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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線送受信装置（ＷＴＲＵ）であって、
　ダウンリンク制御メッセージを受信するように構成された回路であって、前記メッセー
ジは、変調並びに符号化セット（ＭＣＳ）情報および送信電力制御（ＴＰＣ）情報を含む
アップリンクスケジューリング情報を含む、回路と、
　受信された信号に基づいてパスロスを測定するようにさらに構成された回路と、
　前記測定されたパスロス、前記ＴＰＣ情報、前記ＭＣＳ情報、および予め定められた重
み付け係数に基づいて、物理アップリンクチャネルの送信電力レベルを決定するようにさ
らに構成された回路と、
　前記アップリンクスケジューリング情報および前記決定された送信のための送信電力レ
ベルに基づいて物理アップリンクチャネル上で信号を出力するようにさらに構成された回
路と
　を備えたことを特徴とするＷＴＲＵ。
【請求項２】
　前記予め定められた重み付け係数は、０から１までの値を有することを特徴とする請求
項１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項３】
　前記予め定められた重み付け係数は、前記測定されたパスロスに乗算されることを特徴
とする請求項１に記載のＷＴＲＵ。
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【請求項４】
　前記物理アップリンクチャネルは、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）であ
ることを特徴とする請求項１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項５】
　前記決定された送信電力レベルは、閉ループ電力制御係数に基づくことを特徴とする請
求項１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項６】
　前記決定された送信電力レベルは、最大送信電力レベルに基づくことを特徴とする請求
項１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項７】
　前記物理アップリンクチャネルは、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）であ
り、および前記決定された送信電力レベルは、前記ＰＵＣＣＨのチャネル品質インジケー
タ（ＣＱＩ）情報に関連付けられる品質係数にさらに基づくことを特徴とする請求項１に
記載のＷＴＲＵ。
【請求項８】
　無線送受信装置（ＷＴＲＵ）において実行される方法であって、前記方法は、
　変調およびアップリンクスケジューリング情報を含むダウンリンク制御メッセージを受
信するステップであって、前記アップリンクスケジューリング情報は、符号化セット（Ｍ
ＣＳ）情報および送信電力制御（ＴＰＣ）情報を含む、ステップと、
　受信された信号に基づいてパスロスを測定するステップと、
　前記測定されたパスロス、前記ＴＰＣ情報、前記ＭＣＳ情報、および予め定められた重
み付け係数に基づいて、物理アップリンクチャネルの送信電力レベルを決定するステップ
と、
　前記アップリンクスケジューリング情報および前記決定された送信のための送信電力レ
ベルに基づいて物理アップリンクチャネル上で信号を出力するステップと
　を備えたことを特徴とする方法。
【請求項９】
　前記予め定められた重み付け係数は、０から１までの値を有することを特徴とする請求
項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記予め定められた重み付け係数は、前記測定されたパスロスに乗算されることを特徴
とする請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記物理アップリンクチャネルは、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）であ
ることを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記決定された送信電力レベルは、閉ループ電力制御係数に基づくことを特徴とする請
求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　前記決定された送信電力レベルは、最大送信電力レベルに基づくことを特徴とする請求
項８に記載の方法。
【請求項１４】
　前記物理アップリンクチャネルは、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）であ
り、および前記決定された送信電力レベルは、前記ＰＵＣＣＨのチャネル品質インジケー
タ（ＣＱＩ）情報に関連付けられる品質係数にさらに基づくことを特徴とする請求項８に
記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　Ｅ－ＵＴＲＡ（evolved universal terrestrial radio access）アップリンク（ＵＬ：
uplink）では、複数の送信電力制御（ＴＰＣ）の提案が、第３世代パートナーシッププロ
ジェクト（３ＧＰＰ）のＬＴＥ（long term evolution）ワークグループ１（ＷＧ１）に
提出されている。これらの提案は一般に、（遅い）開ループＴＰＣ、並びに遅い閉ループ
ＴＰＣまたはチャネル品質情報（ＣＱＩ：channel quality information）ベースのＴＰ
Ｃに分けることができる。
【０００３】
　開ループＴＰＣは、パスロス（pathloss）測定およびシステムパラメータに基づく。こ
の場合、パスロス測定は無線送受信装置（ＷＴＲＵ）で実施され、システムパラメータは
進化型Ｎｏｄｅ　Ｂ（ｅＮｏｄｅＢ：evolved Node-B）によって提供される。
【０００４】
　閉ループＴＰＣは一般に、ｅＮｏｄｅＢから周期的に送信されるＴＰＣフィードバック
情報（例えば、ＴＰＣコマンド）に基づく。この場合、フィードバック情報は一般に、ｅ
ＮｏｄｅＢで測定された信号対干渉雑音比（ＳＩＮＲ：signal-to-interference noise r
atio）を使用して導出される。
【０００５】
　開ループＴＰＣは、長期的なチャネル変化（例えばパスロスおよびシャドウイング）を
効果的なやり方で、例えば送信電力の履歴なしに補償することができる。しかし、開ルー
プＴＰＣは一般に、パスロス測定誤差および送信電力設定誤差をもたらす。もう一方で、
遅い閉ループＴＰＣまたはＣＱＩベースＴＰＣは、ｅＮｏｄｅＢから知らされた（signal
）フィードバックに基づくので、測定および送信電力設定の誤差にそれほど敏感ではない
。しかし、遅い閉ループＴＰＣまたはＣＱＩベースＴＰＣは、ＵＬ送信休止のせいでフィ
ードバック情報が得られず、あるいはフィードバック送信の休止またはチャネル変化が非
常に動的である場合には、性能を劣化させる。
【発明の概要】
【０００６】
　Ｅ－ＵＴＲＡ　ＵＬでは、ＴＰＣは、少なくともパスロスおよびシャドウイングを補償
し、かつ／または干渉を緩和すると考えられている。干渉緩和を伴う、開ループＴＰＣ方
式と閉ループＴＰＣを組み合わせた拡張型ＵＬ　ＴＰＣ方式が開示される。閉ループＴＰ
Ｃは、ＣＱＩ（例えばＵＬ許可情報（UL grant information）や変調符号化セット（ＭＣ
Ｓ：modulation and coding set）情報）に基づく。この拡張型ＵＬ　ＴＰＣ方式は、Ｕ
Ｌデータチャネルと制御チャネルの両方に使用することができる。また、提案されたこの
拡張型ＵＬ　ＴＰＣ方式は、Ｅ－ＵＴＲＡ　ＵＬ要件を達成するために、動的なシステム
／リンクパラメータおよびチャネル状態に対して柔軟であり、それに適応することができ
る。
【０００７】
　さらに、チャネルおよびＣＱＩ推定がＵＬ参照信号に基づく場合、不適切なＵＬチャネ
ルおよびＣＱＩ推定を回避するために、データチャネル用のＵＬ　ＴＰＣが１００Ｈｚな
どの遅いレートで実施される（すなわち１つまたは２つのハイブリッド自動再送要求（Ｈ
ＡＲＱ：hybrid automatic repeat request）サイクル期間ごとに１回のＴＰＣ更新が行
われる）ことが提案されている。データ関連制御シグナリングでは、ＴＰＣ更新レートは
、１ミリ秒の送信時間間隔（ＴＴＩ：transmission timing interval）につき１回の最大
ＣＱＩ報告レートを想定して、１０００Ｈｚに増加され得る。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　上記要約並びに下記の詳細な説明は、添付図面を参照して読めばよりよく理解される。
【図１】ＷＴＲＵとｅＮｏｄｅＢとを含む無線通信システムを示す図である。
【図２】図１のシステムによって実施されるＴＰＣ手順のフローチャートである。
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【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本明細書で言及される場合、用語「無線送受信装置（ＷＴＲＵ：wireless transmit/re
ceive unit）」には、限定の意味ではないが、ユーザ装置（ＵＥ：user equipment）、移
動局、固定または移動加入者装置、ページャー、携帯電話、ＰＤＡ（personal digital a
ssistant）、コンピュータ、あるいは無線環境で動作可能な他の任意のタイプのユーザ装
置が含まれる。また、用語「進化型Ｎｏｄｅ　Ｂ（ｅＮｏｄｅＢ）」には、限定の意味で
はないが、基地局、Ｎｏｄｅ　Ｂ、セル、サイトコントローラ、アクセスポイント（ＡＰ
）、あるいは無線環境で動作可能な他の任意のタイプのインターフェース接続装置が含ま
れる。
【００１０】
　図１は、少なくとも１つのＷＴＲＵ　１０５と少なくとも１つのサービス側ｅＮｏｄｅ
Ｂ　１１０とを含む無線通信システム１００を示している。ＷＴＲＵ　１０５は、受信機
１１５と、送信機１２０と、プロセッサ１２５と、少なくとも１つのアンテナ１３０とを
含む。サービス側ｅＮｏｄｅＢ　１１０は、送信機１３５と、受信機１４０と、プロセッ
サ１４５と、マッピングテーブル１５０と、少なくとも１つのアンテナ１５５とを含む。
ＷＴＲＵ　１０５およびｅＮｏｄｅＢ　１１０は、ダウンリンク（ＤＬ：downlink）制御
チャネル１６０、ＵＬ共有データチャネル１６５およびＵＬ制御チャネル１７０を介して
通信する。
【００１１】
　ｅＮｏｄｅＢ　１１０内のプロセッサ１４５は、受信機１４０によって受信された信号
に基づいて、ＵＬ干渉／熱雑音（ＩｏＴ：interference over thermal noise）測定を実
施し、測定されたＩｏＴ測定値を、事前定義された閾値と比較する。プロセッサ１４５は
、ｅＮｏｄｅＢ　１１０の送信機１３５によってブロードキャストされる干渉負荷指標を
定期的に、またはトリガベースで生成する。干渉負荷指標は、ｅＮｏｄｅＢ　１１０で実
施されたＩｏＴ測定が、事前定義された閾値を超えるかどうか示す。ＷＴＲＵ　１０５内
の受信機１１５が干渉負荷指標を受信し復号するとき、ＷＴＲＵ　１０５内のプロセッサ
１２５は、ｅＮｏｄｅＢ　１１０のＩｏＴの状況を決定することができ、そのＩｏＴの状
況は、ｅＮｏｄｅＢ　１１０のセル間干渉を緩和するために使用することができる。
【００１２】
　ＷＴＲＵ　１０５は、特定のセル内に位置する間、システムパラメータおよびパスロス
測定値に基づいて開ループＴＰＣを実施する。ＷＴＲＵ　１０５は、他の隣接セルに比べ
て、特定のセルに隣接した最も強いセル内に位置するｅＮｏｄｅＢ　１１０のセル間干渉
を緩和するために、干渉負荷指標を利用する。最も強いセルは、ＷＴＲＵ　１０５が最も
高いパス利得（すなわち最小のパスロス）を有するセルを指す。次いで、ＷＴＲＵ　１０
５は、開ループ誤差を補償するために、ＤＬ制御チャネル１６０を介して受信されたＣＱ
Ｉ、および目標ＳＩＮＲに従って、開ループ誤差によりバイアスが生じ得るその計算され
た開ループベースの送信電力を補正する。
【００１３】
　ＣＱＩは、ＵＬリンク適応のためにｅＮｏｄｅＢ　１１０がＤＬ制御チャネル１６０を
介してＷＴＲＵ　１０５に知らせるＵＬ許可情報（またはＭＣＳ）を指すことに留意され
たい。ＣＱＩは、サービス側ｅＮｏｄｅＢ　１１０がＤＬ制御チャネル１６０でＷＴＲＵ
　１０５にフィードバックするＷＴＲＵ特有のＵＬチャネル品質を表す。Ｅ－ＵＴＲＡで
は、ＣＱＩは、ＵＬ許可情報の形で提供される。目標ＳＩＮＲは、ｅＮｏｄｅＢ　１１０
によって決定され、より高い層のシグナリングによってＷＴＲＵ　１０５に知らされる（
signal）ＷＴＲＵ特有のパラメータである。
【００１４】
　ＵＬ共有データチャネル１６５のＷＴＲＵ　１０５の送信電力、ＰTxは、ｅＮｏｄｅＢ
　１１０の送信機１３５によって送信されたＤＬ参照信号１７５に基づいて、初期送信段
階に決定される。ＤＬ参照信号１７５は、ＷＴＲＵ　１０５がパスロス測定に使用する既
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知の送信電力を有する。セル内ＴＰＣでは、ＷＴＲＵ　１０５の初期送信電力、ＰTxは、
次式のように、開ループＴＰＣに基づいて定義される。　
　ＰTx＝ｍａｘ（ｍｉｎ（ＳＩＮＲT＋ＰＬ＋ＩＮ0＋Ｋ，Ｐmax），Ｐmin）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数式（１Ａ）
　ただし、ＳＩＮＲTは、サービス側ｅＮｏｄｅＢ　１１０のｄＢ単位の目標信号対干渉
雑音比（ＳＩＮＲ）であり、ＰＬは、サービス側ｅＮｏｄｅＢ　１１０からＷＴＲＵ　１
０５までのシャドウイングを含めたｄＢ単位のパスロス（すなわち設定点パラメータ）で
ある。ＷＴＲＵ　１０５は、その送信電力がＤＬシグナリングによってＷＴＲＵ　１０５
において知られているＤＬ参照信号１７５に基づいて、パスロスを測定する。値ＩＮ0は
、サービス側ｅＮｏｄｅＢ　１１０のｄＢｍ単位のＵＬ干渉および雑音電力である。Ｋは
、実際にはＤＬ参照信号１７５の電力が実際の送信電力からオフセットされ得るという事
実を考慮して、サービス側ｅＮｏｄｅＢ　１１０のために使用される電力制御マージンで
ある。ＰmaxおよびＰminは、ＵＬ共有データチャネル１６５を介してＷＴＲＵ　１０５に
よって行われる送信のそれぞれ最大および最小の送信電力レベル（ｄＢｍ）である。
【００１５】
　ＷＴＲＵ　１０５（またはＷＴＲＵのサブグループ）の目標ＳＩＮＲは、サービス側ｅ
ＮｏｄｅＢ　１１０で特定のメトリックに従って調整可能であると見なされる。目標ＳＩ
ＮＲ調整のために、アウターループＴＰＣ方式が使用されてもよい。一般に、目標ＳＩＮ
Ｒは、ＵＬ共有データチャネル１６５の目標リンク品質（例えばブロック誤り率（ＢＬＥ
Ｒ））に基づいて決定される。さらに、それぞれ異なるマルチパスフェージングチャネル
状態には一般に、所与の目標リンク品質（例えばＢＬＥＲ）に対してそれぞれ異なる目標
ＳＩＮＲが必要である。したがって、このメトリックは、ＷＴＲＵ　１０５への目標リン
ク品質（および恐らくフェージングチャネル状態）を含む。
【００１６】
　ＵＬ　ＭＩＭＯ（multiple input multiple output）の場合、目標ＳＩＮＲは、それぞ
れ異なるＭＩＭＯモードには所与のリンク品質（例えばＢＬＥＲ）に対してそれぞれ異な
る電力またはＳＩＮＲが必要であるという事実を考慮して、選択されたＭＩＭＯモードに
も依存する。この場合、ＷＴＲＵ　１０５は、複数のアンテナ１３０を含んでもよい。
【００１７】
　あるいは、セル間ＴＰＣを含めて、ＷＴＲＵ　１０５の送信電力、ＰTxは、次式のよう
に、定義されてもよい。　
　ＰTx＝ｍａｘ（ｍｉｎ（ＳＩＮＲT＋ＰＬ＋ＩＮ0＋Ｋ＋Δ（ＩｏＴs），Ｐmax），Ｐmi

n）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数式（１Ｂ）
　ただし、値Δ（ＩｏＴs）は、最も強い（Ｓ）隣接セルのＵＬ干渉負荷指標（ＩｏＴs）
の関数であるＵＬ負荷制御ステップサイズを表す。
【００１８】
　Δ（ＩｏＴs）は、次式のように整数値をとる。
【００１９】
【数１】

【００２０】
　ただし、δは、事前定義されたシステムパラメータ、例えばδ＝－１または－２ｄＢで
ある。Δ（ＩｏＴs）を使用すると、隣接セルのセル間干渉を緩和することができる。セ
ル中心のＷＴＲＵは、セルの端のＷＴＲＵよりも小さい干渉を他のセルに与えるので、負
荷制御ステップサイズの小数部は、次式のように考えられる。ただし、ｘは、小数のセル
間負荷制御係数である。
【００２１】
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【数２】

【００２２】
　最も強い隣接セルは、ＷＴＲＵ　１０５で、個々の隣接セルからＷＴＲＵ　１０５まで
のパスロス測定値に基づいて決定され、ただし、最も強い隣接セルは、ＷＴＲＵ　１０５
が、それによるサービスを現在受けているセルに隣接するセルのうちで最も小さいパスロ
スを有する隣接セルである。
【００２３】
　Δ（ＩｏＴs）は、特に最も強い隣接セルに対してセル間干渉（例えばセル間ＴＰＣ）
を緩和するために取り入れられる。セル間ＴＰＣについて、ｅＮｏｄｅＢは、（定期的に
または周期的に）ＵＬ干渉を測定し、次いで、測定された干渉レベルが、事前定義された
閾値を超えるかどうか判断する。ＵＬ干渉に関する結果の状況は、ＩｏＴs（すなわち負
荷指標）を使用してｅＮｏｄｅＢ　１１０から（定期的に、またはトリガベースで）ブロ
ードキャストされる。例えば、干渉が閾値を超える場合は、ＩｏＴsは１に設定され、そ
れによって、ｅＮｏｄｅＢ　１１０は、ＵＬでｅＮｏｄｅＢ　１１０が過度のセル間干渉
を受けるので、隣接セル内のＷＴＲＵにその送信電力を特定の量だけ減少させるように命
じる。そうでない場合は、ＩｏＴsは、０に設定され、それによって、ｅＮｏｄｅＢ　１
１０は現在のＵＬ干渉レベルを受け入れ、したがって隣接セルのＷＴＲＵは、その送信電
力の減少を必要としない。ＷＴＲＵ　１０５は、最も強い隣接セルから受信された負荷指
標を復号し、次いで、コマンド（ＩｏＴs）に従う。ＩｏＴsが１と復号される場合は、Ｗ
ＴＲＵ　１０５の送信電力はΔ（ＩｏＴs）だけ減少され、すなわち、Δ（ＩｏＴs）＜０
ｄＢである。ＩｏＴsが０と復号される場合は、Δ（ＩｏＴs）＝０ｄＢである。
【００２４】
　それぞれのセルは、（高速アップリンクパケットアクセス（ＨＳＵＰＡ：high speed u
plink packet access）の相対的許可（relative grant）と類似して）ＵＬ干渉負荷ビッ
トを周期的にブロードキャストし、したがって、ＷＴＲＵ　１０５は、選択された最も強
い隣接セルからの指標ビットを復号することができると見なされる。ＷＴＲＵ　１０５は
、そのサービス側セルと最も強い隣接セルとのパスロス比に基づいて、ＷＴＲＵ　１０５
がセルの端にいるか、それともセル内部にいるか判断してもよい。あるいは、小数のセル
間負荷制御係数ｘは、次式のように定義することができる。
【００２５】
【数３】

【００２６】
　ＷＴＲＵ　１０５が（ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ：random access channel
）処理に類似して）電源投入直後に、またはセッション接続が確立された後にそのＴＰＣ
を実施し始める初期送信段階の後、ＷＴＲＵ送信電力は、次式のように計算される。　
　ＰLx＝ｍａｘ（ｍｉｎ（ＳＩＮＲT＋ＰＬ＋ＩＮ0＋Ｋ＋α・ｆ（ＣＱＩ，ＳＩＮＲT）
，Ｐmax），Ｐmin）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数式（５）
　ただし、ｆ（ＣＱＩ，ＳＩＮＲT）は、ＵＬ　ＣＱＩ（例えばＵＬ許可情報やＭＣＳ情
報）、および対応する目標ＳＩＮＲに基づく閉ループ補正係数である。重み付け係数αは
、０≦α≦１として、チャネル状態およびＣＱＩ使用可能性（またはＵＬ送信休止）に従
って決定され得る。例えば、スケジューリングされたＵＬデータ送信がないためにｅＮｏ
ｄｅＢ　１１０からＵＬ　ＣＱＩ（ＵＬ許可やＭＣＳ情報）が得られない場合は、重み付
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け係数αは０に設定される。そうでない場合は、重み付け係数αは１に設定される。単純
にするために重み付け係数αがここでは０または１に設定されているが、代替実施形態は
、チャネル状態およびＵＬ／ＤＬチャネル構成に適応される適応可能なα値を含む。
【００２７】
　補正係数（ｆ（ＣＱＩ，ＳＩＮＲT））は、主に周波数分割複信（ＦＤＤ：frequency d
ivision duplex）のＵＬおよびＤＬの不完全な相互関係によるパスロス測定誤差、および
非線形の電力増幅によるＷＴＲＵ　１０５の送信機１２０の不具合を含めて、開ループＴ
ＰＣ関連誤差を補償するために使用される。設定点パラメータであるパスロスに加えて、
ｅＮｏｄｅＢ　１１０は、やはり設定点パラメータであるＳＩＮＲ、ＩＮ0およびＫなど
のＴＰＣ関連システムパラメータを調整するために補正係数を使用してもよい（facilita
te）。例えば、ｅＮｏｄｅＢ　１１０は、所与のＷＴＲＵ　１０５の目標ＳＩＮＲを調整
し、次いでＷＴＲＵ　１０５に調整について知らせる必要がある場合、ＷＴＲＵ　１０５
に目標ＳＩＮＲを直接知らせるのではなく、ＷＴＲＵ　１０５へのＣＱＩ（ＵＬ許可）を
それに応じて調整してもよい。補正係数は、ＵＬ　ＣＱＩがｅＮｏｄｅＢ　１１０で受信
されたＳＩＮＲを表すという事実を考慮して、サービス側ｅＮｏｄｅＢ　１１０からのＵ
Ｌ　ＣＱＩ（ＵＬ許可やＭＣＳ情報）フィードバックに従ってＷＴＲＵ　１０５によって
計算される。例えば、
　ｆ（ＣＱＩ，ＳＩＮＴT）＝ＳＩＮＲT－Ｅ｛ＳＩＮＲest（ＣＱＩ）｝（ｄＢ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数式（６）
　ただし、ＳＩＮＲest（ＣＱＩ）は、ＷＴＲＵ　１０５がＵＬ　ＣＱＩフィードバック
から導出する、ｅＮｏｄｅＢによって受信されるＳＩＮＲの推定値を表す。Ｅ｛ＳＩＮＲ

est（ＣＱＩ）｝は、
　Ｅ｛ＳＩＮＲest（ＣＱＩk）｝＝ρ・Ｅ｛ＳＩＮＲest（ＣＱＩk-1）｝＋（１－ρ）・
Ｅ｛ＳＩＮＲest（ＣＱＩk）｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　数式（７）
となるような推定ＳＩＮＲの経時的な平均値であり、ただし、ＣＱＩkは第ｋの受信ＣＱ
Ｉであり、ρは平均フィルタ係数、０≦ρ≦１である。
【００２８】
　目標ＳＩＮＲと推定ＳＩＮＲの差によって上記で与えられた補正係数（報告されたＣＱ
Ｉから導出される）は一般に、補償する必要がある開ループＴＰＣ関連の誤差を表す。
【００２９】
　提案されたＴＰＣ方式のためのｅＮｏｄｅＢシグナリング
　ＷＴＲＵ（またはＷＴＲＵのサブグループ）特有のパラメータである目標ＳＩＮＲレベ
ル、ＳＩＮＲTは、ｅＮｏｄｅＢ　１１０によって、ｅＮｏｄｅＢ　１１０からＷＴＲＵ
　１０５までの距離（例えばパスロス）、および／またはＢＬＥＲなどの所与の品質要件
の関数としてＷＴＲＵ　１０５に知らされてもよい。一般にｅＮｏｄｅＢ　１１０は、目
標品質（例えばＢＬＥＲ）を目標ＳＩＮＲ値にマッピングするためにマッピングテーブル
１５０を使用する。こうしたマッピングテーブルがどのように生成されるかは、ｅＮｏｄ
ｅＢ（または通信事業者）の独自の（proprietary）方式である。目標ＳＩＮＲは、アウ
ターループ機構によって調整されてもよい。目標ＳＩＮＲのシグナリングは、その調整が
行われると、インバンドＬ１／２制御シグナリングによって行われる。
【００３０】
　主としてＤＬ参照信号に使用されるｅＮｏｄｅＢに特有のパラメータである電力制御マ
ージン、Ｋは、ｅＮｏｄｅＢ　１１０によってＷＴＲＵ　１０５に知らされてもよい。例
えば、ＤＬ参照信号１７５は、より高い層のシグナリングによってＷＴＲＵで知られてい
る一定の送信電力レベルで送信されるので、ＷＴＲＵ　１０５のパスロス測定に使用され
る。しかし、ＤＬ参照信号１７５の実際の送信電力は、ｅＮｏｄｅＢの独自の方式のせい
で、知らされた電力値と異なることがある。この場合、電力オフセットは、実際に使用さ
れた送信電力と、ブロードキャストチャネル（ＢＣＨ：broadcast channel）を介して半
静的に知らされた送信電力との間で行われる。Ｋは、半静的であり、ブロードキャストチ
ャネル（ＢＣＨ）を介して知らされる可能性が高い。ＷＴＲＵ　１０５は、ＵＬ／ＤＬパ



(8) JP 5571815 B2 2014.8.13

10

20

30

40

50

スロス計算のためにこの情報を使用する。電力制御マージン、Ｋは、他のパラメータと共
に別個に知らされるとしても、
　ＳＩＮＲT（組込み後）＝ＳＩＮＲT＋Ｋ（ｄＢ）　　　　　　　　　　　数式（８）
となるように、目標ＳＩＮＲ、ＳＩＮＲTに組み込まれていてもよいことに留意されたい
。この場合、ＫをＷＴＲＵ　１０５に明示的に知らせる必要はない。
【００３１】
　総ＵＬ干渉、および使用中の副搬送波（または無線ベアラ（ＲＢ：radio bearer））の
すべて、または副搬送波のサブセットにわたって平均された雑音レベル、ＩＮ0、が、ｅ
ＮｏｄｅＢ　１１０によってＷＴＲＵ　１０５に知らされてもよい。これは、ｅＮｏｄｅ
Ｂ　１１０によって測定／導出される（また恐らくＢＣＨを介して知らされる）。このシ
グナリングの更新レートは一般に、比較的に遅い。ｅＮｏｄｅＢ　１１０は、雑音推定技
術など、ｅＮｏｄｅＢの独自方式を使用してＩＮ0を定期的に測定／推定する。
【００３２】
　最大および最小のＵＬ送信電力レベル、ＰmaxおよびＰminは、ｅＮｏｄｅＢ　１１０に
よってＷＴＲＵ　１０５に知らされてもよい。これらは、ＷＴＲＵ能力に依存したパラメ
ータであってもよく、ｅＮｏｄｅＢ　１１０によって明示的に知らされてもよい。
【００３３】
　元来ＵＬリンク適応（例えば適応変調符号化（ＡＭＣ：adaptive modulation and codi
ng））のために知らされるＵＬ　ＣＱＩ（例えばＵＬ許可情報やＭＣＳ情報）が、（ＴＴ
Ｉにつき１度の最大シグナリングレート、例えば１０００Ｈｚで）ｅＮｏｄｅＢ　１１０
によってＷＴＲＵ　１０５に知らされてもよい。
【００３４】
　ＵＬ　ＣＱＩ（例えばＵＬ許可情報）は、ｅＮｏｄｅＢ　１１０がＷＴＲＵ　１０５に
知らせるＷＴＲＵ特有のフィードバック情報である。ＵＬ　ＣＱＩは、元来ＵＬリンク適
応のために使用されていたが、提案された結合型開ループ／閉ループＴＰＣの閉ループコ
ンポーネントにも使用される。一般に、ＣＱＩ（ＵＬ許可）は、ＵＬチャネル状態（例え
ばｅＮｏｄｅＢ　１１０のＳＩＮＲ測定）、およびＳＩＮＲ－ＣＱＩマッピング規則に基
づいて導出され、すなわちＵＬ　ＣＱＩが、ｅＮｏｄｅＢ　１１０で測定されたＳＩＮＲ
を表すことを意味する。したがって、ＷＴＲＵ　１０５がＣＱＩを受信し、ｅＮｏｄｅＢ
　１１０でＳＩＮＲ－ＣＱＩマッピングに使用されるマッピング規則を与えられると、Ｗ
ＴＲＵ　１０５は、受信されたＣＱＩをＳＩＮＲ推定値に解釈することができる。推定さ
れたＳＩＮＲは、数式（６）に従って補正項を計算するために使用される。
【００３５】
　ｅＮｏｄｅＢ　１１０がＣＱＩフィードバック生成のために使用するＣＱＩマッピング
規則（ＣＱＩと、測定されたＳＩＮＲとの間のバイアス）が、ｅＮｏｄｅＢ　１１０によ
ってＷＴＲＵ　１０５に知らされてもよい。この規則またはパラメータを組み合わせて、
目標ＳＩＮＲにしてもよい。この場合、規則（またはパラメータ）の明示的なシグナリン
グは必要ない。
【００３６】
　上記ＴＰＣ方式は、ＷＴＲＵに低いレートでブロードキャストする（または直接知らせ
る）ことができる目標ＳＩＮＲ、セル干渉／雑音レベル、参照信号送信電力および一定値
を含めて、上記にリストされたシステムパラメータ以外の追加のフィードバックＴＰＣコ
マンドを必要としないので有利である。さらに、上記のＴＰＣ方式は、Ｅ－ＵＴＲＡ要件
を達成するために、動的システム／リンクパラメータ（目標ＳＩＮＲおよびセル間干渉負
荷状態）、およびチャネル状態、（パスロスおよびシャドウイング）に対して柔軟であり
、それに適応できるように設計される。さらに、上記のＴＰＣ方式は、ＡＭＣ、ＨＡＲＱ
などの他のリンク適応方式、および適応ＭＩＭＯと互換性がある。
【００３７】
　本明細書に提案された方式がＥ－ＵＴＲＡ　ＵＬ用の提案された結合型開ループ／閉ル
ープＴＰＣの閉ループコンポーネント（例えば補正係数）のためにＵＬ　ＣＱＩ（例えば
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ＵＬ許可情報）を使用するとしても、別法として、ｅＮｏｄｅＢ　１１０は、ＵＬ許可情
報に組み込まれた補正コマンドをＷＴＲＵ　１０５に明示的に知らせてもよい。この場合
、ＷＴＲＵ　１０５は、（恐らくＵＬ　ＣＱＩと組み合わされた）閉ループ補正係数のた
めに、明示的に知らされた補正コマンドを使用してもよい。さらに、提案されたＴＰＣは
、サービス側ｅＮｏｄｅＢ　１１０が他のセルとセル間干渉レベルを調整し、目標ＳＩＲ
または恐らくＰmaxをそれに応じて調整することによってそれを組み込む場合、セル間干
渉緩和に使用されてもよい。
【００３８】
　（ＵＬデータ／制御シグナリング復調のための）正確なＵＬチャネル推定、および（Ｕ
Ｌスケジューリングおよびリンク適応のための）ＣＱＩ推定では、不適切なチャネルおよ
び／またはシステム状態にできるだけ速く対処するために比較的に速いレートでＵＬ参照
信号送信電力を調整することが望ましい。データチャネル用の上記に提案されたＵＬ　Ｔ
ＰＣが遅いレートでＷＴＲＵ送信電力を更新する（１ミリ秒ＴＴＩごとのＵＬ　ＡＭＣを
考慮する）としても、不適切なＵＬチャネルおよびＣＱＩ推定を回避するために、１００
Ｈｚほどの速さの更新レート（例えば１つまたは２つのＨＡＲＱサイクル期間ごとに１回
の更新）が実施され得る。更新レートは、好ましくはＣＱＩが受信されるたびにＷＴＲＵ
　１０５が更新することができるように、ＷＴＲＵ　１０５によって制御される。
【００３９】
　ＵＬ制御シグナリングでは、ＷＴＲＵ　１０５は、以下の偏差を有する上記の結合型Ｔ
ＰＣ方式を使用する。ＵＬ　ＣＱＩが、１ミリ秒のＴＴＩにつき１回の最大ＣＱＩ報告レ
ートで使用可能な場合、速いＴＰＣ更新レート（例えば１０００Ｈｚ）が使用される。こ
の場合、数式（５）の補正係数（ｆ（ＣＱＩ，ＳＩＮＲT））は、次式のように表現する
ことができる。　
　ｆ（ＣＱＩ，ＳＩＮＲT）＝ＳＩＮＲT－ＳＩＮＲest（ＣＱＩ）（ｄＢ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数式（９）
　ただし、ＣＱＩは一番最近のＵＬ　ＣＱＩである。さらに、重み付け係数は、１に等し
く設定される（α＝１）。これによって、結合型開ループ／速いＣＱＩベースＴＰＣがも
たらされる。ＵＬ　ＣＱＩが使用可能でない場合は、ＣＱＩベースのＴＰＣコンポーネン
トはディセーブルされる（すなわちα＝０）。これによって、開ループＴＰＣだけがもた
らされる。
【００４０】
　ＵＬ共有データチャネル１６５では、ＷＴＲＵ　１０５は、１００Ｈｚなどの遅い更新
レートの結合型開ループ／ＣＱＩベースＴＰＣに基づいて自らの送信電力を決定する。初
期送信において、かつ／または送信休止中など、ｅＮｏｄｅＢ　１１０からＵＬ　ＣＱＩ
が得られない場合、ＣＱＩベース送信電力制御コンポーネントはディセーブルされ、開ル
ープＴＰＣだけが使用される。
【００４１】
　ＵＬ共有データチャネル１６５では、ＷＴＲＵ　１０５は、最大１０００Ｈｚなど、速
い更新レートの結合型開ループ／ＣＱＩベースＴＰＣに基づいて自らの送信電力を決定す
る。送信休止中など、ｅＮｏｄｅＢ　１１０からＵＬ　ＣＱＩが得られない場合は、ＣＱ
Ｉベース送信電力制御コンポーネントはディセーブルされ、開ループＴＰＣだけが使用さ
れる。
【００４２】
　ｅＮｏｄｅＢ　１１０は、その参照信号送信電力レベル、干渉レベルおよび電力マージ
ンを含めて、ＴＰＣ関連のシステムパラメータをブロードキャストする。さらに、ｅＮｏ
ｄｅＢ　１１０は、目標ＳＩＮＲ、ＷＴＲＵ最大電力レベルおよび最小電力レベルを含め
て、ＴＰＣ関連のＷＴＲＵ特有のパラメータをＷＴＲＵ　１０５に知らせ、ただし、この
シグナリングは、インバンド層１／２制御シグナリングによって行われる。目標ＳＩＮＲ
を調整するために、アウターループが使用されてもよい。
【００４３】
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　図２は、図１のシステム１００によって実施されてもよいＴＰＣ手順２００のフローチ
ャートを示している。ステップ２０５で、初期ＵＬ送信段階が実施される。ＷＴＲＵ　１
０５は、ＳＩＮＲ、ＩＮ0、Ｋ、およびＤＬ参照信号１７５の送信電力など、サービス側
ｅＮｏｄｅＢ　１１０によって提供されるシステムパラメータに基づいて、（例えばＲＡ
ＣＨ手順に類似の）初期ＵＬ送信段階の送信電力を設定するパスロスベースの開ループセ
ル内ＴＰＣ手順を実施する（ステップ２１０）。ステップ２１５で、通常のＵＬ送信段階
が実施される。ＷＴＲＵ　１０５は、サービス側ｅＮｏｄｅＢ　１１０によって提供され
るシステムパラメータに基づいてパスロスベースの開ループセル内ＴＰＣ手順を実施し、
サービス側ｅＮｏｄｅＢ　１１０によって提供されたＵＬ　ＣＱＩ（ＵＬ許可情報）に基
づいて閉ループ（ＣＱＩベース）セル内ＴＰＣ手順を実施する（ステップ２２０）。任意
選択で、ＷＴＲＵは、すべての隣接セル（ｅＮｏｄｅＢ）から受信された負荷指標（Ｉｏ
Ｔ）に基づいて、ＩｏＴベースのセル間ＴＰＣ手順を実施する（ステップ２２５）。ステ
ップ２３０で、ＷＴＲＵ　１０５は、ステップ２２０（および任意選択でステップ２２５
）を実施することによって生成された値に基づいて、少なくとも１つのＵＬチャネル（例
えばＵＬ共有データチャネル１６５、ＵＬ制御チャネル１７０）の送信電力を設定する。
【００４４】
　実施形態
　１．無線送受信装置（ＷＴＲＵ）の送信電力制御（ＴＰＣ）を実施する方法であって、
　（ａ）ＷＴＲＵが、設定点パラメータを決定することによって開ループセル内ＴＰＣ手
順を実施するステップと、
　（ｂ）ＷＴＲＵが、閉ループ補正係数を使用することによって、開ループセル内ＴＰＣ
手順によって決定された設定点パラメータを調整するための閉ループセル内ＴＰＣ手順を
実施するステップと
　を含む方法。
【００４５】
　２．設定点パラメータは、ＷＴＲＵから、サービス側セルに常駐するサービス側進化型
Ｎｏｄｅ　Ｂ（ｅＮｏｄｅＢ）までのアップリンク（ＵＬ）パスロスであり、
　閉ループ補正係数は、設定点パラメータに関連する開ループＴＰＣ関連誤差を補償する
ために使用される実施形態１に記載の方法。
【００４６】
　３．閉ループ補正係数は、アップリンク（ＵＬ）チャネル品質情報（ＣＱＩ）、および
目標信号対干渉雑音比（ＳＩＮＲ）の関数である実施形態１および２のいずれか１つに記
載の方法。
【００４７】
　４．設定点パラメータは、サービス側セルに常駐するサービス側進化型Ｎｏｄｅ　Ｂ（
ｅＮｏｄｅＢ）の目標信号対干渉雑音比（ＳＩＮＲ）であり、
　閉ループ補正係数は、設定点パラメータに関連する開ループＴＰＣ関連誤差を補償する
ために使用される実施形態１および３のいずれか１つに記載の方法。
【００４８】
　５．設定点パラメータは、サービス側セルに常駐するサービス側進化型Ｎｏｄｅ　Ｂ（
ｅＮｏｄｅＢ）のＵＬ干渉および雑音電力（ＩＮ0）であり、
　閉ループ補正係数は、設定点パラメータに関連する開ループＴＰＣ関連誤差を補償する
ために使用される実施形態１および３のいずれか１つに記載の方法。
【００４９】
　６．設定点パラメータは、サービス側セルに常駐するサービス側進化型Ｎｏｄｅ　Ｂ（
ｅＮｏｄｅＢ）の電力制御マージン（Ｋ）であり、
　閉ループ補正係数は、設定点パラメータに関連する開ループＴＰＣ関連誤差を補償する
ために使用される実施形態１および３のいずれか１つに記載の方法。
【００５０】
　７．送信電力制御（ＴＰＣ）を実施するための無線送受信装置（ＷＴＲＵ）であって、
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　（ａ）受信機と、
　（ｂ）送信機と、
　（ｃ）受信機および送信機に電気的に結合されたプロセッサであって、設定点パラメー
タを決定することによって開ループセル内ＴＰＣ手順を実施し、閉ループ補正係数を使用
することによって、開ループセル内ＴＰＣ手順によって決定された設定点パラメータを調
整するための閉ループセル内ＴＰＣ手順を実施するように構成されたプロセッサと
　を含むＷＴＲＵ。
【００５１】
　８．設定点パラメータは、ＷＴＲＵから、サービス側セルに常駐するサービス側進化型
Ｎｏｄｅ　Ｂ（ｅＮｏｄｅＢ）までのアップリンク（ＵＬ）パスロス、ＰＬであり、
　閉ループ補正係数は、設定点パラメータに関連する開ループＴＰＣ関連誤差を補償する
ために使用される実施形態７に記載のＷＴＲＵ。
【００５２】
　９．閉ループ補正係数は、アップリンク（ＵＬ）チャネル品質情報、および目標信号対
干渉雑音比（ＳＩＮＲ）の関数である実施形態７および８のいずれか１つに記載のＷＴＲ
Ｕ。
【００５３】
　１０．設定点パラメータは、サービス側セルに常駐するサービス側進化型Ｎｏｄｅ　Ｂ
（ｅＮｏｄｅＢ）の目標信号対干渉雑音比（ＳＩＮＲ）であり、
　閉ループ補正係数は、設定点パラメータに関連する開ループＴＰＣ関連誤差を補償する
ために使用される実施形態７および９のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
【００５４】
　１１．設定点パラメータは、サービス側セルに常駐するサービス側進化型Ｎｏｄｅ　Ｂ
（ｅＮｏｄｅＢ）のＵＬ干渉および雑音電力（ＩＮ0）であり、
　閉ループ補正係数は、設定点パラメータに関連する開ループＴＰＣ関連誤差を補償する
ために使用される実施形態７および９のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
【００５５】
　１２．設定点パラメータは、サービス側セルに常駐するサービス側進化型Ｎｏｄｅ　Ｂ
（ｅＮｏｄｅＢ）の電力制御マージン（Ｋ）であり、
　閉ループ補正係数は、設定点パラメータに関連する開ループＴＰＣ関連誤差を補償する
ために使用される実施形態７および９のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
【００５６】
　１３．無線送受信装置（ＷＴＲＵ）の送信電力制御（ＴＰＣ）を実施する方法であって
、
　（ａ）ＷＴＲＵが、ＷＴＲＵから、サービス側セルに常駐するサービス側進化型Ｎｏｄ
ｅ　Ｂ（ｅＮｏｄｅＢ）までの周期的アップリンク（ＵＬ）パスロス測定値に基づいて開
ループセル内ＴＰＣ手順を実施するステップと、
　（ｂ）ＷＴＲＵが、サービス側ｅＮｏｄｅＢによってＷＴＲＵに提供されたＵＬチャネ
ル品質情報（ＣＱＩ）に基づいて閉ループセル内ＴＰＣ手順を実施するステップと、
　（ｃ）ＷＴＲＵが、開ループセル内ＴＰＣ手順および閉ループセル内ＴＰＣ手順を実施
することによって生成されたパラメータ値の組合せに基づいて少なくとも１つのＵＬチャ
ネルの送信電力レベルを設定するステップと
　を含む方法。
【００５７】
　１４．（ｄ）ＷＴＲＵがＵＬ干渉／熱雑音（ＩｏＴ）ベースのセル間ＴＰＣ手順を実施
するステップをさらに含み、
　ステップ（ｃ）は、前記ＷＴＲＵが、開ループセル内ＴＰＣ手順、閉ループセル内ＴＰ
Ｃ手順、およびＩｏＴベースセル間ＴＰＣ手順を実施することによって生成されたパラメ
ータ値の組合せに基づいて少なくとも１つのＵＬチャネルの送信電力を設定するステップ
をさらに含む実施形態１３に記載の方法。
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【００５８】
　１５．少なくとも１つのＵＬチャネルはＵＬ共有データチャネルを含む実施形態１３お
よび１４のいずれか１つに記載の方法。
【００５９】
　１６．少なくとも１つのＵＬチャネルはＵＬ制御チャネルを含む実施形態１３および１
４のいずれか１つに記載の方法。
【００６０】
　１７．（ｅ）ＷＴＲＵのための初期ＵＬ送信段階を実施するステップをさらに含む実施
形態１４に記載の方法。
【００６１】
　１８．ステップ（ａ）はさらに、
　（ａ１）サービス側ｅＮｏｄｅＢが、複数の開ループパラメータをＷＴＲＵに知らせる
ステップであって、開ループパラメータは個々にまたは単一の合成パラメータとして知ら
される、ステップと、
　（ａ２）次式のように、ダウンリンク（ＤＬ）参照信号、およびサービス側ｅＮｏｄｅ
Ｂによって送信された開ループパラメータに基づいてＷＴＲＵの送信電力、ＰTxを決定す
るステップと
　を含み、
　該式は、
　ＰTx＝ｍａｘ（ｍｉｎ（ＳＩＮＲT＋ＰＬ＋ＩＮ0＋Ｋ，Ｐmax），Ｐmin）、
　であり、ただし、ＳＩＮＲTは、サービス側ｅＮｏｄｅＢのｄＢ単位の目標信号対干渉
雑音比（ＳＩＮＲ）であり、
　ＰＬは、ＤＬ参照信号に基づくサービス側ｅＮｏｄｅＢからＷＴＲＵまでのシャドウイ
ングを含めたｄＢ単位のパスロスであり、
　ＩＮ0は、サービス側ｅＮｏｄｅＢのｄＢｍ単位のＵＬ干渉および雑音電力であり、
　Ｋは、サービス側ｅＮｏｄｅＢのために使用される電力制御マージンであり、
　ＰmaxおよびＰminは、少なくとも１つのＵＬチャネルを介してＷＴＲＵによって行われ
る送信のそれぞれ最大および最小の送信電力レベル（ｄＢｍ）である実施形態１７に記載
の方法。
【００６２】
　１９．ステップ（ｄ）はさらに、
　（ａ１）次式のように、サービス側ｅＮｏｄｅＢによって送信されたダウンリンク（Ｄ
Ｌ）参照信号に基づいてＷＴＲＵの送信電力、ＰTxを決定するステップを含み、
　該式は、
　ＰTx＝ｍａｘ（ｍｉｎ（ＳＩＮＲT＋ＰＬ＋ＩＮ0＋Ｋ＋Δ（ＩｏＴs），Ｐmax），Ｐmi

n）、
　であり、ただし、ＳＩＮＲTは、サービス側ｅＮｏｄｅＢのｄＢ単位の目標信号対干渉
雑音比（ＳＩＮＲ）であり、
　ＰＬは、ＤＬ参照信号に基づくサービス側ｅＮｏｄｅＢからＷＴＲＵまでのシャドウイ
ングを含めたｄＢ単位のパスロスであり、
　ＩＮ0は、サービス側ｅＮｏｄｅＢのｄＢｍ単位のＵＬ干渉および雑音電力であり、
　Ｋは、サービス側ｅＮｏｄｅＢのために使用される電力制御マージンであり、
　ＰmaxおよびＰminは、少なくとも１つのＵＬチャネルを介してＷＴＲＵによって行われ
る送信のそれぞれ最大および最小の送信電力レベル（ｄＢｍ）であり、
　Δ（ＩｏＴs）は、最も強い隣接セルのＵＬ干渉負荷指標、ＩｏＴsの関数であるＵＬ負
荷制御ステップサイズを表す実施形態１７に記載の方法。
【００６３】
　２０．ステップ（ａ）はさらに、
　（ａ１）ＷＴＲＵが、初期ＵＬ送信段階の送信電力を設定するパスロスベースの開ルー
プセル内ＴＰＣ手順を実施するステップを含む実施形態１７に記載の方法。
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【００６４】
　２１．ＵＬ　ＣＱＩはＵＬ許可情報である実施形態１３～２０のいずれか１つに記載の
方法。
【００６５】
　２２．ステップ（ｄ）はさらに、
　（ｄ１）ｅＮｏｄｅＢがＵＬ干渉レベルを測定するステップと、
　（ｄ２）ｅＮｏｄｅＢが、測定されたＵＬ干渉レベルが事前定義された閾値を超えるか
どうか判断するステップと、
　（ｄ３）ｅＮｏｄｅＢが、測定されたＵＬ干渉レベルが事前定義された閾値を超えるか
どうか示す干渉負荷指標を定期的にまたはトリガベースでブロードキャストするステップ
と
　を含む実施形態１４に記載の方法。
【００６６】
　２３．測定されたＵＬ干渉レベルはＵＬ干渉／熱雑音（ＩｏＴ）測定値である実施形態
２２に記載の方法。
【００６７】
　２４．ステップ（ａ）および（ｂ）はステップ（ｅ）の後に実行され、ステップ（ｂ）
はさらに、
　（ｂ１）次式のようにＷＴＲＵ送信電力を計算するステップを含み、
　該式は、
　ＰLx＝ｍａｘ（ｍｉｎ（ＳＩＮＲT＋ＰＬ＋ＩＮ0＋Ｋ＋α・ｆ（ＣＱＩ，ＳＩＮＲT）
，Ｐmax），Ｐmin）、
　であり、ただし、ＳＩＮＲTは、サービス側ｅＮｏｄｅＢのｄＢ単位の目標信号対干渉
雑音比（ＳＩＮＲ）であり、
　ＰＬは、ＤＬ参照信号に基づくサービス側ｅＮｏｄｅＢからＷＴＲＵまでのシャドウイ
ングを含めたｄＢ単位のパスロスであり、
　ＩＮ0は、サービス側ｅＮｏｄｅＢのｄＢｍ単位のＵＬ干渉および雑音電力であり、
　Ｋは、サービス側ｅＮｏｄｅＢのために使用される電力制御マージンであり、
　ｆ（ＣＱＩ，ＳＩＮＲT）は、ＵＬ　ＣＱＩおよび対応する目標ＳＩＮＲに基づく閉ル
ープ補正係数であり、
　αは重み付け係数であり、
　ＰmaxおよびＰminは、少なくとも１つのＵＬチャネルを介してＷＴＲＵによって行われ
る送信のそれぞれ最大および最小の送信電力レベル（ｄＢｍ）である実施形態１７に記載
の方法。
【００６８】
　２５．０≦α≦１である実施形態２４に記載の方法。
【００６９】
　２６．閉ループ補正係数、ｆ（ＣＱＩ，ＳＩＮＲT）は、開ループＴＰＣ関連誤差を補
償するために使用される実施形態２４および２５のいずれか１つに記載の方法。
【００７０】
　２７．閉ループ補正係数、ｆ（ＣＱＩ，ＳＩＮＲT）は、ＵＬ　ＣＱＩがｅＮｏｄｅＢ
で受信されたＳＩＮＲを表すという事実を考慮して、サービス側ｅＮｏｄｅＢからのＵＬ
　ＣＱＩフィードバックに従ってＷＴＲＵによって、
　ｆ（ＣＱＩ，ＳＩＮＴT）＝ＳＩＮＲT－Ｅ｛ＳＩＮＲest（ＣＱＩ）｝（ｄＢ）
　となるように計算され、ただし、ＳＩＮＲest（ＣＱＩ）は、ＷＴＲＵがＵＬ　ＣＱＩ
フィードバックから導出するｅＮｏｄｅＢ受信ＳＩＮＲ推定値を表す実施形態２４～２６
のいずれか１つに記載の方法。
【００７１】
　２８．Ｅ｛ＳＩＮＲest（ＣＱＩ）｝は、次式となるような推定ＳＩＮＲの経時的な平
均値を示し、
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　Ｅ｛ＳＩＮＲest（ＣＱＩk）｝＝ρ・Ｅ｛ＳＩＮＲest（ＣＱＩk-1）｝＋（１－ρ）・
Ｅ｛ＳＩＮＲest（ＣＱＩk）｝、
　ただし、ＣＱＩkは第ｋの受信ＣＱＩを表し、０≦ρ≦１として、ρは平均フィルタ係
数である実施形態２７に記載の方法。
【００７２】
　２９．送信電力制御（ＴＰＣ）を実施するための無線送受信装置（ＷＴＲＵ）であって
、
　（ａ）受信機と、
　（ｂ）受信機に電気的に結合されたプロセッサであって、ＷＴＲＵから、サービス側セ
ルに常駐するサービス側進化型Ｎｏｄｅ　Ｂ（ｅＮｏｄｅＢ）までの周期的アップリンク
（ＵＬ）パスロス測定値に基づいて開ループセル内ＴＰＣ手順を実施し、サービス側ｅＮ
ｏｄｅＢから受信機によって受信されたＵＬチャネル品質情報（ＣＱＩ）に基づいて閉ル
ープセル内ＴＰＣ手順を実施するように構成されたプロセッサと、
　（ｃ）プロセッサに電気的に結合された送信機であって、開ループセル内ＴＰＣ手順お
よび閉ループセル内ＴＰＣ手順を実施することによって生成されたパラメータ値の組合せ
に基づく送信電力レベルを有する少なくとも１つのＵＬチャネルを生成するように構成さ
れた送信機と
　を含むＷＴＲＵ。
【００７３】
　３０．プロセッサはＵＬ干渉／熱雑音（ＩｏＴ）ベースのセル間ＴＰＣ手順を実施する
ように構成され、送信機は開ループセル内ＴＰＣ手順、閉ループセル内ＴＰＣ手順、およ
びＩｏＴベースセル間ＴＰＣ手順を実施することによって生成されたパラメータ値の組合
せに基づく送信電力レベルを有する少なくとも１つのＵＬチャネルを生成するように構成
される実施形態２９に記載のＷＴＲＵ。
【００７４】
　３１．少なくとも１つのＵＬチャネルはＵＬ共有データチャネルを含む実施形態２９お
よび３０のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
【００７５】
　３２．少なくとも１つのＵＬチャネルはＵＬ制御チャネルを含む実施形態２９および３
０のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
【００７６】
　３３．受信機は、サービス側ｅＮｏｄｅＢによる前記ＷＴＲＵへのシグナリングによっ
て知らされた複数の開ループパラメータを受信するように構成され、開ループパラメータ
は個々にまたは単一の合成パラメータとして知らされ、プロセッサは、次式のように、ダ
ウンリンク（ＤＬ）参照信号、およびサービス側ｅＮｏｄｅＢによって送信された開ルー
プパラメータに基づいてＷＴＲＵの送信電力、ＰTxを決定するように構成され、
　該式は、
　ＰTx＝ｍａｘ（ｍｉｎ（ＳＩＮＲT＋ＰＬ＋ＩＮ0＋Ｋ，Ｐmax），Ｐmin）、
　であり、ただし、ＳＩＮＲTは、サービス側ｅＮｏｄｅＢのｄＢ単位の目標信号対干渉
雑音比（ＳＩＮＲ）であり、
　ＰＬは、ＤＬ参照信号に基づくサービス側ｅＮｏｄｅＢからＷＴＲＵまでのシャドウイ
ングを含めたｄＢ単位のパスロスであり、
　ＩＮ0は、サービス側ｅＮｏｄｅＢのｄＢｍ単位のＵＬ干渉および雑音電力であり、
　Ｋは、サービス側ｅＮｏｄｅＢのために使用される電力制御マージンであり、
　ＰmaxおよびＰminは、少なくとも１つのＵＬチャネルを介してＷＴＲＵによって行われ
る送信のそれぞれ最大および最小の送信電力レベル（ｄＢｍ）である実施形態２９～３２
のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
【００７７】
　３４．プロセッサは、次式のように、サービス側ｅＮｏｄｅＢによって送信されたダウ
ンリンク（ＤＬ）参照信号に基づいてＷＴＲＵの送信電力、ＰTxを決定するように構成さ
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れ、
　該式は、
　ＰTx＝ｍａｘ（ｍｉｎ（ＳＩＮＲT＋ＰＬ＋ＩＮ0＋Ｋ＋Δ（ＩｏＴs），Ｐmax），Ｐmi

n）、
　であり、ただし、ＳＩＮＲTは、サービス側ｅＮｏｄｅＢのｄＢ単位の目標信号対干渉
雑音比（ＳＩＮＲ）であり、
　ＰＬは、ＤＬ参照信号に基づくサービス側ｅＮｏｄｅＢからＷＴＲＵまでのシャドウイ
ングを含めたｄＢ単位のパスロスであり、
　ＩＮ0は、サービス側ｅＮｏｄｅＢのｄＢｍ単位のＵＬ干渉および雑音電力であり、
　Ｋは、サービス側ｅＮｏｄｅＢのために使用される電力制御マージンであり、
　ＰmaxおよびＰminは、少なくとも１つのＵＬチャネルを介してＷＴＲＵによって行われ
る送信のそれぞれ最大および最小の送信電力レベル（ｄＢｍ）であり、
　Δ（ＩｏＴs）は、最も強い隣接セルのＵＬ干渉負荷指標、ＩｏＴsの関数であるＵＬ負
荷制御ステップサイズを表す実施形態３０に記載のＷＴＲＵ。
【００７８】
　３５．プロセッサは、初期ＵＬ送信段階の送信電力を設定するパスロスベースの開ルー
プセル内ＴＰＣ手順を実施するように構成される実施形態２９～３４のいずれか１つに記
載のＷＴＲＵ。
【００７９】
　３６．ＵＬ　ＣＱＩはＵＬ許可情報である実施形態２９～３５のいずれか１つに記載の
ＷＴＲＵ。
【００８０】
　３７．プロセッサは、次式のようにＷＴＲＵ送信電力を計算するように構成され、
　該式は、
　ＰLx＝ｍａｘ（ｍｉｎ（ＳＩＮＲT＋ＰＬ＋ＩＮ0＋Ｋ＋α・ｆ（ＣＱＩ，ＳＩＮＲT）
，Ｐmax），Ｐmin）、
　であり、ただし、ＳＩＮＲTは、サービス側ｅＮｏｄｅＢのｄＢ単位の目標信号対干渉
雑音比（ＳＩＮＲ）であり、
　ＰＬは、ＤＬ参照信号に基づくサービス側ｅＮｏｄｅＢからＷＴＲＵまでのシャドウイ
ングを含めたｄＢ単位のパスロスであり、
　ＩＮ0は、サービス側ｅＮｏｄｅＢのｄＢｍ単位のＵＬ干渉および雑音電力であり、
　Ｋは、サービス側ｅＮｏｄｅＢのために使用される電力制御マージンであり、
　ｆ（ＣＱＩ，ＳＩＮＲT）は、ＵＬ　ＣＱＩおよび対応する目標ＳＩＮＲに基づく閉ル
ープ補正係数であり、
　αは重み付け係数であり、
　ＰmaxおよびＰminは、少なくとも１つのＵＬチャネルを介してＷＴＲＵによって行われ
る送信のそれぞれ最大および最小の送信電力レベル（ｄＢｍ）である実施形態２９～３６
のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
【００８１】
　３８．０≦α≦１である実施形態３７に記載のＷＴＲＵ。
【００８２】
　３９．閉ループ補正係数、ｆ（ＣＱＩ，ＳＩＮＲT）は開ループＴＰＣ関連誤差を補償
するために使用される実施形態３７および３８のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
【００８３】
　４０．閉ループ補正係数、ｆ（ＣＱＩ，ＳＩＮＲT）は、ＵＬ　ＣＱＩがｅＮｏｄｅＢ
で受信されたＳＩＮＲを表すという事実を考慮して、サービス側ｅＮｏｄｅＢからのＵＬ
　ＣＱＩフィードバックに従ってＷＴＲＵによって、
　ｆ（ＣＱＩ，ＳＩＮＴT）＝ＳＩＮＲT－Ｅ｛ＳＩＮＲest（ＣＱＩ）｝（ｄＢ）
　となるように計算され、ただし、ＳＩＮＲest（ＣＱＩ）は、ＷＴＲＵがＵＬ　ＣＱＩ
フィードバックから導出するｅＮｏｄｅＢ受信ＳＩＮＲ推定値を表す実施形態３７～３９
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のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
【００８４】
　４１．Ｅ｛ＳＩＮＲest（ＣＱＩ）｝は、次式となるような推定ＳＩＮＲの経時的な平
均値を示し、
　該式は、
　Ｅ｛ＳＩＮＲest（ＣＱＩk）｝＝ρ・Ｅ｛ＳＩＮＲest（ＣＱＩk-1）｝＋（１－ρ）・
Ｅ｛ＳＩＮＲest（ＣＱＩk）｝、
　であり、ただし、ＣＱＩkは第ｋの受信ＣＱＩを表し、０≦ρ≦１として、ρは平均フ
ィルタ係数である実施形態４０に記載のＷＴＲＵ。
【００８５】
　４２．送信電力制御（ＴＰＣ）を実施するための進化型Ｎｏｄｅ　Ｂ（ｅＮｏｄｅＢ）
であって、
　（ａ）アップリンク（ＵＬ）干渉レベルを測定し、測定されたＵＬ干渉レベルが事前定
義された閾値を超えるかどうか判断するように構成されたプロセッサと、
　（ｂ）プロセッサに電気的に結合された送信機であって、測定されたＵＬ干渉レベルが
事前定義された閾値を超えるかどうか示す干渉負荷指標を定期的に、またはトリガベース
でブロードキャストするように構成された送信機と
　を含むｅＮｏｄｅＢ。
【００８６】
　４３．測定されたＵＬ干渉レベルはＵＬ干渉／熱雑音（ＩｏＴ）測定値である実施形態
４２に記載のｅＮｏｄｅＢ。
【００８７】
　４４．送信機は、ｅＮｏｄｅＢからＷＴＲＵまでの距離および所与の品質要件のうちの
少なくとも１つの関数として目標信号対干渉雑音比（ＳＩＮＲ）レベル、ＳＩＮＲTを無
線送受信装置（ＷＴＲＵ）に知らせるように構成される実施形態４２に記載のｅＮｏｄｅ
Ｂ。
【００８８】
　４５．所与の品質要件はブロック誤り率（ＢＬＥＲ）である実施形態４４に記載のｅＮ
ｏｄｅＢ。
【００８９】
　４６．（ｃ）目標品質値を目標ＳＩＮＲ値にマッピングするためにマッピングテーブル
を使用するように構成されたプロセッサに電気的に結合されたマッピングテーブルをさら
に含む実施形態４２～４５のいずれか１つに記載のｅＮｏｄｅＢ。
【００９０】
　４７．目標品質値はブロック誤り率（ＢＬＥＲ）である実施形態４６に記載のｅＮｏｄ
ｅＢ。
【００９１】
　４８．送信機はダウンリンク（ＤＬ）参照信号を生成するように構成される実施形態４
２～４７のいずれか１つに記載のｅＮｏｄｅＢ。
【００９２】
　４９．送信機は、電力制御マージン、Ｋを知らせるように構成される実施形態４２～４
８のいずれか１つに記載のｅＮｏｄｅＢ。
【００９３】
　５０．電力制御マージン、Ｋは、
　ＳＩＮＲT（組込み後）＝ＳＩＮＲT＋Ｋ（ｄＢ）
　となるように、目標ＳＩＮＲ、ＳＩＮＲTに組み込まれる実施形態４９に記載のｅＮｏ
ｄｅＢ。
【００９４】
　５１．プロセッサは、総ＵＬ干渉、および使用中の副搬送波のすべて、または副搬送波
のサブセットにわたってプロセッサによって平均された雑音レベル、ＩＮ0を測定しまた
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～５０のいずれか１つに記載のｅＮｏｄｅＢ。
【００９５】
　５２．送信機は、最大および最小のＵＬ送信電力レベル、ＰmaxおよびＰminを知らせる
ように構成される実施形態４２～５１に記載のｅＮｏｄｅＢ。
【００９６】
　５３．送信機は、ＵＬチャネル品質情報（ＣＱＩ）を知らせるように構成される実施形
態４２～５２のいずれか１つに記載のｅＮｏｄｅＢ。
【００９７】
　５４．ＵＬ　ＣＱＩは、ＵＬ許可情報、または元来ＵＬリンク適応のために知らされる
変調符号化セット（ＭＣＳ）情報を含む実施形態５３に記載のｅＮｏｄｅＢ。
【００９８】
　５５．送信機は、ＣＱＩフィードバック生成に使用されるチャネル品質情報（ＣＱＩ）
マッピング規則を知らせるように構成される実施形態４２～５４のいずれか１つに記載の
ｅＮｏｄｅＢ。
【００９９】
　本発明の特徴および要素について、諸実施形態において特定の組合せで述べたが、それ
ぞれの特徴または要素は、好ましい実施形態の他の特徴および要素なしで単独に使用して
もよいし、本発明の他の特徴および要素を伴うまたは伴わない様々な組合せで使用しても
よい。本明細書で提供される方法またはフローチャートは、コンピュータプログラム、ソ
フトウェア、あるいは汎用コンピュータまたはプロセッサによって実行するためにコンピ
ュータ読取り可能記憶媒体内に有形に具現化されたファームウェアで実施されてもよい。
コンピュータ読取り可能記憶媒体の例には、ＲＯＭ（read only memory）、ＲＡＭ（rand
om access memory）、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体記憶装置、内部ハードディス
クおよび取外し可能ディスクなどの磁気媒体、磁気光媒体、ならびにＣＤ－ＲＯＭディス
クおよびデジタル多用途ディスク（ＤＶＤ：digital versatile disk）などの光媒体が含
まれる。
【０１００】
　適切なプロセッサには、例を挙げると、汎用プロセッサ、特別目的プロセッサ、従来型
プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ：digital signal processor）、複数のマ
イクロプロセッサ、ＤＳＰコアに関連する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、コント
ローラ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ：Application Specif
ic Integrated Circuit）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ：Field P
rogrammable Gate Array）回路、他の任意のタイプの集積回路（ＩＣ：integrated circu
it）および／またはステートマシンが含まれる。
【０１０１】
　無線送受信装置（ＷＴＲＵ）、ユーザ装置（ＵＥ：user equipment）、端末、基地局、
無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ：radio network controller）または任意のホストコ
ンピュータで使用する無線周波数トランシーバを実装するために、ソフトウェアに関連す
るプロセッサが使用されてもよい。ＷＴＲＵは、カメラ、ビデオカメラモジュール、テレ
ビ電話、スピーカフォン、振動装置、スピーカ、マイクロホン、テレビトランシーバ、ハ
ンズフリーヘッドセット、キーボード、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、周
波数変調（ＦＭ：frequency modulated）無線装置、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：liquid 
crystal display）表示装置、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ：organic light-emitting 
diode）表示装置、デジタル音楽プレイヤー、メディアプレイヤー、ビデオゲームプレイ
ヤーモジュール、インターネットブラウザ、および／または任意の無線ローカルエリアネ
ットワーク（ＷＬＡＮ：wireless local area network）モジュールなど、ハードウェア
および／またはソフトウェアで実装されたモジュールと共に使用されてもよい。
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