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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】無線通信システムにおいて、アップリンク信号
対雑音比（ＳＮＲ）推定を与える方法及び装置を提供す
る。
【解決手段】第一のチャネルによって第一の信号が受信
され、第二のチャネルによって第二の信号が受信される
。ここで第二の信号は、第一の信号よりも高い信号電力
レベルで受信される。第二の信号の信号対雑音比（ＳＮ
Ｒ）が測定され、測定された第二の信号のＳＮＲに少な
くとも部分的に基づいて第一の信号のＳＮＲが決定され
る。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムのための方法であって、
　第一のチャネルによって第一の信号を、第二のチャネルによって第二の信号を受信する
ことであって、前記第二の信号は、前記第一の信号よりも高い信号電力で受信されること
と、
　前記第二の信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を測定することと、
　前記測定された第二の信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）に少なくとも部分的に基づいて前
記第一の信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を決定することとを備えた方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、第一のチャネルによって第一の信号を、第二のチャネ
ルによって第二の信号を受信することは少なくとも更に、
　少なくとも、前記第一のチャネルによってパイロット信号を、前記第二のチャネルによ
ってレートインジケータ信号を受信することであって、前記レートインジケータ信号は、
第三のチャネルによってデータ信号が受信されたデータレートを示すことを備えた方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法において、前記データ信号は、前記レートインジケータ信号及び
前記パイロット信号よりも高い信号電力レベルにおいて前記第三のチャネルによって受信
される方法。
【請求項４】
　請求項２に記載の方法において更に、
　前記データ信号が前記第三のチャネルによって受信される前記データレートに少なくと
も部分的に基づいて、前記レートインジケータ信号とパイロット信号との間の第一のチッ
プ毎エネルギー比を決定することを備えた方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の方法において、前記第一の信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を決定する
ことは更に、
　前記レートインジケータ信号とパイロット信号との間の前記第一のチップ毎エネルギー
比と、前記レートインジケータ信号の測定された信号対雑音比（ＳＮＲ）とに基づいて前
記パイロット信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を決定することを備えた方法。
【請求項６】
　請求項４に記載の方法において更に、
　前記データ信号が前記第三のチャネルによって受信されたデータレートに少なくとも部
分的に基づいて、前記データ信号とパイロット信号との間の第二のチップ毎エネルギー比
を決定することを更に備えた方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法において更に、
　前記レートインジケータ信号の測定された信号対雑音比（ＳＮＲ）と、前記第一のチッ
プ毎エネルギー比と、前記第二のチップ毎エネルギー比とに少なくとも基づいて前記デー
タ信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を決定することを備えた方法。
【請求項８】
　装置であって、
　第一のチャネルによって第一の信号を、第二のチャネルによって第二の信号を送信する
少なくとも一つの送信機であって、前記第二の信号は、前記第一の信号よりも高い信号電
力レベルで送信される少なくとも一つの送信機と、
　前記第一及び第二の信号を受信する少なくとも一つの受信機とを備え、
　前記受信機は、前記第二の信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を測定し、前記第二の信号の
測定された信号対雑音比（ＳＮＲ）に少なくとも部分的に基づいて前記第一の信号の信号
対雑音比（ＳＮＲ）を決定する装置。
【請求項９】
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　請求項８に記載の装置において、
　前記第一の信号はパイロット信号であり、前記第二の信号はレートインジケータ信号で
あり、前記レートインジケータ信号は、データ信号が第三のチャネルによって前記送信機
から受信されたデータレートを示す装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の装置において、
　前記データ信号は、前記レートインジケータ信号及び前記パイロット信号よりも高い信
号電力レベルで前記第三のチャネルによって受信される装置。
【請求項１１】
　請求項９に記載の装置において、
　前記受信機は、前記データ信号が前記第三のチャネルによって受信された前記データレ
ートに少なくとも部分的に基づいて前記レートインジケータ信号とパイロット信号との間
の第一のチップ毎エネルギー比を決定する装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の装置において、
　前記受信機は、前記レートインジケータ信号とパイロット信号との間の前記第一のチッ
プ毎エネルギー比と、前記レートインジケータ信号の測定された信号対雑音比（ＳＮＲ）
とに基づいて前記パイロット信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を決定する装置。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の装置において、
　前記受信機は、前記データ信号が前記第三のチャネルによって受信された前記データレ
ートに少なくとも部分的に基づいて前記データ信号とパイロット信号との間の第二のチッ
プ毎エネルギー比を決定する装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の装置において、
　前記受信機は、少なくとも前記レートインジケータ信号の測定された信号対雑音比（Ｓ
ＮＲ）と、前記第一のチップ毎エネルギー比と、前記第二のチップ毎エネルギー比とに基
づいて、前記データ信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を決定する装置。
【請求項１５】
　請求項８に記載の装置において、
　前記送信機は移動端末であり、前記受信機は基地トランシーバサイトである装置。
【請求項１６】
　請求項８に記載の装置において、
　前記送信機と前記受信機とは、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）スキームを経由して通信
する装置。
【請求項１７】
　デバイスであって、
　第一のチャネルによって第一の信号を、第二のチャネルによって第二の信号を受信する
受信機であって、前記第二の信号は、前記第一の信号よりも高い信号電力で受信される受
信機と、
　前記第二の信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を測定し、前記測定された第二の信号の信号
対雑音比（ＳＮＲ）に少なくとも部分的に基づいて前記第一の信号の信号対雑音比（ＳＮ
Ｒ）を決定するプロセッサとを備えたデバイス。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のデバイスにおいて、
　前記第一の信号はパイロット信号であり、前記第二のチャネルはレートインジケータ信
号であり、前記レートインジケータ信号は、データ信号が第三のチャネルを介して前記受
信機によって受信されたデータレートを示すデバイス。
【請求項１９】
　請求項１８に記載のデバイスにおいて、
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　前記データ信号が、前記レートインジケータ信号及び前記パイロット信号よりも高い信
号電力レベルで前記第三のチャネルによって受信されるデバイス。
【請求項２０】
　請求項１８に記載のデバイスにおいて、
　前記プロセッサが、前記データ信号が前記第三のチャネルによって受信された前記デー
タレートに少なくとも部分的に基づいて前記レートインジケータ信号とパイロット信号と
の間の第一のチップ毎エネルギー比を決定するデバイス。
【請求項２１】
　請求項２０に記載のデバイスにおいて、
　前記プロセッサが、前記レートインジケータ信号とパイロット信号との間の前記第一の
チップ毎エネルギー比と、前記レートインジケータ信号の測定された信号対雑音比（ＳＮ
Ｒ）とに基づいて前記パイロット信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を決定するデバイス。
【請求項２２】
　請求項２０に記載のデバイスにおいて、
　前記プロセッサが、前記データ信号が前記第三のチャネルによって受信された前記デー
タレートに少なくとも部分的に基づいて前記データ信号とパイロット信号との間の第二の
チップ毎エネルギー比を決定するデバイス。
【請求項２３】
　請求項２２に記載のデバイスにおいて、
　前記プロセッサが、少なくとも前記レートインジケータ信号の測定された信号対雑音比
（ＳＮＲ）と、前記第一のチップ毎エネルギー比と、前記第二のチップ毎エネルギー比と
に基づいて、前記データ信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を決定するデバイス。
【請求項２４】
　移動端末であって、
　第一のチャネルによって第一の信号を、第二のチャネルによって第二の信号を基地トラ
ンシーバサイトに送信する送信機であって、前記第二の信号は、前記第一の信号よりも高
い信号電力レベルで送信される送信機を備え、
　前記基地トランシーバサイトが、第一及び第二の信号を受信し、前記第二の信号の信号
対雑音比（ＳＮＲ）を測定し、前記第二の信号の測定された信号対雑音比（ＳＮＲ）に少
なくとも部分的に基づいて前記第一の信号の信号対雑音比(ＳＮＲ）を決定する移動端末
。
【請求項２５】
　請求項２４に記載の移動端末において、
　前記第一の信号はパイロット信号であり、前記第二の信号はレートインジケータ信号で
あり、
　前記レートインジケータ信号は、データ信号が第三のチャネルを介して前記基地トラン
シーバサイトによって受信されたデータレートを示す移動端末。
【請求項２６】
　請求項２５に記載の移動端末において、
　前記データ信号は、前記レートインジケータ信号及び前記パイロット信号よりも高い信
号電力レベルで前記第三のチャネルによって受信される移動端末。
【請求項２７】
　請求項２５に記載の移動端末において、
　前記基地トランシーバサイトが、前記データ信号が前記第三のチャネルによって受信さ
れた前記データレートに少なくとも部分的に基づいて前記レートインジケータ信号とパイ
ロット信号との間の第一のチップ毎エネルギー比を決定する移動端末。
【請求項２８】
　請求項２７に記載の移動端末において、
　前記基地トランシーバサイトが、前記レートインジケータ信号とパイロット信号との間
の前記第一のチップ毎エネルギー比と、前記レートインジケータ信号の測定された信号対
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雑音比（ＳＮＲ）とに基づいて前記パイロット信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を決定する
移動端末。
【請求項２９】
　請求項２７に記載の移動端末において、
　前記基地トランシーバサイトが、前記データ信号が前記第三のチャネルによって受信さ
れた前記データレートに少なくとも部分的に基づいて前記データ信号とパイロット信号と
の間の第二のチップ毎エネルギー比を決定する移動端末。
【請求項３０】
　請求項２９に記載の移動端末において、
　前記基地トランシーバサイトが、少なくとも前記レートインジケータ信号の測定された
信号対雑音比（ＳＮＲ）と、前記第一のチップ毎エネルギー比と、前記第二のチップ毎エ
ネルギー比とに基づいて、前記データ信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を決定する移動端末
。
【請求項３１】
　無線通信システムのための方法を組み込んだコンピュータ読取可能媒体であって、前記
方法は、
　第一のチャネルによって第一の信号を、第二のチャネルによって第二の信号を受信する
ことであって、前記第二の信号は、前記第一の信号よりも高い信号電力で受信されること
と、
　前記第二の信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を測定することと、
　前記第二の信号の測定された信号対雑音比（ＳＮＲ）に少なくとも部分的に基づいて前
記第一の信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を決定することとを備えたコンピュータ読取可能
媒体。
【請求項３２】
　請求項３１に記載の方法において、第一のチャネルによって第一の信号を、第二のチャ
ネルによって第二の信号を受信することは少なくとも更に、
　少なくとも、前記第一のチャネルによってパイロット信号を、前記第二のチャネルによ
ってレートインジケータ信号を受信することであって、前記レートインジケータ信号は、
第三のチャネルによってデータ信号が受信されたデータレートを示すことを備えた方法。
【請求項３３】
　請求項３２に記載の方法において、
　前記データ信号は、前記レートインジケータ信号及び前記パイロット信号よりも高い信
号電力レベルにおいて前記第三のチャネルによって受信される方法。
【請求項３４】
　請求項３２に記載の方法において更に、
　前記データ信号が前記第三のチャネルによって受信される前記データレートに少なくと
も部分的に基づいて、前記レートインジケータ信号とパイロット信号との間の第一のチッ
プ毎エネルギー比を決定することを備えた方法。
【請求項３５】
　請求項３４に記載の方法において、前記第一の信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を決定す
ることは更に、
　前記レートインジケータ信号とパイロット信号との間の前記第一のチップ毎エネルギー
比と、前記レートインジケータ信号の測定された信号対雑音比（ＳＮＲ）とに基づいて前
記パイロット信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を決定することを備えた方法。
【請求項３６】
　請求項３４に記載の方法において更に、
　前記データ信号が前記第三のチャネルによって受信されたデータレートに少なくとも部
分的に基づいて、前記データ信号とパイロット信号との間の第二のチップ毎エネルギー比
を決定することを更に備えた方法。
【請求項３７】
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　請求項３６に記載の方法において更に、
　少なくとも前記レートインジケータ信号の測定された信号対雑音比（ＳＮＲ）と、前記
第一のチップ毎エネルギー比と、前記第二のチップ毎エネルギー比とに基づいて前記デー
タ信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を決定することを備えた方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、無線通信システムに関し、特に、無線通信システムにおいて、アッ
プリンク信号対雑音比（ＳＮＲ）推定を与える方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信技術は、ここ数年、爆発的な成長を遂げた。この成長は、第一に、ハードワイ
ヤ通信システムに「拘束」されていたことは対照的に、自由化の動きを通信一般に提供す
る無線サービスによって促進された。それは、とりわけ、無線媒体による音声通信及びデ
ータ通信の品質と速度とを高めることによっても促進された。これら通信分野の発展の結
果として、無線通信は、成長し続けている多くの通信一般に対して、重要な影響を持って
おり、今後も持ち続けるであろう。
【０００３】
　無線通信システムの一つの種類は、音声とデータとの両方の通信をサポートするように
構成された広帯域符号分割多元接続（Ｗ－ＣＤＭＡ）システムを含む。このシステムは、
複数の移動端末と無線リンクによって通信する多数の基地トランシーバサイトを持つ。基
地トランシーバサイトは、データ及び制御情報を、１セットの順方向リンクチャネルによ
って移動端末に送信する。移動端末は、データ及び制御情報を、１セットの逆方向リンク
チャネルによって基地トランシーバサイトに送る。特に、移動端末から基地トランシーバ
サイトへ送信された逆方向リンクチャネルは、とりわけパイロットチャネル、トラフィッ
クチャネル、及びレートインジケータチャネルを含んでいる。トラフィックチャネルは、
移動端末から基地トランシーバサイトへデータを送信する。レートインジケータチャネル
は、基地トランシーバサイトにデータレートを提供し、トラフィックチャネルによってデ
ータが送信されているレートを示す。パイロットチャネルは、トラフィックチャネル上の
データを復調する振幅及び位相基準のために基地トランシーバサイトによって使用される
。
【０００４】
　逆方向リンクチャネルは、一般に、移動端末と基地トランシーバサイトとの間の通信媒
体を通じた変動による受信信号における変動を補償するために電力制御されている。この
電力制御プロセスは、通常、パイロットチャネルの信号対雑音比（ＳＮＲ）を測定するこ
とに基づいている。例えば、基地トランシーバサイトは、移動端末から受信したパイロッ
トチャネルのＳＮＲを定期的に測定し、それを目標ＳＮＲと比較する。測定されたＳＮＲ
が目標ＳＮＲを下回っていれば、基地トランシーバサイトは、移動端末に「ＵＰ」コマン
ドを送信する。これは、移動端末に対して、他のチャネル同様に、パイロットチャネルの
電力レベルを上げるように命令する。測定されたＳＮＲが目標ＳＮＲを上回っているので
あれば、基地トランシーバサイトは、移動端末に「ＤＯＷＮ」コマンドを送る。これは、
移動端末に対して、チャネルの電力レベルを下げるように命令する。移動端末は、固定さ
れた上方ステップ又は下方ステップによってチャネルの送信電力を増加又は減少する。
【０００５】
　一般に、トラフィックチャネル上のデータレートが増加すると、増加したデータレート
に適合するために、トラフィックチャネルの信号電力も、移動端末によって増加される。
通信リンクの効率的な動作のため、一般にパイロット電力は、高いデータレートについて
より良い位相推定を提供するために、増加される必要がある。しかしながら、移動端末が
、逆方向リンクチャネルの各々によって送信する最大の合計信号電力は、有限な電力量に
制限されているので、パイロットチャネルの信号電力レベルは、ノミナル信号電力レベル



(7) JP 2011-19257 A 2011.1.27

10

20

30

40

50

に設定される。これによって、トラフィックチャネルの信号電力レベルにおける増加が、
増加したデータレートに適合し、パイロットチャネルオーバヘッドを最小にすることを可
能とする。パイロットチャネルの信号電力レベルをノミナル信号電力レベルに維持するこ
とによって、パイロットチャネルのＳＮＲの推定は、高い信号電力レベルで送信されたほ
ど正確ではないかもしれない。その結果、無線通信システムの内部ループ電力制御が、パ
イロットチャネル上で送信され測定された低い信号電力レベルのＳＮＲの信頼性が低下す
ることによって、不利に影響を受けるかもしれない。
【０００６】
　本発明は、上述した一つ又は複数の問題を克服するか、又は少なくともその影響を低減
することに向けられている。
【発明の概要】
【０００７】
　本出願は、Atty. Docket No.030223P1に関連し、"Method and Apparatus for a Revers
e Link Communication in a Communication System"と題され、２００３年３月６日に出
願された米国仮出願番号６０／４５２，７９０号の優先権を主張する。
【０００８】
　本発明の一つの局面では、無線通信システムにおける方法が提供される。この方法は、
第一のチャネルによって第一の信号と、第二のチャネルによって第二の信号とを受信する
ことを含む。ここで、第二の信号は、第一の信号よりも高い信号電力レベルにおいて受信
される。第二の信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）が測定され、第一の信号のＳＮＲが、測定
された第二の信号のＳＮＲに少なくとも部分的に基づいて決定される。
【０００９】
　本発明の別の局面では、装置が提供される。この装置は、第一のチャネルによって第一
の信号と、第二のチャネルによって第二の信号とを送信する少なくとも一つの送信機を備
える。ここで第二の信号は、第一の信号よりも高い信号電力レベルで送信される。このシ
ステムは更に、第一の信号及び第二の信号を受信する少なくとも一つの受信機を備えてい
る。この受信機は、第二の信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を測定し、測定された第二の信
号のＳＮＲに少なくとも部分的に基づいて第一の信号のＳＮＲを決定する。
【００１０】
　本発明の別の局面では、デバイスが提供される。このデバイスは、第一のチャネルによ
って第一の信号と、第二のチャネルによって第二の信号とを受信する。ここで第二の信号
は、第一の信号よりも高い信号電力レベルで受信される。この受信機デバイスは更に、第
二の信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を測定し、測定された第二の信号のＳＮＲに少なくと
も部分的に基づいて第一の信号のＳＮＲを決定するプロセッサを備える。
【００１１】
　本発明の別の局面では、移動端末が提供される。移動端末は、第一のチャネルによって
第一の信号を、第二のチャネルによって第二の信号を基地トランシーバサイトに送信する
送信機を備えている。ここで第二の信号は、第一の信号よりも高い信号電力レベルで送信
される。基地トランシーバサイトは、第一の信号と第二の信号とを受信し、第二の信号の
信号対雑音比（ＳＮＲ）を測定し、測定した第二の信号のＳＮＲに少なくとも部分的に基
づいて第一の信号のＳＮＲを決定する。
【００１２】
　本発明の別の局面では、無線通信システムのための方法を組み込んだコンピュータ読取
可能媒体が提供される。この方法は、第一のチャネルによって第一の信号を、第二のチャ
ネルによって第二の信号を受信する。ここで第二の信号は、第一の信号よりも高い信号電
力レベルで受信される。第二の信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）が測定され、測定した第二
の信号のＳＮＲに少なくとも部分的に基づいて第一の信号のＳＮＲが決定される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明の一つの例示的な実施例に従った無線通信システムのブロック図
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である。
【図２】図２は、図１の無線通信システムにおいて通信する移動端末のより詳細な表現を
示す。
【図３】図３は、図１の無線通信システム内の基地トランシーバサイトのより詳細な表現
を示す。
【図４】図４は、移動端末と基地トランシーバサイトとの間で使用される順方向リンク及
び逆方向リンクを示す図である。
【図５Ａ】図５Ａは、符号分割多元（ＣＤＭ）方法におけるレートインジケータチャネル
の送信を示す。
【図５Ｂ】図５Ｂは、時分割多元（ＴＤＭ）方法におけるレートインジケータチャネルの
送信を示す。
【図６】図６は、移動端末によって基地トランシーバへトラフィックチャネル、レートイ
ンジケータ、及びパイロットチャネルが送信される相対的な信号電力レベルを伝えるプロ
ットを示す。
【図７】図７は、基地トランシーバサイトに格納され、各逆方向リンクチャネルのＲＩＣ
Ｈ対パイロット比と、トラフィック対パイロット比と、トラフィックチャネルのデータレ
ートとの間の関係を与えるルックアップテーブルを示す。
【図８】図８は、本発明の一つの実施例に従ってパイロットＳＮＲとシンボルＳＮＲとの
推定を与える方法を説明するフロー図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図面、特に図１に示すように、本発明の一つの実施例に従った無線通信システム１００
が示されている。無線通信システム１００は、複数のトランシーバサイト（ＢＴＳ）１１
０と通信する複数の移動端末（ＭＴ）１０５を備えている。移動端末（ＭＴ）１０５は、
無線通信システム１００を横切るので、これらトランシーバサイト（ＢＴＳ）１１０は、
移動端末１０５との連続的な通信受信地域を提供するために地理的に分散されている。
【００１５】
　例えば、移動端末１０５は、無線電話、パーソナル情報マネジャ（ＰＩＭ：ｐｅｒｓｏ
ｎａｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｍａｎａｇｅｒ）、パーソナルデジタルアシスタンツ
（ＰＤＡ）、又は無線通信のために構成されたその他の種類のコンピュータ端末の形態を
とる。基地トランシーバサイト１１０は、無線通信チャネル１１５の順方向リンクによっ
てデータを移動端末１０５に送信し、移動端末１０５は、このチャネル１１５の逆方向リ
ンクによってデータを基地トランシーバサイト１１０に送信する。
【００１６】
　一つの実施例では、無線通信システム１００は、一般に、Ｗ－ＣＤＭＡ（広帯域符号分
割多元接続）仕様に適合する。Ｗ－ＣＤＭＡは、ＩＳ－９５規格に基づく第３世代（３Ｇ
）無線通信規格である。例示した実施例に従って、無線通信システム１００は、Ｗ－ＣＤ
ＭＡ規格の３ＧＰＰ（第３世代パートナシッププロジェクト）リリース６を用いて動作す
ることが意図されているが、他の実施例が、Ｗ－ＣＤＭＡ規格の別のリリースで実施され
るかもしれない。別の実施例では、無線通信システム１００が、ｃｄｍａ２０００規格の
３ＧＰＰ２改訂Ｄに従って動作しうる。ここで記載された実施例は、限定するのではなく
、典型的なものとして考慮されるべきであることが理解されよう。従って、システム１０
０は、本発明の精神及び範囲から逸脱することなく、様々な他の種類の無線通信システム
の形態もとりうる。
【００１７】
　各基地トランシーバサイト１１０は、基地局コントローラ（ＢＳＣ）１２０に接続して
いる。基地局コントローラ（ＢＳＣ）１２０は、無線通信システム１００の基地トランシ
ーバサイト１１０と、その他の通信システム構成要素との間の接続を制御する。基地トラ
ンシーバサイト１１０と基地局コントローラ１２０とは集合的に、無線通信システム１０
０内で通信する複数の移動端末１０５とデータ伝送を行う無線アクセスネットワーク（Ｒ
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ＡＮ：ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｎｅｔｗｏｒｋ）を形成する。基地トランシーバサイ
ト１１０は、有線Ｅ１又はＴ１リンクの形態をとりうる通信リンク１２５によって基地局
コントローラ１２０に接続される。しかしながら、通信リンク１２５は、必ずしも限定さ
れる訳ではないが、マイクロ波、光ファイバ等を含む多くの有線又は無線通信媒体のうち
の任意の一つを用いても具体化される。更に、図１の無線通信システム１００の簡略図は
、本発明を伝える場合の簡略化のために過ぎない。しかしながら、本無線通信システム１
００は、本発明の精神及び範囲から逸脱することなく任意の数の移動端末１０５、基地ト
ランシーバサイト１１０、及び基地局コントローラ１２０を用いて構成されることが理解
されよう。
【００１８】
　基地局コントローラ１２０は、無線通信システム１００の外部であって、移動端末１０
５が利用可能な通信機能を効果的に拡張するために種々の通信システム構成要素に接続さ
れている。この通信システム構成要素は、移動端末１０５がアクセスするためのインター
ネット１６０、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）１５０、及びデータサーバ１４０を含む。図
１に例示する通信システム構成要素は、典型的な目的のためだけであり、無線通信システ
ム１００は、本発明の精神及び範囲から逸脱することなく、種々のその他の通信システム
構成要素とインタフェースすることが理解されよう。
【００１９】
　図２に示すように、移動端末１０５のより詳細な表現が、本発明の一つの実施例に従っ
て示されている。そのより簡単な形態では、移動端末１０５は、無線通信チャネル１１５
の逆方向リンクによって基地トランシーバサイト１１０にデータを送信する送信機２０５
を備えている。移動端末１０５はまた、無線通信チャネル１１５の順方向リンクによって
、基地トランシーバサイト１１０から送信されたデータを受信する受信機２１０を含んで
いる。別の実施例では、送信機２０５と受信機２１０とが、本図で例示するように２つの
個別エンティティとして具体化されているのとは逆に、単一のトランシーバユニットに結
合されうる。送信機２０５と受信機２１０とは、無線通信チャネル１１５によるデータの
無線送信及び受信を容易にするためにアンテナ２１５に結合される。
【００２０】
　移動端末１０５は更に、様々な動作機能を制御するためのプロセッサ２２０と、データ
を格納するためのメモリ２２５とを備えている。一つの実施例では、プロセッサ２２０は
、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ：ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏ
ｒ）チップの形態をとりうる。しかしながら、プロセッサ２２０は、その他の様々な市販
され利用可能なプロセッサ又はコントローラの形態をとりうることが理解されよう。
【００２１】
　移動端末１０５はまた、データ入力ユニット２３０を備えている。データ入力ユニット
２３０は、送信用のデータを、無線通信チャネル１１５によって基地トランシーバサイト
１１０に提供する。データ入力ユニット２３０は、マイクロフォンの形態をとるかもしれ
ない。あるいは、例えばコンピュータ端末のようなデータ生成デバイスからの入力である
かもしれない。データ入力ユニット２３０は、プロセッサ２２０にデータを提供するため
のその他の様々な形態で実施されるかもしれず、従って、必ずしも上述した例に限定され
る必要はないことが理解されよう。
【００２２】
　データ入力ユニット２３０を通じて取得されたデータは、プロセッサ２２０によって処
理され、その後、無線通信チャネル１１５の逆方向リンクによる基地トランシーバサイト
１１０への送信のために送信機２０５に転送される。基地トランシーバサイト１１０から
、無線通信チャネル１１５の順方向リンクによって受信機２１０によって受信されたデー
タは、処理のためにプロセッサ２２０に転送され、その後、例えば、移動端末１０５のユ
ーザに対する表示のような様々な目的のためにデータ出力ユニット２３５に転送される。
データ出力ユニット２３５は、スピーカ、ビジュアルディスプレイ、及びデータデバイス
（例えば、コンピュータ端末）への出力のうちの少なくとも一つ、又はこれらの任意の組
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み合わせの形態をとりうる。データ出力ユニット２３５は、種々のその他のビジュアルデ
バイス又は可聴デバイスを備えており、上述した例に必ずしも限定される訳ではないこと
が理解されよう。更に、図２に示す移動端末１０５の簡略化した描写は、本発明を伝える
場合の簡略化のために過ぎない。従って、移動端末１０５は、例示したものの他に、移動
端末１０５のその他の様々な特徴及び／又は機能を可能にするためのその他の構成要素を
も含みうることが理解されよう。
【００２３】
　図３に示すように、本発明の一つの実施例に従って、基地トランシーバサイト１１０の
より詳細な表現が示されている。そのより簡単な形態では、基地トランシーバサイト１１
０は、無線通信チャネル１１５の順方向リンクによって移動端末１０５へデータを送信す
る送信機３０５と、無線通信チャネル１１５の逆方向リンクによって移動端末１０５から
データを受信する受信機３１０とを備えている。別の実施例では、送信機３０５と受信機
３１０とが、例示するような２つの個別エンティティで具体化されているのとは逆に、単
一のトランシーバユニットに結合される。送信機３０５と受話機３１０とは、無線通信チ
ャネル１１５によるデータの送受信を容易にするためにアンテナ３１５に接続されている
。
【００２４】
　基地トランシーバサイト１１０は更に、様々な動作特性を制御するプロセッサ３２０と
、データを格納するためのメモリ３２５を備えて構成されている。一つの実施例では、プ
ロセッサ３２０は、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）チップの形態をとる。しかしなが
ら、プロセッサ３２０は、その他様々な、市販され利用可能なプロセッサ又はコントロー
ラの形態をとりうることが理解されよう。基地トランシーバサイト１１０は更に、基地ト
ランシーバサイト１１０を基地局コントローラ１２０にインタフェースする通信インタフ
ェース３４０を備えている。基地トランシーバサイト１１０は、例示した以外の様々な機
能を実現するために、追加の構成要素を備えて構成されうることが理解されよう。
【００２５】
　無線通信チャネル１１５は、基地トランシーバサイト１１０と移動端末１０５との間の
通信のための様々なチャネルを含む。図４に示すように、基地トランシーバサイト１１０
と移動端末１０５との間の複数のチャネルを例示する図が示されている。基地トランシー
バサイト１１０は、順方向リンクチャネル４１０のセットを経由して移動端末１０５へと
データを送信する。これら順方向リンクチャネル４１０は一般に、データが送信されるデ
ータチャネルと、制御信号が送信される制御チャネルとを含む。
【００２６】
　移動端末１０５は、データチャネルと制御チャネルとの両方を含む逆方向リンクチャネ
ル４２０のセットを経由して基地トランシーバサイト１１０にデータを送信する。特に、
移動端末１０５は、専用物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ:ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｐｈｙｓ
ｉｃａｌ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）（例えば、パイロットチャネル）４２２、
専用物理データチャネル（Ｒ－ＤＰＤＣＨ:ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄ
ａｔａ　ｃｈａｎｎｅｌ）（例えば、トラフィックチャネル）４２４、及びレートインジ
ケータチャネル（Ｒ－ＲＩＣＨ）４２６によって基地トランシーバサイト１１０に情報を
送信する。これら逆方向リンクチャネル４２０によって移動端末１０５から基地トランシ
ーバサイト１１０に送信された情報は、ビットによって表される。数ビットがフレームに
グループ分けされ、変調シンボルに符号化される。そして、この変調シンボルが、適切な
逆方向リンクチャネル４２０によって基地トランシーバサイト１１０に送信される。例え
ば、レートインジケータビットは、レートインジケータ変調シンボルに符号化され、その
後、レートインジケータチャネルＲ－ＲＩＣＨ４２６によって送信される。同様に、トラ
フィックデータのビットは、データ変調シンボルに符号化され、トラフィックチャネルＲ
－ＤＰＤＣＨ４２４によって送信される。
【００２７】
　トラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４は、データのフレームからなる信号を、移
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動端末１０５から基地トランシーバサイト１１０へ搬送する。これらのフレームが送信さ
れるデータレートは、一般に可変である。通常、トラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４
２４によってデータレートが増加するので、トラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４
によってデータトラフィック信号を送信するために必要な電力量もまた増加する。
【００２８】
　レートインジケータチャネルＲ－ＲＩＣＨ４２６は、トラフィックチャネルＲ－ＤＰＤ
ＣＨ４２４上で送信されたデータトラフィックフレームに対応するレートインジケータフ
レームを備えた信号を搬送する。レートインジケータフレームの各々は、対応するデータ
トラフィックフレームのデータレートを識別する。レートインジケータチャネルＲ－ＲＩ
ＣＨ４２６は更に、ハイブリッド自動反復要求（ＨＡＲＱ：Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａ
ｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）（例えば、サブパケットＩＤ、冗長バージョン
等）情報を搬送する。これによって、基地トランシーバサイト１１０は、トラフィックチ
ャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４を復号することが可能となる。このＨＡＲＱビットによって
、基地トランシーバサイト１１０は、受信したデータシンボルを、復号前に、トラフィッ
クチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４による前の送信とソフトコンバインするか、又は受信し
たシンボルを独立して復号するかの何れかが可能となる。レートインジケータチャネルＲ
－ＲＩＣＨ４２６は一般に固定された低いデータレートである。
【００２９】
　パイロットチャネルＤＰＣＣＨ４２２は、例えば、トラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣ
Ｈ４２４上でデータを復調する振幅基準及び位相基準を提供するパイロット信号を搬送す
る。従って、パイロットチャネルＤＰＣＣＨ４２２は、移動端末１０５からの受信信号を
復調する基地トランシーバサイト１１０によって復調基準として使用される。例示した実
施例に従うと、移動端末１０５が、高い信号電力でトラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ
４２４によって送信し、送信された高いデータレートに適合することを可能にするために
、パイロット信号は固定された低いデータレートを持つ。
【００３０】
　一つの実施例では、レートインジケータチャネルＲ－ＲＩＣＨ４２６は、図５Ａに例示
するような符号分割多元（ＣＤＭ）手法で送信される。ここでは、レートインジケータチ
ャネルＲ－ＲＩＣＨ４２６が、トラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４から個別の符
号チャネルで送信される。別の実施例では、レートインジケータチャネルＲ－ＲＩＣＨ４
２６が、図５Ｂに例示するような時分割ベースの同一符号チャネル上のトラフィックチャ
ネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４を用いて時分割多元（ＴＤＭ）手法で送信される。
【００３１】
　一般に、トラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４上のデータレートが増加すると、
増加したデータレートに適合するために、トラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４の
信号電力も移動端末１０５によって増加される。通信リンクの効率的な動作のために、高
いデータレートに対してより良い位相推定を与えるため、一般に、パイロット電力が増加
される。逆方向リンクチャネル４２０の各々によって移動端末１０５が送信する最大合計
信号電力は、有限な電力量に限定されるので、パイロットチャネルＤＰＣＣＨ４２２の信
号電力レベルは、トラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４の信号電力レベルの増加が
、増加したデータレートに適合し、パイロットチャネルＤＰＣＣＨ４２２オーバヘッドを
最小にするためにノミナル信号電力レベルに設定される。
【００３２】
　しかしながら、パイロットチャネルＤＰＣＣＨ４２２の信号電力レベルをノミナル信号
電力レベルに維持することによって、パイロットチャネルＤＰＣＣＨ４２２の信号対雑音
比（ＳＮＲ）の推定は、高い信号電力レベルで送信されたほど正確ではないかもしれない
。パイロットチャネルＤＰＣＣＨ４２２よりも高い信号電力レベルで送信されたレートイ
ンジケータチャネルＲ－ＲＩＣＨ４２６のＳＮＲを測定することによって、パイロットチ
ャネルＳＮＲのより正確な推定が決定される。パイロットチャネルＤＰＣＣＨ４２２のよ
り正確なＳＮＲの達成の結果として、無線通信システム１００は、より効率的な内部ルー
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プ電力制御と、ターボ復号のためのシンボルスケーリングとを達成できる。
【００３３】
　図６に示すように、トラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４と、レートインジケー
タチャネルＲ－ＲＩＣＨ４２６と、パイロットチャネルＤＰＣＣＨ４２２とが、移動端末
１０５によって基地トランシーバサイト１１０へ送信された相対信号電力レベルを例示す
るパイロットが、特定のデータレートに対して示される。この例示した実施例に従うと、
パイロットチャネルＤＰＣＣＨ４２２の信号電力レベルがノミナルレベルに維持され、ト
ラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４が、高いデータレートに適合するために高い信
号電力レベルで送信されるようになる。この例示した実施例では、トラフィック対パイロ
ット（Ｔ／Ｐ）比（すなわち、パイロットチャネルＤＰＣＣＨ４２２上のパイロット信号
に対するトラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４上のデータ信号のチップ毎エネルギ
ー比）が、ＲＩＣＨ対パイロット（Ｒ／Ｐ）比（すなわち、パイロットチャネルＤＰＣＣ
Ｈ４２２上のパイロット信号に対するレートインジケータチャネルＲ－ＲＩＣＨ４２６上
のレートインジケータ信号のチップ毎エネルギー比）に比べて相対的に高く維持される。
データレートは、トラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４にわたって増加するので、
トラフィック対パイロット比、及びＲＩＣＨ対パイロット比との間の差もまた増加する。
トラフィック対パイロット比とＲＩＣＨ対パイロット比との間の関係は、パイロットチャ
ネルＤＰＣＣＨ４２２とトラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４とのＳＮＲを決定す
る際に重要な役割を果たす。
【００３４】
　図７に示すように、トラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４のデータレート７１０
と、望ましいトラフィック対パイロット比７２０と、ＲＩＣＨ対パイロット比７３０との
間の関係を与えるルックアップテーブル７００が、本発明の一つの実施例に従って示され
ている。一つの実施例に従うと、テーブル７００は、基地トランシーバサイト１１０のメ
モリ３２５内に格納され、移動端末１０５がトラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４
によってデータを基地トランシーバサイト１１０に送信する特定の各データレート７１０
について、望ましいトラフィック対パイロット比７２０とＲＩＣＨ対パイロット比７３０
とを与える。トラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４のデータレート７１０が増加す
ると、トラフィック対パイロット比７２０と、ＲＩＣＨ対パイロット比７３０との間の差
が増加する。テーブル７００内で与えられた特定のデータレート７１０に対するトラフィ
ック対パイロット比７２０及びＲＩＣＨ対パイロット比７３０の具体的な値は、単なる典
型例であることが認められよう。従って、トラフィック対パイロット比７２０及びＲＩＣ
Ｈ対パイロット比７３０の値は、必ずしも図示された例に限定される必要は無いが、本発
明の精神及び範囲から逸脱することなくその他の値を含むこともできる。
【００３５】
　特定のデータレート７１０に対するテーブル７００内のＲＩＣＨ対パイロット比７３０
は、パイロットチャネルＤＰＣＣＨ４２２とトラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４
とのＳＮＲのより正確な推定のために基地トランシーバサイト１１０によって使用される
。具体的には、一つの実施例では、パイロットチャネルＤＰＣＣＨ４２２の推定されたＳ
ＮＲは、トラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４による特定のデータレート７１０に
対するＲＩＣＨ対パイロット比７３０の逆数と、レートインジケータチャネルＲ－ＲＩＣ
Ｈ４２６の測定されたＳＮＲとの積である。トラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４
のためのシンボルＳＮＲは、トラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４による特定のデ
ータレート７１０に対するトラフィック対パイロット比７２０と、ＲＩＣＨ対パイロット
比７３０の逆数と、レートインジケータチャネルＲ－ＲＩＣＨ４２６の測定されたＳＮＲ
との積である。推定されたパイロットＳＮＲは、内部ループ電力制御をより正確に実施す
るために基地トランシーバサイト１１０によって使用され、推定されたシンボルＳＮＲは
、ターボ復号におけるメトリックスケーリングのために使用される。ＳＮＲは、内部ルー
プ電力制御をより正確に実施するために基地トランシーバサイト１１０によって使用され
、推定されたシンボルＳＮＲは、ターボ復号におけるメトリックスケーリングのために使
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ように決定するかのより詳細な記述を以下に示す。
【００３６】
　パイロットチャネルＤＰＣＣＨ４２２のＳＮＲを決定するために、レートインジケータ
チャネルＲ－ＲＩＣＨ４２６のＳＮＲが測定される。例示された実施例に従って、トラフ
ィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４からのシンボルが、移動端末１０５から受信される
と、基地トランスミッタサイト１１０のメモリ３２５内に格納される。パイロットフィル
タリング（例えば、チャネル推定及び逆回転）後に受信されたレートインジケータチャネ
ルＲ－ＲＩＣＨ４２６からの規格化ＲＩＣＨシンボル（ｘｋ）は、以下に示す式によって
表される。
【数１】

【００３７】
　レートインジケータチャネルＲ－ＲＩＣＨ４２６のＳＮＲは、ＲＩＣＨシンボルを非コ
ヒーレントに累算するか、コヒーレントに累算するか、コヒーレントと非コヒーレントと
の組み合わせの累算かの何れかによって決定される。ＲＩＣＨシンボルを非コヒーレント
に累算する時には、各ＲＩＣＨシンボルのエネルギーが、ＲＩＣＨ送信にわたって合計さ
れる。非コヒーレントな累算の例は、以下に示す式によって表される。これは、ＲＩＣＨ
シンボルエネルギーの推定（Ｅｓ，ｒｉｃｈ／Ｉ０）を与える。
【数２】

【００３８】
雑音電力スペクトル密度の推定（Ｎｔ／I０）は、以下に示す式によって表される。
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【００３９】
　ＲＩＣＨシンボルをコヒーレントに累算する時には、基地トランシーバサイト１１０が
ＲＩＣＨをまず復号する。ＲＩＣＨシンボルが送信の間繰り返されるのであれば、ＲＩＣ
Ｈは各送信後に復号されるかもしれない。一旦復号が成功して終了すると、基地トランシ
ーバサイト１１０は、送信されたＲＩＣＨシンボルを知り、その後、受信したシンボルを
コヒーレントに合計する。コヒーレントな累算の例は、以下に示す式によって表される。
これは、ＲＩＣＨシンボルエネルギーの推定（Ｅｓ，ｒｉｃｈ／Ｉ０）を与える。
【数４】

【００４０】
雑音電力スペクトル密度の推定（Ｎｔ／I０）は、以下に示す式によって表される。

【数５】

【００４１】
非コヒーレントな累算及びコヒーレントな累算の場合、レートインジケータチャネルＲ－
ＲＩＣＨ４２６のＳＮＲ（Ｅｓ，ｒｉｃｈ／Ｎｔ）は、以下の式によって導出される。

【数６】

【００４２】
　レートインジケータチャネルＲ－ＲＩＣＨ４２６のＳＮＲ（Ｅｓ，ｒｉｃｈ／Ｎｔ）が
一旦取得されると、パイロットチャネルＤＰＣＣＨ４２２のＳＮＲ（Ｅｃ，ｐｉｌｏｔ／
Ｎｔ）が以下に示す式から得られる。
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【数７】

【００４３】
特に、パイロットチャネルＤＰＣＣＨ４２２のＳＮＲ（Ｅｃ，ｐｉｌｏｔ／Ｎｔ）は、基
地トランシーバサイト１１０のメモリ３２５内に格納されたテーブル７００からのトラフ
ィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４による特定のデータレートに対するＲＩＣＨ対パイ
ロット比７３０の逆数と、（上記で得られたような）レートインジケータチャネルＲ－Ｒ
ＩＣＨ４２６の測定されたＳＮＲ（Ｅｓ，ｒｉｃｈ／Ｎｔ）との積をとることによって決
定される。上述したように、ＲＩＣＨ対パイロット比７３０は、レートインジケータ信号
とパイロット信号との間のチップ毎エネルギー比（Ｅｓ，ｒｉｃｈ／Ｅｃ，ｐｉｌｏｔ）
である。パイロットチャネルＤＰＣＣＨ４２２のＳＮＲ（Ｅｃ，ｐｉｌｏｔ／Ｎｔ）が一
旦取得されると、パイロットＳＮＲは、移動端末１０５と通信する基地トランシーバサイ
ト１１０によって内部ループ電力制御をより正確に実施するために使用される。推定され
たパイロットＳＮＲに基づいて基地トランシーバサイト１１０が内部ループ電力制御を実
施する方法は、当該技術分野における通常の熟練者には周知である。従って、パイロット
ＳＮＲに基づいてそのような電力制御を決定するための詳細は、本発明を不必要に曖昧に
することを避けるためにここでは記載しない。
【００４４】
　メトリックスケーリングのためのシンボルＳＮＲ（Ｅｓ，ｄａｔａ／Ｎｔ）は、以下に
示す式に従って導出される。
【数８】

【００４５】
このシンボルＳＮＲ（Ｅｓ，ｄａｔａ／Ｎｔ）は、トラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ
４２４による特定のデータレートに対するトラフィック対パイロット比７２０と、ＲＩＣ
Ｈ対パイロット比７３０の逆数と、レートインジケータチャネルＲ－ＲＩＣＨ４２６の測
定されたＳＮＲ（Ｅｓ，ｒｉｃｈ／Ｎｔ）との積をとることによって決定される。既に述
べたように、トラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４における特定のデータレート７
１０に対するトラフィック対パイロット比７２０とＲＩＣＨ対パイロット比７３０とが、
基地トランシーバサイト１１０のメモリ３２５内に格納されたテーブル７００から取得さ
れる。そして、推定されたシンボルＳＮＲ（Ｅｓ，ｄａｔａ／Ｎｔ）が、ターボ復号にお
けるメトリックスケーリングのために基地トランシーバサイト１１０によって使用される
。推定されたシンボルＳＮＲに基づいて、基地トランシーバサイト１１０がメトリックス
ケーリングを実行する手法は、当該技術分野における通常の熟練者には周知である。従っ
て、シンボルＳＮＲに基づいてこのようなメトリックスケーリングを決定する詳細は、本
発明を不必要に曖昧にすることを回避するためにここでは記載しない。
【００４６】
　図８に示すように、パイロットＳＮＲとシンボルＳＮＲとの推定を与える方法が、本発
明の一つの実施例に従って示される。ブロック８１０では、基地トランシーバサイト１１
０の受信機３１０が、移動端末１０５から送信されたレートインジケータチャネルＲ－Ｒ
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ＩＣＨ４２６、トラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４、及びパイロットチャネルＤ
ＰＣＣＨ４２２のそれぞれによってパイロット信号、データ信号、及びレートインジケー
タ信号を受信する。一つの実施例によれば、レートインジケータチャネルＲ－ＲＩＣＨ４
２６が図５Ａに例示するような符号分割多重（ＣＤＭ）方式で送信される。ここでは、レ
ートインジケータチャネルＲ－ＲＩＣＨ４２６が、トラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ
４２４から個別の符号チャネル上で送信される。別の実施例では、レートインジケータチ
ャネルＲ－ＲＩＣＨ４２６が、図５Ｂに例示するような時分割ベースの同じ符号チャネル
上のトラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４とともに時分割多重（ＴＤＭ）方式で送
信される。
【００４７】
　ブロック８２０では、基地トランシーバサイト１１０が、移動端末１０５から受信され
たようにトラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４からのシンボルを格納する。ブロッ
ク８３０では、基地トランシーバサイト１１０のプロセッサ３２０が、非コヒーレントな
累算、又はコヒーレントな累算、又はコヒーレントと非コヒーレントとの両方を組み合わ
せた累算によって、レートインジケータチャネルＲ－ＲＩＣＨ４２６のＳＮＲを推定する
。具体的には、ＲＩＣＨシンボルを非コヒーレントに累算する時、ＲＩＣＨシンボルのエ
ネルギーのそれぞれが、ＲＩＣＨ送信にわたって合計される。ＲＩＣＨシンボルをコヒー
レントに累算する時、基地トランシーバサイト１００はまずＲＩＣＨを復号する。ＲＩＣ
Ｈシンボルが送信にわたって繰り返される場合には、ＲＩＣＨは各送信後に復号される。
この復号が成功して終了すると、基地トランシーバサイト１１０は、送信されたＲＩＣＨ
シンボルを知り、その後、受信したシンボルをコヒーレントに合計する。ＲＩＣＨシンボ
ルエネルギーの推定を与えるコヒーレント及び非コヒーレントな累算の例が与えられた。
一つの実施例では、レートインジケータチャネルＲ－ＲＩＣＨ４２６のＳＮＲ（Ｅｓ，ｒ

ｉｃｈ／Ｎｔ）が、ＲＩＣＨシンボルエネルギー（Ｅｓ，ｒｉｃｈ／I０）と、雑音電力
スペクトル密度（Ｎｔ／I０）の逆数との積をとることによって導出される。この式もま
た以前に与えられた。
【００４８】
　ブロック８４０では、基地トランシーバサイト１１０のプロセッサ３２０が、以下の式
に示すように、基地トランシーバサイト１１０のメモリ３２５内に格納されたテーブル７
００からのトラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４による特定のデータレート７１０
に対するＲＩＣＨ対パイロット比７３０の逆数と、レートインジケータチャネルＲ－ＲＩ
ＣＨ４２６の測定されたＳＮＲとの積をとることによってパイロットチャネルＤＰＣＣＨ
４２２のパイロットＳＮＲ（Ｅｃ，ｐｉｌｏｔ／Ｎｔ）を決定する。
【数９】

【００４９】
パイロットチャネルＤＰＣＣＨ４２２のＳＮＲが一旦取得されると、当該技術分野でよく
確立された方法を用いて、移動端末１０５と通信する基地トランシーバサイト１１０によ
る内部ループ電力制御の実施のために使用される。
【００５０】
　ブロック８５０では、基地トランシーバサイト１１０のプロセッサ３２０が、以下の式
に示すように、トラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４による特定のデータレートに
対するトラフィック対パイロット比７２０と、ＲＩＣＨ対パイロット比７３０と、レート
インジケータチャネルＲ－ＲＩＣＨ４２６の測定されたＳＮＲとの積をとることによって
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、トラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４のシンボルＳＮＲ（Ｅｓ，ｄａｔａ／Ｎｔ

）を決定する。
【数１０】

【００５１】
上述したように、トラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４における特定のデータレー
ト７１０に対するトラフィック対パイロット比７２０と、ＲＩＣＨ対パイロット比７３０
とが、基地トランシーバサイト１１０のメモリ３２５内に格納されたテーブル７００から
取得される。推定されたシンボルＳＮＲは、当該技術分野でよく確立された方法を用いた
ターボ復号におけるメトリックスケーリングを行う基地トランシーバサイト１１０によっ
て使用される。
【００５２】
　パイロットチャネルＤＰＣＣＨ４２２の信号電力レベルを、ノミナル信号電力レベルに
維持し、トラフィックチャネルＲ－ＤＰＤＣＨ４２４による高いデータレートに適応させ
ることによって、パイロットチャネルＤＰＣＣＨ４２２のＳＮＲの推定は、高い信号電力
レベルで送信されるほど正確ではなくなる。パイロットチャネルＲ－ＤＰＣＣＨ４２２よ
りも高い信号電力レベルで送信されたレートインジケータチャネルＲ－ＲＩＣＨ４２６の
ＳＮＲを測定することによって、パイロットチャネルＳＮＲのより正確な推定が、上述し
た方法を用いて決定される。パイロットチャネルＤＰＣＣＨ４２２のより正確なＳＮＲを
達成した結果、無線通信システム１００は、より効率的な内部ループ電力制御と、ターボ
復号のためのシンボルスケーリングとを達成する。
【００５３】
　当技術分野における熟練者であれば、これら情報および信号が、種々異なった技術や技
法を用いて表されることを理解するであろう。例えば、上述した記載の全体で引用されて
いるデータ、指示、命令、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流
、電磁波、磁場または磁性粒子、光学場または光学微粒子、あるいはこれら何れかの組み
合わせによって表現されうる。
【００５４】
　これら熟練者であれば、更に、ここで開示された実施例に関連して記載された様々な説
明的論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップが、電子工学ハード
ウェア、コンピュータソフトウェア、あるいはこれらの組み合わせとして実現されること
を理解するであろう。ハードウェアとソフトウェアとの相互互換性を明確に説明するため
に、様々に例示された部品、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、それらの
機能に関して一般的に記述された。それら機能がハードウェアとして又はソフトウェアと
して実現されているかは、特定のアプリケーション及びシステム全体に課せられている設
計制約に依存する。熟練した技術者であれば、各特定のアプリケーションに応じて変更し
た方法で上述した機能を実施しうる。しかしながら、この適用判断は、本発明の範囲から
逸脱したものと解釈されるべきではない。
【００５５】
　ここで開示された実施例に関連して記述された様々の説明的論理ブロック、モジュール
、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、アプリケーショ
ンに固有の集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）
あるいはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートあるいはトランジ
スタロジック、ディスクリートハードウェア部品、又は上述された機能を実現するために
設計された上記何れかの組み合わせを用いて実現又は実行されうる。汎用プロセッサとし
てマイクロプロセッサを用いることが可能であるが、代わりに、従来技術によるプロセッ
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サ、コントローラ、マイクロコントローラ、あるいは状態機器を用いることも可能である
。プロセッサは、たとえばＤＳＰとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロ
プロセッサ、ＤＳＰコアに接続された１つ以上のマイクロプロセッサ、またはこのような
任意の構成である計算デバイスの組み合わせとして実現することも可能である。
【００５６】
　ここで開示された実施例に関連して記述された方法やアルゴリズムのステップは、ハー
ドウェアや、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や、これらの組み合
わせによって直接的に具現化される。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、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、あるいは当該技術分野で知られている
その他の型式の記憶媒体に収納されうる。好適な記憶媒体は、プロセッサがそこから情報
を読み取り、またそこ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。ま
たは、記憶媒体はプロセッサに統合されうる。このプロセッサと記憶媒体は、ＡＳＩＣ内
に存在することができる。ＡＳＩＣは、ユーザ端末内に存在することもできる。あるいは
このプロセッサと記憶媒体は、ユーザ端末内のディスクリート部品として存在しうる。
【００５７】
　開示された実施例における上述の記載は、当該技術分野におけるいかなる人であっても
、本発明の活用または利用を可能とするように提供される。これらの実施例への様々な変
形例もまた、当該技術分野における熟練者に対しては明らかであって、ここで定義された
一般的な原理は、本発明の主旨または範囲を逸脱せずに他の実施例にも適用されうる。こ
のように、本発明は、ここで示された実施例に制限されるものではなく、ここで記載され
た原理と新規の特徴に一致した最も広い範囲に相当するものを意図している。

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６】 【図７】
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【図８】

【手続補正書】
【提出日】平成22年9月13日(2010.9.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムのための方法であって、
　第一のチャネルによって第一の信号を、第二のチャネルによって第二の信号を受信する
ことであって、前記第二の信号は、前記第一の信号よりも高い信号電力で受信されること
と、
　測定された第二の信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）に基づいて前記第一の信号の信号対雑
音比（ＳＮＲ）を決定することとを備えた方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、第一のチャネルによって第一の信号を、第二のチャネ
ルによって第二の信号を受信することは少なくとも更に、
　少なくとも、前記第一のチャネルによってパイロット信号を、前記第二のチャネルによ
ってレートインジケータ信号を受信することであって、前記レートインジケータ信号は、
第三のチャネルによってデータ信号が受信されたデータレートを示すことを備えた方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法において、前記データ信号は、前記レートインジケータ信号及び
前記パイロット信号よりも高い信号電力レベルにおいて前記第三のチャネルによって受信
される方法。
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【請求項４】
　請求項２に記載の方法において更に、
　前記データ信号が前記第三のチャネルによって受信される前記データレートに少なくと
も部分的に基づいて、前記レートインジケータ信号とパイロット信号との間の第一のチッ
プ毎エネルギー比を決定することを備えた方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の方法において、前記第一の信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を決定する
ことは更に、
　前記レートインジケータ信号とパイロット信号との間の前記第一のチップ毎エネルギー
比と、前記レートインジケータ信号の測定された信号対雑音比（ＳＮＲ）とに基づいて前
記パイロット信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を決定することを備えた方法。
【請求項６】
　請求項４に記載の方法において更に、
　前記データ信号が前記第三のチャネルによって受信されたデータレートに少なくとも部
分的に基づいて、前記データ信号とパイロット信号との間の第二のチップ毎エネルギー比
を決定することを更に備えた方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法において更に、
　前記レートインジケータ信号の測定された信号対雑音比（ＳＮＲ）と、前記第一のチッ
プ毎エネルギー比と、前記第二のチップ毎エネルギー比とに少なくとも基づいて前記デー
タ信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を決定することを備えた方法。
【請求項８】
　装置であって、
　第一のチャネルによって第一の信号を、第二のチャネルによって第二の信号を送信する
少なくとも一つの送信機であって、前記第二の信号は、前記第一の信号とは異なる信号電
力レベルで送信される少なくとも一つの送信機と、
　前記第一及び第二の信号を受信する少なくとも一つの受信機とを備え、
　前記受信機は、前記第二の信号の測定された信号対雑音比（ＳＮＲ）に基づいて前記第
一の信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を決定する装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の装置において、
　前記第一の信号はパイロット信号であり、前記第二の信号はレートインジケータ信号で
あり、前記レートインジケータ信号は、データ信号が第三のチャネルによって前記送信機
から受信されたデータレートを示す装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の装置において、
　前記データ信号は、前記レートインジケータ信号及び前記パイロット信号よりも高い信
号電力レベルで前記第三のチャネルによって受信される装置。
【請求項１１】
　請求項９に記載の装置において、
　前記受信機は、前記データ信号が前記第三のチャネルによって受信された前記データレ
ートに少なくとも部分的に基づいて前記レートインジケータ信号とパイロット信号との間
の第一のチップ毎エネルギー比を決定する装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の装置において、
　前記受信機は、前記レートインジケータ信号とパイロット信号との間の前記第一のチッ
プ毎エネルギー比と、前記レートインジケータ信号の測定された信号対雑音比（ＳＮＲ）
とに基づいて前記パイロット信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を決定する装置。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の装置において、
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　前記受信機は、前記データ信号が前記第三のチャネルによって受信された前記データレ
ートに少なくとも部分的に基づいて前記データ信号とパイロット信号との間の第二のチッ
プ毎エネルギー比を決定する装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の装置において、
　前記受信機は、少なくとも前記レートインジケータ信号の測定された信号対雑音比（Ｓ
ＮＲ）と、前記第一のチップ毎エネルギー比と、前記第二のチップ毎エネルギー比とに基
づいて、前記データ信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を決定する装置。
【請求項１５】
　請求項８に記載の装置において、
　前記送信機は移動端末であり、前記受信機は基地トランシーバサイトである装置。
【請求項１６】
　請求項８に記載の装置において、
　前記送信機と前記受信機とは、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）スキームを経由して通信
する装置。
【請求項１７】
　デバイスであって、
　第一のチャネルによって第一の信号を、第二のチャネルによって第二の信号を受信する
受信機であって、前記第二の信号は、前記第一の信号とは異なる信号電力で受信される受
信機と、
　測定された第二の信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）に基づいて前記第一の信号の信号対雑
音比（ＳＮＲ）を決定するプロセッサとを備えたデバイス。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のデバイスにおいて、
　前記第一の信号はパイロット信号であり、前記第二のチャネルはレートインジケータ信
号であり、前記レートインジケータ信号は、データ信号が第三のチャネルを介して前記受
信機によって受信されたデータレートを示すデバイス。
【請求項１９】
　請求項１８に記載のデバイスにおいて、
　前記データ信号が、前記レートインジケータ信号及び前記パイロット信号よりも高い信
号電力レベルで前記第三のチャネルによって受信されるデバイス。
【請求項２０】
　請求項１８に記載のデバイスにおいて、
　前記プロセッサが、前記データ信号が前記第三のチャネルによって受信された前記デー
タレートに少なくとも部分的に基づいて前記レートインジケータ信号とパイロット信号と
の間の第一のチップ毎エネルギー比を決定するデバイス。
【請求項２１】
　請求項２０に記載のデバイスにおいて、
　前記プロセッサが、前記レートインジケータ信号とパイロット信号との間の前記第一の
チップ毎エネルギー比と、前記レートインジケータ信号の測定された信号対雑音比（ＳＮ
Ｒ）とに基づいて前記パイロット信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を決定するデバイス。
【請求項２２】
　請求項２０に記載のデバイスにおいて、
　前記プロセッサが、前記データ信号が前記第三のチャネルによって受信された前記デー
タレートに少なくとも部分的に基づいて前記データ信号とパイロット信号との間の第二の
チップ毎エネルギー比を決定するデバイス。
【請求項２３】
　請求項２２に記載のデバイスにおいて、
　前記プロセッサが、少なくとも前記レートインジケータ信号の測定された信号対雑音比
（ＳＮＲ）と、前記第一のチップ毎エネルギー比と、前記第二のチップ毎エネルギー比と
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に基づいて、前記データ信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を決定するデバイス。
【請求項２４】
　移動端末であって、
　第一のチャネルによって第一の信号を、第二のチャネルによって第二の信号を基地トラ
ンシーバサイトに送信する送信機であって、前記第二の信号は、前記第一の信号とは異な
る信号電力レベルで送信される送信機を備え、
　前記基地トランシーバサイトが、第一及び第二の信号を受信し、前記第二の信号の測定
された信号対雑音比（ＳＮＲ）に基づいて前記第一の信号の信号対雑音比(ＳＮＲ）を決
定する移動端末。
【請求項２５】
　請求項２４に記載の移動端末において、
　前記第一の信号はパイロット信号であり、前記第二の信号はレートインジケータ信号で
あり、
　前記レートインジケータ信号は、データ信号が第三のチャネルを介して前記基地トラン
シーバサイトによって受信されたデータレートを示す移動端末。
【請求項２６】
　請求項２５に記載の移動端末において、
　前記データ信号は、前記レートインジケータ信号及び前記パイロット信号よりも高い信
号電力レベルで前記第三のチャネルによって受信される移動端末。
【請求項２７】
　請求項２５に記載の移動端末において、
　前記基地トランシーバサイトが、前記データ信号が前記第三のチャネルによって受信さ
れた前記データレートに少なくとも部分的に基づいて前記レートインジケータ信号とパイ
ロット信号との間の第一のチップ毎エネルギー比を決定する移動端末。
【請求項２８】
　請求項２７に記載の移動端末において、
　前記基地トランシーバサイトが、前記レートインジケータ信号とパイロット信号との間
の前記第一のチップ毎エネルギー比と、前記レートインジケータ信号の測定された信号対
雑音比（ＳＮＲ）とに基づいて前記パイロット信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を決定する
移動端末。
【請求項２９】
　請求項２７に記載の移動端末において、
　前記基地トランシーバサイトが、前記データ信号が前記第三のチャネルによって受信さ
れた前記データレートに少なくとも部分的に基づいて前記データ信号とパイロット信号と
の間の第二のチップ毎エネルギー比を決定する移動端末。
【請求項３０】
　請求項２９に記載の移動端末において、
　前記基地トランシーバサイトが、少なくとも前記レートインジケータ信号の測定された
信号対雑音比（ＳＮＲ）と、前記第一のチップ毎エネルギー比と、前記第二のチップ毎エ
ネルギー比とに基づいて、前記データ信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を決定する移動端末
。
【請求項３１】
　コンピュータ読取可能媒体であって、
　第一のチャネルによって第一の信号を、第二のチャネルによって第二の信号を、受信機
に受信させる命令群であって、前記第二の信号は、前記第一の信号とは異なる信号電力で
受信される命令群と、
　前記第二の信号の測定された信号対雑音比（ＳＮＲ）に基づいて前記第一の信号の信号
対雑音比（ＳＮＲ）を決定させる命令群とを備えたコンピュータ読取可能媒体。
【請求項３２】
　請求項３１に記載のコンピュータ読取可能媒体において、第一のチャネルによって第一
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の信号を、第二のチャネルによって第二の信号を、受信機に受信させる命令群は更に、
　少なくとも、前記第一のチャネルによってパイロット信号を、前記第二のチャネルによ
ってレートインジケータ信号を、受信機に受信させる命令群を備え、
　前記レートインジケータ信号は、第三のチャネルによってデータ信号が受信されたデー
タレートを示すコンピュータ読取可能媒体。
【請求項３３】
　請求項３２に記載のコンピュータ読取可能媒体において、
　前記データ信号は、前記レートインジケータ信号及び前記パイロット信号よりも高い信
号電力レベルにおいて前記第三のチャネルによって受信されるコンピュータ読取可能媒体
。
【請求項３４】
　請求項３２に記載のコンピュータ読取可能媒体において更に、
　前記データ信号が前記第三のチャネルによって受信される前記データレートに少なくと
も部分的に基づいて、前記レートインジケータ信号とパイロット信号との間の第一のチッ
プ毎エネルギー比を決定させる命令群を備えたコンピュータ読取可能媒体。
【請求項３５】
　請求項３４に記載のコンピュータ読取可能媒体において、前記第一の信号の信号対雑音
比（ＳＮＲ）を決定させる命令群は更に、
　前記レートインジケータ信号とパイロット信号との間の前記第一のチップ毎エネルギー
比と、前記レートインジケータ信号の測定された信号対雑音比（ＳＮＲ）とに基づいて前
記パイロット信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を決定させる命令群を備えたコンピュータ読
取可能媒体。
【請求項３６】
　請求項３４に記載のコンピュータ読取可能媒体において更に、
　前記データ信号が前記第三のチャネルによって受信されたデータレートに少なくとも部
分的に基づいて、前記データ信号とパイロット信号との間の第二のチップ毎エネルギー比
を決定させる命令群を更に備えたコンピュータ読取可能媒体。
【請求項３７】
　請求項３６に記載のコンピュータ読取可能媒体において更に、
　少なくとも前記レートインジケータ信号の測定された信号対雑音比（ＳＮＲ）と、前記
第一のチップ毎エネルギー比と、前記第二のチップ毎エネルギー比とに基づいて、前記デ
ータ信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を決定させる命令群を備えたコンピュータ読取可能媒
体。
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