことができる。ＵＥについての最良のアップリンクを有する第１のセルが、識別されるこ
とができる（ブロック１１１２）。ＵＥについての最良のダウンリンクを有する、第１の
セルと、第２のセルとが、異なるセルである第２のセルが、識別されることができる（ブ
ロック１１１４）。第１のセルは、ＵＥについてのＵＬサービングセルと、ＤＬサービン
グセルとの両方として選択されることができる（ブロック１１１６）。第１のセルと、第
２のセルとは、両方ともにＵＥの送信パワーを調整するために、ＵＥに対してＴＰＣコマ
ンドを送信することができる。
【００７９】
ブロック１１１２では、第１のセルは、ＵＥに対して、第１のセルが、第２のセルより
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も多くのＤＯＷＮコマンドを送信している、第１のセルと、第２のセルとによって送信さ
れるＴＰＣコマンドに基づいて、ＵＥについて最良のアップリンクを有するものとして識
別されることができる。第１のセルはまた、第１のセルにおけるＵＥの受信信号品質と、
第２のセルにおけるＵＥの受信信号品質と、に基づいてＵＥについての最良のアップリン
クを有するものとして識別されることもできる。
【００８０】
ブロック１１１４では、第２のセルは、ＵＥにおける第１のセルの受信信号品質と、Ｕ
Ｅにおける第２のセルの受信信号品質と、に基づいてＵＥについての最良のダウンリンク
を有するものとして識別されることができる。第２のセルはまた、ＵＥによって送信され
るシグナリングに基づいてＵＥについての最良のダウンリンクを有するものとして識別さ

10

れることもできる。
【００８１】
さらに別の態様においては、異なるセルは、ＵＥに対してＵＬ

ＴＰＣコマンドを送信

するために異なる変調スキームを使用することができる。ＴＰＣコマンドは、ＢＰＳＫを
使用して送信されることができる。この場合には、ＵＰコマンドは、１つの信号値（例え
ば、＋Ｖ）を使用して送信されることができ、そしてＤＯＷＮコマンドは、別の信号値（
例えば、−Ｖ）を使用して送信されることができる。同じ量の送信パワーは、ＵＰコマン
ドまたはＤＯＷＮコマンドのいずれかを送信するために使用されることができ、これは、
ＴＰＣコマンドの信頼性を改善することができる。ＴＰＣコマンドはまた、ＯＯＫを使用
して送信されることもできる。この場合には、ＵＰコマンドは、オフ信号値（例えば、０
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）を使用して送信されることができ、そしてＤＯＷＮコマンドは、オン信号値（例えば、
＋Ｖ）を使用して送信されることができる。送信パワーは、ＵＰコマンドを送信するため
に使用されず、そして送信パワーは、ＤＯＷＮコマンドを送信するために使用される。
【００８２】
図１０に示されるように、最良のアップリンクを有するセルは、ほぼ等しい数のＵＰコ
マンドと、ＤＯＷＮコマンドとを送信することができるのに対して、より悪いアップリン
クを有する他のセルは、多数のＵＰコマンドと、少ないＤＯＷＮコマンドとを送信するこ
とができる。一設計においては、最良のアップリンクを有するＵＬサービングセルは、Ｂ
ＰＳＫを使用してＵＬ

ＴＰＣコマンドを送信することができ、そしてアクティブセット

の中の他のセルは、ＯＯＫを使用してＵＬ

ＴＰＣコマンドを送信することができる。こ

の設計は、他のセルの送信パワーを低減させながら、パワー制御するセルからのＵＬ
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Ｔ

ＰＣコマンドについての良好な信頼性を保証することができる。別の設計においては、Ｕ
Ｌサービングセルと、ＤＬサービングセルとは、ＢＰＳＫを使用してＵＬ

ＴＰＣコマン

ドを送信することができ、そしてアクティブセットの中の非サービングセルは、ＯＯＫを
使用してＵＬ

ＴＰＣコマンドを送信することができる。一般に、アクティブセットの中

の任意のセルは、ＢＰＳＫを使用してＵＬ

ＴＰＣコマンドを送信することができ、そし

てアクティブセットの中の残りのセルは、ＯＯＫを使用してＵＬ

ＴＰＣコマンドを送信

することができる。
【００８３】
ＵＥは、どのセル（単数または複数）が、ＢＰＳＫを使用してＵＬ

ＴＰＣコマンドを

送信しているかと、どのセル（単数または複数）が、ＯＯＫを使用してＵＬ
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ＴＰＣコマ

ンドを送信しているかと、についての知識を有することができる。ＵＥは、ＵＬ

ＴＰＣ

コマンドを送信するためにそのセルによってＢＰＳＫが使用されたか、またはＯＯＫが使
用されたかに基づいて、各セルから受信されるＵＬ

ＴＰＣコマンドについての検出を実

行することができる。一設計においては、ＵＥは、ＢＰＳＫと、ＯＯＫとについて異なる
検出しきい値を使用することができる。
【００８４】
図１２は、異なる変調スキームを用いて送信されるＴＰＣコマンドを受信するためのプ
ロセス１２００の設計を示している。ＵＥは、第１の変調スキームを用いて第１のセルに
よって送信される第１のＴＰＣコマンドを受信することができる（ブロック１２１２）。
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ＵＥは、第１の変調スキームとは異なる第２の変調スキームを用いて第２のセルによって
送信される第２のＴＰＣコマンドを受信することができる（ブロック１２１４）。第１の
セルは、ＵＥについてのサービングセルとすることができ、そして第２のセルは、ＵＥに
ついての非サービングセルとすることができる。ＵＥは、第１および第２のＴＰＣコマン
ドに基づいてその送信パワーを調整することができる（ブロック１２１６）。ＵＥは、第
１および第２のセルに対して、調整された送信パワーに基づいてアップリンク送信（例え
ば、パイロット）を送信することができる（ブロック１２１８）。第１および第２のセル
は、アップリンク送信に基づいてＵＥについてのＴＰＣコマンドを生成することができる
。
10

【００８５】
第１の変調スキームは、ＢＰＳＫとすることができ、そして第２の変調スキームは、Ｏ
ＯＫとすることができる。第２のＴＰＣコマンドは、ＵＰコマンドではオフ値（または送
信パワーなし）を用いて、そしてＤＯＷＮコマンドではオン値（または送信パワー）を用
いて送信されることができる。ＵＥは、第１のセルからほぼ等しい数のＵＰコマンドと、
ＤＯＷＮコマンドとを受信することができ、そして第２のセルからＤＯＷＮコマンドより
も多くのＵＰコマンドを受信することができる。ＵＥは、第１の変調スキームについて選
択される少なくとも１つの第１のしきい値に基づいて第１のＴＰＣコマンドについての検
出を実行することができる。ＵＥは、第２の変調スキームについて選択される少なくとも
１つの第２のしきい値に基づいて第２のＴＰＣコマンドについての検出を実行することが
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できる。
【００８６】
図１３は、ＵＥ１２０の設計のブロック図を示している。アップリンク上では、エンコ
ーダ１３１２は、アップリンク上でＵＥ１２０によって送信されるべきデータおよびシグ
ナリング（例えば、ＤＬ

ＴＰＣコマンド）を受信することができる。エンコーダ１３１

２は、データおよびシグナリングを処理する（例えば、フォーマットし、符号化し、そし
てインタリーブする）ことができる。変調器（Ｍｏｄ）１３１４は、符号化されたデータ
と、シグナリングと、パイロットと、をさらに処理し（例えば、変調し、チャネル化し、
そしてスクランブルし）、そして出力チップを供給することができる。トランスミッタ（
ＴＭＴＲ）１３２２は、それらの出力チップを条件付けし（例えば、アナログに変換し、
フィルタをかけ、増幅し、そして周波数アップコンバートし）、そしてアップリンク信号
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を生成することができ、このアップリンク信号は、１つまたは複数のノードＢに対してア
ンテナ１３２４を経由して送信されることができる。
【００８７】
ダウンリンク上では、アンテナ１３２４は、１つまたは複数のノードＢによって送信さ
れるダウンリンク信号を受信することができる。レシーバ（ＲＣＶＲ）１３２６は、アン
テナ１３２４からの受信信号を条件付けし（例えば、フィルタをかけ、増幅し、周波数ダ
ウンコンバートし、そしてデジタル化し）、そしてサンプルを供給することができる。復
調器（Ｄｅｍｏｄ）１３１６は、それらのサンプルを処理し（例えば、デスクランブルし
、チャネル化し、そして復調し）、そしてシンボル推定値を供給することができる。デコ
ーダ１３１８は、それらのシンボル推定値をさらに処理し（例えば、デインタリーブし、
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そして復号し）、そしてＵＥ１２０に対して送信される復号されたデータおよびシグナリ
ング（例えば、ＵＬ

ＴＰＣコマンド）を供給することができる。エンコーダ１３１２と

、変調器１３１４と、復調器１３１６と、デコーダ１３１８とは、モデムプロセッサ１３
１０によってインプリメントされることができる。これらのユニットは、ワイヤレスネッ
トワークによって使用される無線技術（例えば、Ｗ−ＣＤＭＡ）に従って処理を実行する
ことができる。
【００８８】
コントローラ／プロセッサ１３３０は、ＵＥ１２０における様々なユニットのオペレー
ションを指示することができる。コントローラ／プロセッサ１３３０は、図６におけるプ
ロセス６００、図７におけるプロセス７００、図８におけるプロセス８００、図９におけ
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るプロセス９００、図１１におけるプロセス１１００、図１２におけるプロセス１２００
、および／またはここにおいて説明される技法についての他のプロセスをインプリメント
することができる。コントローラ／プロセッサ１３３０は、図４におけるユニット４３２
から４３８のすべてまたは一部と、図５におけるユニット５１２から５１６のすべてまた
は一部と、をインプリメントすることもできる。メモリ１３３２は、ＵＥ１２０について
のプログラムコードと、データと、を記憶することができる。
【００８９】
図１３は、ノードＢ１１０および１１２の設計のブロック図も示しており、これらのノ
ードＢは、ＵＥ１２０についてのＤＬサービングセルと、ＵＬサービングセルと、するこ
とができる。各ノードＢにおいて、トランスミッタ／レシーバ１３３８は、ＵＥ１２０お
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よび他のＵＥとの無線通信をサポートすることができる。コントローラ／プロセッサ１３
４０は、ＵＥとの通信のための様々な機能を実行することができる。アップリンク送信で
は、ＵＥ１２０からのアップリンク信号は、ＵＥによって送信されるアップリンクのデー
タおよびシグナリング（例えば、ＤＬ

ＴＰＣコマンド）を回復するために、レシーバ１

３３８によって受信され、条件付けされ、そしてさらにコントローラ／プロセッサ１３４
０によって処理されることができる。ダウンリンク送信では、データおよびシグナリング
（例えば、ＵＬ

ＴＰＣコマンド）は、ダウンリンク信号を生成するために、コントロー

ラ／プロセッサ１３４０によって処理され、そしてトランスミッタ１３３８によって条件
付けされることができ、このダウンリンク信号は、ＵＥに対して送信されることができる
。コントローラ／プロセッサ１３４０は、サービングセルのために適用可能で、そして図

20

６、７、８、９、１１および１２に示されるプロセスと相補的なプロセスをインプリメン
トすることができる。コントローラ／プロセッサ１３４０は、図４の中のユニット４１２
および４１４のうちの一方または両方と、図５の中のユニット５２２から５２６のすべて
または一部と、をインプリメントすることもできる。メモリ（Ｍｅｍ）１３４２は、ノー
ドＢ１１０または１１２についてのプログラムコードとデータとを記憶することができる
。通信（Ｃｏｍｍ）ユニット１３４４は、ネットワークコントローラ１３０との通信をサ
ポートすることができる。
【００９０】
図１３はまた、ネットワークコントローラ１３０の設計のブロック図を示している。ネ
ットワークコントローラ１３０において、コントローラ／プロセッサ１３５０は、ＵＥに

30

ついての通信サービスをサポートする様々な機能を実行することができる。コントローラ
／プロセッサ１３５０は、ここにおいて説明される技法についての図１１の中のプロセス
１１００および／または他のプロセスをインプリメントすることができる。メモリ１３５
２は、ネットワークコントローラ１３０についてのプログラムコードとデータとを記憶す
ることができる。通信ユニット１３５４は、ノードＢ１１０および１１２との通信をサポ
ートすることができる。
【００９１】
当業者は、情報および信号は、様々な異なる技術および技法のうちのどれを使用しても
表されることができることを理解するであろう。例えば、上記の説明全体を通して参照さ
れることができるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチッ

40

プは、電圧、電流、電磁波、磁気のフィールドまたは粒子、光学的なフィールドまたは粒
子、あるいはそれらの任意の組合せによって表されることができる。
【００９２】
当業者(Those of skill)はさらに、ここにおける開示に関連して説明される様々な例示
の論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア
、コンピュータソフトウェア、あるいは両方の組合せとしてインプリメントされることが
できることを理解するであろう。ハードウェアとソフトウェアとのこの交換性を明瞭に示
すために、様々な例示のコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップ
が、それらの機能の観点から一般的に上記に説明されてきている。そのような機能が、ハ
ードウェアとしてインプリメントされるか、あるいはソフトウェアとしてインプリメント
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されるかは、特定のアプリケーションと、全体的なシステムに課される設計制約条件と、
に依存する。当業者(Skilled artisans)は、特定の各アプリケーションについて様々なや
り方で、説明された機能をインプリメントすることができるが、そのようなインプリメン
テーションの決定は、本開示の範囲からの逸脱を引き起こすものとして解釈されるべきで
はない。
【００９３】
ここにおける開示に関連して説明される様々な例示の論理ブロック、モジュール、およ
び回路は、ここにおいて説明される機能を実行するように設計された汎用プロセッサ、デ
ジタル信号プロセッサ(digital signal processor)（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路(a
pplication specific integrated circuit)（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲ

10

ートアレイ(field programmable gate array)（ＦＰＧＡ）または他のプログラマブルロ
ジックデバイス、ディスクリートゲート(discrete gate)またはトランジスタロジック、
ディスクリートハードウェアコンポーネント(discrete hardware components)、あるいは
それらの任意の組合せを用いて、インプリメントされ、または実行されることができる。
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、代替案においては、プロセッ
サは、従来の任意のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械
であってもよい。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せ、例えば、ＤＳＰ
とマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと組み合わさ
れた１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは他のそのような任意のコンフィギュ
レーションとしてインプリメントされることもできる。

20

【００９４】
ここにおける開示に関連して説明される方法またはアルゴリズムのステップは、ハード
ウェアの形で直接に、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールの形で、あ
るいはそれら２つの組合せの形で実施されることができる。ソフトウェアモジュールは、
ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモ
リ、レジスタ、ハードディスク、着脱可能ディスク、ＣＤ−ＲＯＭ、あるいは当技術分野
において知られているストレージ媒体の他の任意の形態の形で存在することができる。例
示のストレージ媒体は、プロセッサが、ストレージ媒体から情報を読み取り、そしてスト
レージ媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合される。代替案にお
いては、ストレージ媒体は、プロセッサと一体になっていてもよい。プロセッサおよびス
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トレージ媒体は、ＡＳＩＣの中に存在することができる。ＡＳＩＣは、ユーザ端末の中に
存在することができる。代替案においては、プロセッサおよびストレージ媒体は、ユーザ
端末の中のディスクリートコンポーネントとして存在することができる。
【００９５】
１つまたは複数の例示の設計においては、説明される機能は、ハードウェア、ソフトウ
ェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せの形でインプリメントされることが
できる。ソフトウェアでインプリメントされる場合、それらの機能は、コンピュータ可読
媒体上に１つまたは複数の命令またはコードとして記憶され、あるいはコンピュータ可読
媒体上で送信されることができる。コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所への
コンピュータプログラムの転送を容易にする任意の媒体を含めて、コンピュータストレー

40

ジ媒体と、通信媒体との両方を含む。ストレージ媒体は、汎用または専用のコンピュータ
によってアクセスされることができる使用可能な任意の媒体とすることができる。例とし
て、限定するものではないが、そのようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、Ｅ
ＥＰＲＯＭ、ＣＤ−ＲＯＭまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージま
たは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態で望ましいプロ
グラムコード手段を搬送し、または記憶するために使用されることができ、そして汎用ま
たは専用のコンピュータ、あるいは汎用または専用のプロセッサによってアクセスされる
ことができる他の任意の媒体を備えることができる。また、任意の接続は、コンピュータ
可読媒体と適切に名づけられることもある。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光
ファイバケーブル、ツイストペア(twisted pair)、デジタル加入者線（ＤＳＬ）、または
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赤外線、無線、マイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、ま
たは他のリモートソースから送信される場合、そのときには同軸ケーブル、光ファイバケ
ーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、マイクロ波などのワイヤレス技術
は、媒体の定義の中に含まれる。ここにおいて使用されるようなディスク(Disk)およびデ
ィスク(disc)は、コンパクトディスク(compact disc)（ＣＤ）、レーザーディスク（登録
商標）(laser disc)、光ディスク(optical disc)、デジタル多用途ディスク(digital ver
satile disc)（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク(floppy（登録商標） disk)
、およびブルーレイディスク(blu‑ray disc)を含み、ここでディスク(disks)は通常、デ
ータを磁気的に再生するが、ディスク(disc)は、レーザを用いて光学的にデータを再生す
る。上記の組合せもまた、コンピュータ可読媒体の範囲内に含められるべきである。

10

【００９６】
開示の上記の説明は、任意の当業者が、本開示を作り、または使用することを可能にす
るために提供される。本開示に対する様々な修正は、当業者には容易に明らかであり、こ
こにおいて定義される包括的な原理は、本開示の範囲を逸脱することなく、他の変形に対
しても適用されることができる。したがって、本開示は、ここにおいて説明される例およ
び設計だけに限定されるようには意図されておらず、ここにおいて開示される原理および
新規な特徴と整合する最も広い範囲が与えられるべきである。
以下に、本願発明の当初の［特許請求の範囲］に記載された発明を付記する。
[１]
ワイヤレス通信のための装置であって、

20

ユーザ装置（ＵＥ）についてのダウンリンク（ＤＬ）サービングセルからの第１の送信
パワー制御（ＴＰＣ）コマンドを受信するように、前記ＵＥについてのアップリンク（Ｕ
Ｌ）サービングセルからの第２のＴＰＣコマンドを受信するように、そして、前記の第１
のＴＰＣコマンドおよび第２のＴＰＣコマンドに基づきかつＯＲオブザＵＰｓルールに従
って前記ＵＥの送信パワーを調整するように、構成された、少なくとも１つのプロセッサ
と、なお、前記のＤＬサービングセルとＵＬサービングセルとは異なるセルである；
前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと；
を備える装置。
[２]
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記の第１のＴＰＣコマンドまたは第２のＴＰＣ
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コマンドのいずれかが送信パワーにおける増大を指示する場合は、前記ＵＥの前記送信パ
ワーを増大させるように、そして、前記の第１のＴＰＣコマンドおよび第２のＴＰＣコマ
ンドの両方が送信パワーにおける低減を指示する場合は、前記ＵＥの前記送信パワーを低
減させるように、構成されている、［１]に記載の装置。
[３]
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＵＥについての少なくとも１つの非サービン
グセルからの少なくとも１つのＴＰＣコマンドを受信するように、前記ＵＬサービングセ
ルから受信される前記第２のＴＰＣコマンドと前記少なくとも１つの非サービングセルか
ら受信される前記少なくとも１つのＴＰＣコマンドとに対し、ＯＲオブザＤＯＷＮｓルー
ルを適用することによって第３のＴＰＣコマンドを得るように、前記ＤＬサービングセル

40

から受信される前記第１のＴＰＣコマンドと前記第３のＴＰＣコマンドとに対し、ＯＲオ
ブザＵＰｓルールを適用することによって第４のＴＰＣコマンドを得るように、そして、
前記第４のＴＰＣコマンドに基づいて前記ＵＥの前記送信パワーを調整するように、構成
されている、［１]に記載の装置。
[４]
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＤＬサービングセルからデータを受信するよ
うに、そして、前記ＤＬサービングセルに前記調整された送信パワーに基づいてフィード
バック情報を送信するように、構成されている、［１]に記載の装置。
[５]
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＵＬサービングセルに前記調整された送信パ
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ワーに基づいてデータおよびシグナリングを送信するように、構成されている、［１]に
記載の装置。
[６]
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＤＬサービングセルの受信信号品質と前記Ｕ
Ｌサービングセルの受信信号品質とに基づいて第３のＴＰＣコマンドを生成するように、
そして、前記のＤＬサービングセルおよびＵＬサービングセルに前記調整された送信パワ
ーに基づいて前記第３のＴＰＣコマンドを送信するように、構成されている、［１]に記
載の装置。
[７]
ワイヤレス通信のための方法であって、

10

ユーザ装置（ＵＥ）についての、ダウンリンク（ＤＬ）サービングセルからの第１の送
信パワー制御（ＴＰＣ）コマンドを受信することと；
前記ＵＥについての、アップリンク（ＵＬ）サービングセルからの第２のＴＰＣコマン
ドを受信することと、なお、前記のＤＬサービングセルとＵＬサービングセルとは異なる
セルである；
前記の第１のＴＰＣコマンドと第２のＴＰＣコマンドとに基づいて、そして、ＯＲオブ
ザＵＰｓルールに従って、前記ＵＥの送信パワーを調整することと；
を備える方法。
[８]
前記の前記ＵＥの前記送信パワーを調整することは、

20

前記の第１のＴＰＣコマンドまたは第２のＴＰＣコマンドのいずれかが送信パワーにお
ける増大を指示する場合には、前記ＵＥの前記送信パワーを増大させることと、
前記の第１のＴＰＣコマンドおよび第２のＴＰＣコマンドの両方が送信パワーにおける
低減を指示する場合には、前記ＵＥの前記送信パワーを低減させることと、
を備える、
［７]に記載の方法。
[９]
前記ＵＥについての、少なくとも１つの非サービングセルからの少なくとも１つのＴＰ
Ｃコマンドを受信すること、
をさらに備え、そして、

30

前記の前記ＵＥの前記送信パワーを調整することは、
前記ＵＬサービングセルから受信される前記第２のＴＰＣコマンドと前記少なくとも１
つの非サービングセルから受信される前記少なくとも１つのＴＰＣコマンドとに対し、Ｏ
ＲオブザＤＯＷＮｓルールを適用することによって、第３のＴＰＣコマンドを得ることと
、
前記ＤＬサービングセルから受信される前記第１のＴＰＣコマンドと前記第３のＴＰＣ
コマンドとに対し、前記ＯＲオブザＵＰｓルールを適用することによって、第４のＴＰＣ
コマンドを得ることと、
前記第４のＴＰＣコマンドに基づいて前記ＵＥの前記送信パワーを調整することと、
を備える、

40

［７]に記載の方法。
[１０]
ワイヤレス通信のための装置であって、
ユーザ装置（ＵＥ）についての、ダウンリンク（ＤＬ）サービングセルからの第１の送
信パワー制御（ＴＰＣ）コマンドを受信するための手段と；
前記ＵＥについての、アップリンク（ＵＬ）サービングセルからの第２のＴＰＣコマン
ドを受信するための手段と、なお、前記のＤＬサービングセルとＵＬサービングセルとは
異なるセルである；
前記の第１のＴＰＣコマンドと第２のＴＰＣコマンドとに基づいて、そして、ＯＲオブ
ザＵＰｓルールに従って、前記ＵＥの送信パワーを調整するための手段と；
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を備える装置。
[１１]
前記ＵＥの前記送信パワーを調整するための前記手段は、
前記の第１のＴＰＣコマンドまたは第２のＴＰＣコマンドのいずれかが送信パワーにお
ける増大を指示する場合には、前記ＵＥの前記送信パワーを増大させるための手段と、
前記の第１のＴＰＣコマンドおよび第２のＴＰＣコマンドの両方が送信パワーにおける
低減を指示する場合には、前記ＵＥの前記送信パワーを低減させるための手段と、
を備える、
［１０]に記載の装置。
[１２]

10

前記ＵＥについての、少なくとも１つの非サービングセルからの少なくとも１つのＴＰ
Ｃコマンドを受信するための手段、
をさらに備え、そして、
前記ＵＥの前記送信パワーを調整するための前記手段は、
前記ＵＬサービングセルから受信される前記第２のＴＰＣコマンドと前記少なくとも１
つの非サービングセルから受信される前記少なくとも１つのＴＰＣコマンドとに対し、Ｏ
ＲオブザＤＯＷＮｓルールを適用することによって、第３のＴＰＣコマンドを得るための
手段と、
前記ＤＬサービングセルから受信される前記第１のＴＰＣコマンドと前記第３のＴＰＣ
コマンドとに対し、前記ＯＲオブザＵＰｓルールを適用することによって、第４のＴＰＣ

20

コマンドを得るための手段と、
前記第４のＴＰＣコマンドに基づいて前記ＵＥの前記送信パワーを調整するための手段
と、
を備える、
［１０]に記載の装置。
[１３]
少なくとも１つのコンピュータに、ユーザ装置（ＵＥ）についてのダウンリンク（Ｄ
Ｌ）サービングセルからの第１の送信パワー制御（ＴＰＣ）コマンドを受信させるための
コードと；
前記少なくとも１つのコンピュータに、前記ＵＥについての、アップリンク（ＵＬ）

30

サービングセルからの第２のＴＰＣコマンドを受信させるためのコードと、なお、前記の
ＤＬサービングセルとＵＬサービングセルとは異なるセルである；
前記少なくとも１つのコンピュータに、前記の第１のＴＰＣコマンドおよび第２のＴ
ＰＣコマンドに基づきかつＯＲオブザＵＰｓルールに従って、前記ＵＥの送信パワーを調
整させるためのコードと；
を備えるコンピュータ可読媒体、
を備えるコンピュータプログラムプロダクト。
[１４]
前記コンピュータ可読媒体は、
前記少なくとも１つのコンピュータに、前記の第１のＴＰＣコマンドまたは第２のＴＰ

40

Ｃコマンドのいずれかが送信パワーにおける増大を指示する場合は、前記ＵＥの前記送信
パワーを増大させるためのコードと、
前記少なくとも１つのコンピュータに、前記の第１のＴＰＣコマンドおよび第２のＴＰ
Ｃコマンドの両方が送信パワーにおける低減を指示する場合は、前記ＵＥの前記送信パワ
ーを低減させるためのコードと、
をさらに備える、
［１３]に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
[１５]
前記コンピュータ可読媒体は、
前記少なくとも１つのコンピュータに、前記ＵＥについての、少なくとも１つの非サー
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ビングセルからの少なくとも１つのＴＰＣコマンドを受信させるためのコードと、
前記少なくとも１つのコンピュータに、前記ＵＬサービングセルから受信される前記第
２のＴＰＣコマンドと前記少なくとも１つの非サービングセルから受信される前記少なく
とも１つのＴＰＣコマンドとに対して、ＯＲオブザＤＯＷＮｓルールを適用することによ
って、第３のＴＰＣコマンドを得るようにさせるためのコードと、
前記少なくとも１つのコンピュータに、前記ＤＬサービングセルから受信される前記第
１のＴＰＣコマンドと前記第３のＴＰＣコマンドとに対して、前記ＯＲオブザＵＰｓルー
ルを適用することによって、第４のＴＰＣコマンドを得るようにさせるためのコードと、
前記少なくとも１つのコンピュータに、前記第４のＴＰＣコマンドに基づいて前記ＵＥ
の前記送信パワーを調整させるためのコードと、

10

をさらに備える、
［１３]に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
[１６]
ワイヤレス通信のための装置であって、
ユーザ装置（ＵＥ）についてのダウンリンク（ＤＬ）サービングセルの受信信号品質を
決定するように、前記ＵＥについてのアップリンク（ＵＬ）サービングセルの受信信号品
質を決定するように、前記ＤＬサービングセルの前記受信信号品質と前記ＵＬサービング
セルの前記受信信号品質とに基づいて第１の送信パワー制御（ＴＰＣ）コマンドを生成す
るように、そして、前記のＤＬサービングセルおよびＵＬサービングセルに前記第１のＴ
ＰＣコマンドを送信するように、構成された、少なくとも１つのプロセッサと、なお、前

20

記のＤＬサービングセルとＵＬサービングセルとは異なるセルである；
前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと；
を備える装置。
[１７]
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＤＬサービングセルの前記受信信号品質に基
づいて第２のＴＰＣコマンドを生成するように、前記ＵＬサービングセルの前記受信信号
品質に基づいて第３のＴＰＣコマンドを生成するように、そして、前記の第２のＴＰＣコ
マンドおよび第３のＴＰＣコマンドに基づきかつＯＲオブザＵＰｓルールに従って前記第
１のＴＰＣコマンドを生成するように、構成されている、［１６]に記載の装置。
[１８]

30

前記少なくとも１つのプロセッサは、もし、前記ＤＬサービングセルの前記受信信号品
質が第１のしきい値より下にあるか、あるいは、前記ＵＬサービングセルの前記受信信号
品質が第２のしきい値より下にある場合には、前記第１のＴＰＣコマンドをＵＰコマンド
に設定するように、そして、もし、前記ＤＬサービングセルの前記受信信号品質が前記第
１のしきい値より上にあり、かつ、前記ＵＬサービングセルの前記受信信号品質が前記第
２のしきい値より上にある場合には、前記第１のＴＰＣコマンドをＤＯＷＮコマンドに設
定するように、構成されている、［１６]に記載の装置。
[１９]
前記第１のしきい値は、前記ＤＬサービングセルについての性能メトリックに基づいて
決定され、そして、前記第２のしきい値は、前記ＵＬサービングセルについての性能メト
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リックに基づいて決定される、［１８]に記載の装置。
[２０]
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＤＬサービングセルから第２のＴＰＣコマン
ドを受信するように、前記ＵＬサービングセルから第３のＴＰＣコマンドを受信するよう
に、前記第２のＴＰＣコマンドに基づいて前記ＤＬサービングセルの前記受信信号品質を
決定するように、そして、前記第３のＴＰＣコマンドに基づいて前記ＵＬサービングセル
の前記受信信号品質を決定するように、構成されている、［１６]に記載の装置。
[２１]
前記の第２のＴＰＣコマンドおよび第３のＴＰＣコマンドは、パワー制御を用いて、そ
れぞれ、前記のＤＬサービングセルおよびＵＬサービングセルによって送信される、［２
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０]に記載の装置。
[２２]
ワイヤレス通信のための方法であって、
ユーザ装置（ＵＥ）についてのダウンリンク（ＤＬ）サービングセルの受信信号品質を
決定することと；
前記ＵＥについてのアップリンク（ＵＬ）サービングセルの受信信号品質を決定するこ
とと、なお、前記のＤＬサービングセルとＵＬサービングセルとは異なるセルである；
前記ＤＬサービングセルの前記受信信号品質と前記ＵＬサービングセルの前記受信信号
品質とに基づいて、第１の送信パワー制御（ＴＰＣ）コマンドを生成することと；
前記のＤＬサービングセルおよびＵＬサービングセルに前記第１のＴＰＣコマンドを送

10

信することと；
を備える方法。
[２３]
前記の前記第１のＴＰＣコマンドを生成することは、
前記ＤＬサービングセルの前記受信信号品質に基づいて第２のＴＰＣコマンドを生成す
ることと、
前記ＵＬサービングセルの前記受信信号品質に基づいて第３のＴＰＣコマンドを生成す
ることと、
前記の第２のＴＰＣコマンドおよび第３のＴＰＣコマンドに基づいて、そして、ＯＲオ
ブザＵＰｓルールに従って、前記第１のＴＰＣコマンドを生成することと、

20

を備える、
［２２]に記載の方法。
[２４]
前記ＤＬサービングセルから第２のＴＰＣコマンドを受信することと、
前記ＵＬサービングセルから第３のＴＰＣコマンドを受信することと、
をさらに備え、
前記の前記ＤＬサービングセルの前記受信信号品質を決定することは、前記第２のＴＰ
Ｃコマンドに基づいて前記ＤＬサービングセルの前記受信信号品質を決定すること、を備
え、そして、
前記の前記ＵＬサービングセルの前記受信信号品質を決定することは、前記第３のＴＰ
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Ｃコマンドに基づいて前記ＵＬサービングセルの前記受信信号品質を決定すること、を備
える、
［２２]に記載の方法。
[２５]
ワイヤレス通信のための装置であって、
ユーザ装置（ＵＥ）についてのダウンリンク（ＤＬ）サービングセルの受信信号品質を
決定するように、前記ＤＬサービングセルの前記受信信号品質に基づいて第１の送信パワ
ー制御（ＴＰＣ）コマンドを生成するように、前記ＤＬサービングセルに前記第１のＴＰ
Ｃコマンドを送信するように、前記第１のＴＰＣコマンドに基づいて決定される送信パワ
ーで前記ＤＬサービングセルによって送信されるシグナリングを受信するように、そして
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、前記第１のＴＰＣコマンドを使用せずにオープンループパワー制御に基づいて決定され
る送信パワーで、前記ＵＥについてのアップリンク（ＵＬ）サービングセルによって送信
されるシグナリングを受信するように、構成された、少なくとも１つのプロセッサと、
前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと、
を備える装置。
[２６]
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＤＬサービングセルから第２のＴＰＣコマン
ドを受信するように、前記ＵＬサービングセルから第３のＴＰＣコマンドを受信するよう
に、そして、前記の第２のＴＰＣコマンドと第３のＴＰＣコマンドとに基づいて送信パワ
ーを調整するように、構成されている、［２５]に記載の装置。
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[２７]
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記の第２のＴＰＣコマンドおよび第３のＴＰＣ
コマンドに基づいて、そして、ＯＲオブザＵＰｓルールに従って、前記ＵＥの前記送信パ
ワーを調整するように、構成されている、［２５]に記載の装置。
[２８]
ワイヤレス通信のための方法であって、
ユーザ装置（ＵＥ）についてのダウンリンク（ＤＬ）サービングセルの受信信号品質を
決定することと、
前記ＤＬサービングセルの前記受信信号品質に基づいて第１の送信パワー制御（ＴＰＣ
）コマンドを生成することと、

10

前記ＤＬサービングセルに前記第１のＴＰＣコマンドを送信することと、
前記第１のＴＰＣコマンドに基づいて決定される送信パワーで前記ＤＬサービングセル
によって送信されるシグナリングを受信することと、
前記第１のＴＰＣコマンドを使用せずにオープンループパワー制御に基づいて決定され
る送信パワーで、前記ＵＥについてのアップリンク（ＵＬ）サービングセルによって送信
されるシグナリングを受信することと、
を備える方法。
[２９]
前記ＤＬサービングセルから第２のＴＰＣコマンドを受信することと、
前記ＵＬサービングセルから第３のＴＰＣコマンドを受信することと、
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前記の第２のＴＰＣコマンドと第３のＴＰＣコマンドとに基づいて前記ＵＥの送信パワ
ーを調整することと、
をさらに備える［２８]に記載の方法。
[３０]
前記の前記送信パワーを調整することは、前記の第２のＴＰＣコマンドおよび第３のＴ
ＰＣコマンドに基づいて、そして、ＯＲオブザＵＰｓルールに従って、前記ＵＥの前記送
信パワーを調整すること、を備える、［２８]に記載の方法。
[３１]
ワイヤレス通信のための装置であって、
ユーザ装置（ＵＥ）についてのアップリンク（ＵＬ）サービングセルの受信信号品質に
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基づいて第１の送信パワー制御（ＴＰＣ）コマンドを生成するように、前記ＵＥについて
のダウンリンク（ＤＬ）サービングセルの受信信号品質に基づいて第２のＴＰＣコマンド
を生成するように、前記ＵＬサービングセルに前記第１のＴＰＣコマンドを送信するよう
に、そして、前記ＤＬサービングセルに前記第２のＴＰＣコマンドを送信するように、構
成された、少なくとも１つのプロセッサと、なお、前記のＤＬサービングセルとＵＬサー
ビングセルとは異なるセルである；
前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと；
を備える装置。
[３２]
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＵＬサービングセルから第３のＴＰＣコマン
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ドを受信するように、前記第３のＴＰＣコマンドに基づいて前記ＵＬサービングセルにつ
いての前記ＵＥの送信パワーを調整するように、そして、前記ＵＬサービングセルについ
ての前記調整された送信パワーに基づいて前記第１のＴＰＣコマンドを送信するように、
構成されている、［３１]に記載の装置。
[３３]
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＤＬサービングセルから第４のＴＰＣコマン
ドを受信するように、前記第４のＴＰＣコマンドに基づいて前記ＤＬサービングセルにつ
いての前記ＵＥの送信パワーを調整するように、そして、前記ＤＬサービングセルについ
ての前記調整された送信パワーに基づいて前記第２のＴＰＣコマンドを送信するように、
構成されている、［３２]に記載の装置。
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[３４]
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第３のＴＰＣコマンドに基づいて前記ＵＬサ
ービングセルの前記受信信号品質を決定するように、そして、前記第４のＴＰＣコマンド
に基づいて前記ＤＬサービングセルの前記受信信号品質を決定するように、構成されてい
る、［３３]に記載の装置。
[３５]
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１のＴＰＣコマンドに基づいて決定される
送信パワーで前記ＵＬサービングセルによって送信されるシグナリングを受信するように
、そして、前記第２のＴＰＣコマンドに基づいて決定される送信パワーで前記ＤＬサービ
ングセルによって送信されるシグナリングを受信するように、構成されている、［３１]

10

に記載の装置。
[３６]
ワイヤレス通信のための方法であって、
ユーザ装置（ＵＥ）についてのアップリンク（ＵＬ）サービングセルの受信信号品質に
基づいて第１の送信パワー制御（ＴＰＣ）コマンドを生成することと；
前記ＵＥについてのダウンリンク（ＤＬ）サービングセルの受信信号品質に基づいて第
２のＴＰＣコマンドを生成することと、なお、前記のＤＬサービングセルとＵＬサービン
グセルとは異なるセルである；
前記ＵＬサービングセルに前記第１のＴＰＣコマンドを送信することと；
前記ＤＬサービングセルに前記第２のＴＰＣコマンドを送信することと；

20

を備える方法。
[３７]
前記ＵＬサービングセルから第３のＴＰＣコマンドを受信することと、
前記第３のＴＰＣコマンドに基づいて、前記ＵＬサービングセルについての前記ＵＥの
送信パワーを調整することと、
をさらに備え、そして、
前記の前記第１のＴＰＣコマンドを送信することは、前記ＵＬサービングセルについて
の前記調整された送信パワーに基づいて前記第１のＴＰＣコマンドを送信すること、を備
える、
［３６]に記載の方法。
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[３８]
前記ＤＬサービングセルから第４のＴＰＣコマンドを受信することと、
前記第４のＴＰＣコマンドに基づいて前記ＤＬサービングセルについての前記ＵＥの送
信パワーを調整することと、
をさらに備え、そして、
前記の前記第２のＴＰＣコマンドを送信することは、前記ＤＬサービングセルについて
の前記調整された送信パワーに基づいて前記第２のＴＰＣコマンドを送信すること、を備
える、
［３７]に記載の方法。
[３９]

40

ワイヤレス通信のための装置であって、
ユーザ装置（ＵＥ）についての最良のアップリンクを有する第１のセルを識別するよう
に、前記ＵＥについての最良のダウンリンクを有する第２のセルを識別するように、そし
て、前記ＵＥについてのアップリンク（ＵＬ）サービングセルおよびダウンリンク（ＤＬ
）サービングセルの両方として前記第１のセルを選択するように、構成された、少なくと
も１つのプロセッサと、なお、前記の第１のセルと第２のセルとは異なるセルであり、前
記の第１のセルと第２のセルは、前記ＵＥの送信パワーを調整するために前記ＵＥに送信
パワー制御（ＴＰＣ）コマンドを送信する；
前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと；
を備える装置。
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[４０]
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＵＥに前記の第１のセルおよび第２のセルに
よって送信される前記ＴＰＣコマンドに基づいて前記ＵＥについての前記最良のアップリ
ンクを有するものとして前記第１のセルを識別するように、構成されており、前記第１の
セルは、前記第２のセルよりも多くのＤＯＷＮコマンドを送信する、［３９]に記載の装
置。
[４１]
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１のセルにおける前記ＵＥの受信信号品質
と前記第２のセルにおける前記ＵＥの受信信号品質とに基づいて、前記ＵＥについての前
記最良のアップリンクを有するものとして前記第１のセルを識別するように、構成されて

10

いる、［３９]に記載の装置。
[４２]
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＵＥにおける前記第１のセルの受信信号品質
と前記ＵＥにおける前記第２のセルの受信信号品質とに基づいて、前記ＵＥについての前
記最良のダウンリンクを有するものとして前記第２のセルを識別する、ように構成されて
いる、［３９]に記載の装置。
[４３]
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＵＥによって送信されるシグナリングに基づ
いて前記ＵＥについての前記最良のダウンリンクを有するものとして前記第２のセルを識
別するように、構成されている、［３９]に記載の装置。
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[４４]
ワイヤレス通信のための方法であって、
ユーザ装置（ＵＥ）についての最良のアップリンクを有する第１のセルを識別すること
と；
前記ＵＥについての最良のダウンリンクを有する第２のセルを識別することと、なお、
前記の第１のセルと第２のセルとは異なるセルである；
前記ＵＥについてのアップリンク（ＵＬ）サービングセルおよびダウンリンク（ＤＬ）
サービングセルの両方として前記第１のセルを選択することと、なお、前記の第１のセル
と第２のセルは、前記ＵＥの送信パワーを調整するために前記ＵＥに送信パワー制御（Ｔ
ＰＣ）コマンドを送信する；

30

を備える方法。
[４５]
前記の前記第１のセルを識別することは、前記ＵＥに前記の第１のセルおよび第２のセ
ルによって送信される前記ＴＰＣコマンドに基づいて前記ＵＥについての前記最良のアッ
プリンクを有するものとして前記第１のセルを識別すること、を備え、前記第１のセルは
、前記第２のセルよりも多くのＤＯＷＮコマンドを送信する、［４４]に記載の方法。
[４６]
前記の前記第１のセルを識別することは、前記第１のセルにおける前記ＵＥの受信信号
品質と前記第２のセルにおける前記ＵＥの受信信号品質とに基づいて前記ＵＥについての
前記最良のアップリンクを有するものとして前記第１のセルを識別すること、を備える、

40

［４４]に記載の方法。
[４７]
ワイヤレス通信のための装置であって、
第１の変調スキームを用いて第１のセルによって送信される第１の送信パワー制御（Ｔ
ＰＣ）コマンドを受信するように、前記第１の変調スキームとは異なる第２の変調スキー
ムを用いて第２のセルによって送信される第２のＴＰＣコマンドを受信するように、そし
て、前記の第１のＴＰＣコマンドと第２のＴＰＣコマンドとに基づいてユーザ装置（ＵＥ
）の送信パワーを調整するように、構成された、少なくとも１つのプロセッサと、
前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと、
を備える装置。
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[４８]
前記第１の変調スキームは、２相位相偏移変調（ＢＰＳＫ）であり、そして、前記第２
の変調スキームは、オンオフ変調（ＯＯＫ）である、［４７]に記載の装置。
[４９]
前記第２のＴＰＣコマンドは、ＵＰコマンドではオフ値を用いて、あるいは、ＤＯＷＮ
コマンドではオン値を用いて、送信される、［４８]に記載の装置。
[５０]
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１のセルからほぼ等しい数のＵＰコマンド
とＤＯＷＮコマンドとを受信するように、そして、前記第２のセルからＤＯＷＮコマンド
よりも多くのＵＰコマンドを受信するように、構成されている、［４７]に記載の装置。
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[５１]
前記第１のセルは、前記ＵＥについてのサービングセルであり、そして前記第２のセル
は、前記ＵＥについての非サービングセルである、［４７]に記載の装置。
[５２]
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１の変調スキームについて選択される少な
くとも１つの第１のしきい値に基づいて前記第１のＴＰＣコマンドについての検出を実行
するように、そして、前記第２の変調スキームについて選択される少なくとも１つの第２
のしきい値に基づいて前記第２のＴＰＣコマンドについての検出を実行するように、構成
されている、［４７]に記載の装置。
[５３]
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前記少なくとも１つのプロセッサは、前記の第１のセルおよび第２のセルに、前記調整
された送信パワーに基づいてアップリンク送信を送信する、ように構成されており、そし
て、前記の第１のＴＰＣコマンドおよび第２のＴＰＣコマンドは、前記アップリンク送信
に基づいて、それぞれ、前記の第１のセルおよび第２のセルによって決定される、［４７
]に記載の装置。
[５４]
ワイヤレス通信のための方法であって、
第１の変調スキームを用いて第１のセルによって送信される第１の送信パワー制御（Ｔ
ＰＣ）コマンドを受信することと、
前記第１の変調スキームとは異なる第２の変調スキームを用いて第２のセルによって送
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信される第２のＴＰＣコマンドを受信することと、
前記の第１のＴＰＣコマンドと第２のＴＰＣコマンドとに基づいてユーザ装置（ＵＥ）
の送信パワーを調整することと、
を備える方法。
[５５]
前記第１の変調スキームは、２相位相偏移変調（ＢＰＳＫ）であり、前記第２の変調ス
キームは、オンオフ変調（ＯＯＫ）であり、そして、前記第２のＴＰＣコマンドは、ＵＰ
コマンドではオフ値を用いて、あるいは、ＤＯＷＮコマンドではオン値を用いて、送信さ
れる、［５４]に記載の方法。
[５６]
前記第１の変調スキームについて選択される少なくとも１つの第１のしきい値に基づい
て前記第１のＴＰＣコマンドについての検出を実行することと、
前記第２の変調スキームについて選択される少なくとも１つの第２のしきい値に基づい
て前記第２のＴＰＣコマンドについての検出を実行することと、
をさらに備える、
［５４]に記載の方法。
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