
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線基地局において行われるクローズドループ送信電力制御の基準となる上り信号目標
ＳＩＲ値を更新するための、ＣＤＭＡ移動通信方式における送信電力制御方法であって、
　無線基地局が、移動機からのユーザ信号の同期はずれを検出した場合、無線基地局制御
装置から通知された上り信号目標ＳＩＲ値に予め設定されたステップ値ΔＳＩＲを加算し
て上り信号目標ＳＩＲ仮値とするステップと、
　該上り信号目標ＳＩＲ仮値が、予め設定された上り信号目標ＳＩＲ上限値より小さい場
合、無線基地局は、クローズドループ送信電力制御の基準となる上り信号目標ＳＩＲ値を
前記上り信号目標ＳＩＲ仮値により更新するステップと
　

　

　

を備えた、ＣＤＭＡ移動通信方式における送信電力制御方法。
【請求項２】
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、
前記上り信号目標ＳＩＲ仮値と、無線基地局制御装置から設定された上り信号目標ＳＩ

Ｒ値（ＲＮＣ）と予め設定されたしきい値αの加算値との比較を行うステップと、
前記上り信号目標ＳＩＲ仮値が、無線基地局制御装置から設定された上り信号目標ＳＩ

Ｒ値（ＲＮＣ）としきい値αの加算値よりも大きい場合、無線基地局制御装置に対して上
り信号目標ＳＩＲ値更新メッセージを送出するステップと、

無線基地局制御装置からの上り信号目標ＳＩＲ通知メッセージを受信すると、該上り信
号目標ＳＩＲ通知メッセージにより通知された新たな上り目標信号ＳＩＲ値（ＲＮＣ）を
、クローズドループ送信電力制御の基準となる上り信号目標ＳＩＲ値として再設定するス
テップと、



　無線基地局制御装置から通知された上り信号目標ＳＩＲ値を基準としてクローズドルー
プ送信電力制御を行う無線基地局であって、
　移動機からのユーザ信号の同期はずれを検出する同期はずれ検出手段と、
　前記同期はずれ検出手段が同期はずれを検出した場合、無線基地局制御装置から通知さ
れた上り信号目標ＳＩＲ値に予め設定されたステップ値ΔＳＩＲを加算して上り信号目標
ＳＩＲ仮値とし、該上り信号目標ＳＩＲ仮値が、予め設定された上り信号目標ＳＩＲ上限
値より小さい場合、クローズドループ送信電力制御の基準となる上り信号目標ＳＩＲ値を
前記上り信号目標ＳＩＲ仮値により更新する更新手段と、を備え
　

無線基地局。
【請求項３】
　無線信号を通じて無線基地局と通信を行う少なくとも１つの移動機と、無線基地局の制
御を行う無線基地局制御装置と、無線基地局制御装置から通知された上り信号目標ＳＩＲ
値を基準としてクローズドループ送信電力制御を行う無線基地局とを備えたＣＤＭＡ通信
システムにおいて、
　前記無線基地局は、
　移動機からのユーザ信号の同期はずれを検出した場合、無線基地局制御装置から通知さ
れた上り信号目標ＳＩＲ値に予め設定されたステップ値ΔＳＩＲを加算して上り信号目標
ＳＩＲ仮値とし、該上り信号目標ＳＩＲ仮値が、予め設定された上り信号目標ＳＩＲ上限
値より小さい場合、クローズドループ送信電力制御の基準となる上り信号目標ＳＩＲ値を
前記上り信号目標ＳＩＲ仮値により更新
　

することを特徴とするＣＤＭＡ通信システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＣＤＭＡ移動通信方式における送信電力制御方法に関し、特にクローズドルー
プ送信電力制御における基準値を更新する上りアウターループ送信電力制御方法に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
図７は、ＣＤＭＡ通信システムの構成を示すブロック図である。このＣＤＭＡ通信システ
ムは、図７に示されるように、移動機１１と、無線基地局１１２、１１３と、この無線基
地局１１２、１１３の制御を行う無線基地局制御装置１４と、移動通信交換局１５とから
構成されている。
【０００３】
移動機１１は、無線信号を通じて無線基地局１１２および無線基地局１１３と通信を行っ
ている。無線基地局１１２、１１３は有線回線１６を経由して無線基地局制御装置１４と
接続され、さらに、無線基地局制御装置１４は移動通信交換局１５と有線回線１７により
接続されている。さらに図７においては、移動機１１との通信がダイバーシチハンドオー
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、
前記更新手段は、前記上り信号目標ＳＩＲ仮値と、無線基地局制御装置から設定された

上り信号目標ＳＩＲ値（ＲＮＣ）と予め設定されたしきい値αの加算値との比較を行い、
前記上り信号目標ＳＩＲ仮値が前記加算値よりも大きい場合、無線基地局制御装置に対し
て上り信号目標ＳＩＲ値更新メッセージを送出し、無線基地局制御装置からの上り信号目
標ＳＩＲ通知メッセージを受信すると、該上り信号目標ＳＩＲ通知メッセージにより通知
された新たな上り目標信号ＳＩＲ値（ＲＮＣ）を、クローズドループ送信電力制御の基準
となる上り信号目標ＳＩＲ値として再設定する、

し、
前記上り信号目標ＳＩＲ仮値と、無線基地局制御装置から設定された上り信号目標ＳＩ

Ｒ値（ＲＮＣ）と予め設定されたしきい値αの加算値との比較を行い、前記上り信号目標
ＳＩＲ仮値が前記加算値よりも大きい場合、無線基地局制御装置に対して上り信号目標Ｓ
ＩＲ値更新メッセージを送出し、無線基地局制御装置からの上り信号目標ＳＩＲ通知メッ
セージを受信すると、該上り信号目標ＳＩＲ通知メッセージにより通知された新たな上り
目標信号ＳＩＲ値（ＲＮＣ）を、クローズドループ送信電力制御の基準となる上り信号目
標ＳＩＲ値として再設定



バーにより行われており、移動機１１からの信号は無線基地局１１２および無線基地局１
１３の両方にて受信され、無線基地局制御装置１４において合成されている。また、移動
通信交換局１５からの信号は無線基地局制御装置１４において分配され、無線基地局１１
２および無線基地局制御装置１１３から同時に送信され、移動機１１で合成されている。
【０００４】
ＣＤＭＡ移動通信方式では、符号分割多重技術により、同一周波数、同一時間で複数の移
動機と無線基地局との通信が可能となっている。しかし、ある移動機と無線基地局との間
の通信が、他の移動機にとっては干渉源となってしまうため、移動機および無線基地局は
、自局の受信品質が予め与えられた値となるよう、通信の相手局に対して絶えず送信電力
の増加・減少を指示している。このような送信電力制御方法をクローズドループ送信電力
制御と称しており、クローズドループ送信電力制御方式における受信品質はたとえば希望
波レベル対干渉波レベル比（以後、ＳＩＲ（Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎ
ｃｅ　ｐｏｗｅｒ　Ｒａｔｉｏ）と称する )により判定される。
【０００５】
ＣＤＭＡ通信システムにおけるクローズドループ送信電力制御方式を図８を参照して説明
する。図８はＷ－ＣＤＭＡ通信システムにおける無線信号フォーマットであり、無線基地
局から移動機方向への下り回線の無線信号フォーマット２１と、移動機から無線基地局方
向への上り回線の無線信号フォーマット２２が示されている。これらの無線信号フォーマ
ット２１、２２内にはパイロット信号２３、２５が含まれ、さらに、相手局への送信電力
の増加・減少を指示するＴＰＣ信号２４、２６が含まれている。無線基地局および移動機
は、パイロット信号２３、２５を利用して、通信のＳＩＲを測定し、予め無線基地局制御
装置から指示された目標値に近づけるよう、ＴＰＣ信号２４、２６を用いて相手局に送信
電力の増減を指示する。具体的には、移動機は区間２７にてパイロット信号２３からＳＩ
Ｒを算出して、ＴＰＣ信号２４に結果を反映させ、無線基地局は同様に区間２８にてパイ
ロット信号２５からＳＩＲを算出して、ＴＰＣ信号２６に結果を反映させる。
【０００６】
一方、ＣＤＭＡ移動通信方式では、ハンドオーバー時に、無線基地局の上位装置である無
線基地局制御装置において、ユーザ信号の合成が行われている。このようなハンドオーバ
ー方式のことをソフトハンドオーバーと呼んでいる。無線基地局制御装置は、ソフトハン
ドオーバーによる合成後のユーザ信号の受信品質を判断し、ユーザに提供しているサービ
ス、たとえば音声サービス等、に対して予め決められた目標受信品質レベルを満たしてい
るかどうかを判断し、目標受信品質レベルを維持するよう、適宜無線基地局に対して、希
望波レベル対干渉波レベルの目標値を再設定する。このような送信電力制御方法をアウタ
ーループ送信電力制御と称しており、無線基地局制御装置にて測定する受信品質は、たと
えばブロック誤り率（ＢＬＥＲ： Block Error Rate）である。
【０００７】
図７中の無線基地局制御装置１４の構成を図９に示す。無線基地局制御装置１４は、図９
に示されるように、ＢＬＥＲ測定部３１と、データ加算器３２と、分配部３３と、選択合
成部３４と、目標ＳＩＲ算出部３５と、中央制御部３６とを備えている。
【０００８】
この無線基地局制御装置１４では、無線基地局１１２、１１３からのユーザ信号は、選択
合成部３４において同じ移動機からの信号毎に合成処理が行われる。この合成処理におい
て、ユーザ信号は複数無線フレームに渡り統計処理が行われる。そして、ＢＬＥＲ測定部
３１では、この合成処理が行われた後のユーザ信号のＢＬＥＲの測定が行われる。次に、
目標ＳＩＲ算出部３５では、ＢＬＥＲ測定部３１において測定されたＢＬＥＲと中央制御
部３６により設定された目標ＢＬＥＲとを比較し、その比較結果に基づいてクローズドル
ープ送信電力制御における基準となる上り信号目標ＳＩＲ値の算出を行っている。具体的
には、目標ＳＩＲ算出部３５は、ＢＬＥＲ測定部３１により測定されたＢＬＥＲが中央制
御部３６により設定された目標ＢＬＥＲ以下の場合、上り信号目標ＳＩＲ値が大きくなる
ような処理を行い、ＢＬＥＲ測定部３１により測定されたＢＬＥＲが中央制御部３６によ
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り設定された目標ＢＬＥＲより大きい場合、上り信号目標ＳＩＲ値が小さくなるような処
理を行う。
【０００９】
目標ＳＩＲ算出部３５により算出された上り信号目標ＳＩＲ値は、データ加算器３２によ
り各無線基地局に送信されるデータに含められ、分配部３３を介して無線基地局１１２、
１１３等に送信される。以降、無線基地局１１２および無線基地局１１３は、無線基地局
制御装置１４から通知された上り信号目標ＳＩＲ値に応じたクローズドループ送信電力制
御を実行する。
【００１０】
従来のＣＤＭＡ通信システムにおける上り（移動機から無線基地局方向）無線信号アウタ
ーループ送信電力制御方式を図１０のシーケンスチャートを参照して説明する。図１０で
は、移動機１１との通信はダイバーシチハンドオーバー中であり、無線基地局１１２およ
び無線基地局１１３と移動機１１が通信を行っている。移動機１１からの上りユーザ信号
は、無線基地局１１２および無線基地局１１３にて受信され、このユーザ信号は無線基地
局１１２、１１３から無線基地局制御装置１４に対してそれぞれ送信されている。
【００１１】
無線基地局制御装置１４では、無線基地局１１２、１１３からのユーザ信号を受信すると
、図９に示したように、選択合成部３４において合成処理が行われる（ステップ６１）。
このユーザ信号の合成処理が複数無線フレームに渡り統計処理が行われた後（ステップ６
２、６３）、目標ＳＩＲ算出部３５において上り信号目標ＳＩＲ値の計算が行われ（ステ
ップ６４）、その結果が上り信号目標ＳＩＲ通知メッセージにて、無線基地局１１２およ
び１１３に通知される。以降、無線基地局１１２、１１３は通知された上り信号目標ＳＩ
Ｒ通知メッセージにより通知された上り信号目標ＳＩＲ値を基準としたクローズドループ
送信電力制御を実行する。
【００１２】
ＣＤＭＡ移動通信方式においては、以上のクローズドループ送信電力制御方式とアウター
ループ送信電力制御方式を同時に実行することにより、移動機および無線基地局の送信電
力を最適に保っている。
【００１３】
ところが、アウターループ送信電力制御方式は、受信品質としてブロック誤り率を用いて
いることと、無線基地局制御装置における合成後のユーザデータの品質を測定することか
ら、処理時間がかかってしまい、その結果として無線基地局に対してクローズドループ送
信電力制御における基準値となる上り信号目標ＳＩＲ値を高速に設定することができない
。そのため、例えば、無線通信のフェージング環境の急激な変化等の瞬時的な通信環境の
変化に対応することができず、通信が途切れてしまう等の通信品質の劣化が発生する可能
性があった。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
上述した従来のＣＤＭＡ移動通信方式における送信電力制御方法では、アウターループ送
信電力制御において、クローズドループ送信電力制御における基準値となる上り信号目標
ＳＩＲ値を無線基地局制御装置から無線基地局に対して設定しているため、瞬時的な通信
環境の変化に対応できず通信品質が劣化してしまう場合があるという問題点があった。
【００１５】
本発明の目的は、アウターループ送信電力制御を高速に行うことにより、瞬時的な通信環
境の変化にも対応することができるＣＤＭＡ移動通信方式における送信電力制御方法を提
供することである。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明の送信電力制御方法は、無線基地局において行われ
るクローズドループ送信電力制御の基準となる上り信号目標ＳＩＲ値を更新するための、

10

20

30

40

50

(4) JP 4025979 B2 2007.12.26



ＣＤＭＡ移動通信方式における送信電力制御方法であって、
　無線基地局が、移動機からのユーザ信号の同期はずれを検出した場合、無線基地局制御
装置から通知された上り信号目標ＳＩＲ値に予め設定されたステップ値ΔＳＩＲを加算し
て上り信号目標ＳＩＲ仮値とするステップと、
　該上り信号目標ＳＩＲ仮値が、予め設定された上り信号目標ＳＩＲ上限値より小さい場
合、無線基地局は、クローズドループ送信電力制御の基準となる上り信号目標ＳＩＲ値を
前記上り信号目標ＳＩＲ仮値により更新するステップと
　

　

　

を備えている。
【００１７】
本発明によれば、上り信号目標ＳＩＲ値の更新を無線基地局制御装置で行わずに無線基地
局において独立して行うため、クローズドループ送信電力制御における基準値である上り
信号目標ＳＩＲ値を更新する上りアウターループ送信電力制御方法を高速に行うことがで
きる。そのため、無線通信のフェージング環境の急激な変化等の瞬時的な通信環境の変化
にも対応することができ、通信が途切れてしまう等の通信品質の劣化の発生を防ぐことが
できる。
【００１９】
本発明によれば、無線基地局において、クローズドループ送信電力制御の基準となる上り
信号目標ＳＩＲ値が、無線基地局制御装置により設定された上り信号目標ＳＩＲ値（ＲＮ
Ｃ）としきい値αを加算した値以上となった場合、クローズドループ送信電力制御の基準
となる上り信号目標ＳＩＲ値は、無線基地局制御装置において算出された新たな上り信号
目標ＳＩＲ値（ＲＮＣ）により再設定される。そのため、ダイバーシチハンドオーバー状
態にあり、かつ、無線基地局１２の受信品質がよい場合に、無線基地局から移動機に対し
て過大な上り送信電力を要求することを防ぐことができる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００２１】
（第１の実施形態）
本発明の第１の実施形態の送信電力制御を実施するためのＣＤＭＡ通信システムは、図７
に示した従来のＣＤＭＡ通信システムに対して無線基地局１１２、１１３を、図１に示し
たような構成の無線基地局１２、１３に置き換えた構成となっている。
【００２２】
本実施形態のＣＤＭＡ通信システムにおける無線基地局１２、１３は、それぞれ図１に示
されるように、無線部４１と、タイミング検出部４２と、復調部４３と、復号部４４と、
符号化部４５と、制御部４６とから構成されている。
【００２３】
無線部４１は、移動機１１から受信した無線信号からベースバンド信号を生成し、Ａ／Ｄ
変換した後にタイミング検出部４２および復調部４３に出力し、符号化部４５からの信号
を移動機１１に送信している。
【００２４】
タイミング検出部４２は、無線部４１からの信号に基づいて遅延プロファイルを生成する
ことにより、移動機１１において拡散が行われたタイミングであるパスタイミングを検出
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、
前記上り信号目標ＳＩＲ仮値と、無線基地局制御装置から設定された上り信号目標ＳＩ

Ｒ値（ＲＮＣ）と予め設定されたしきい値αの加算値との比較を行うステップと、
前記上り信号目標ＳＩＲ仮値が、無線基地局制御装置から設定された上り信号目標ＳＩ

Ｒ値（ＲＮＣ）としきい値αの加算値よりも大きい場合、無線基地局制御装置に対して上
り信号目標ＳＩＲ値更新メッセージを送出するステップと、

無線基地局制御装置からの上り信号目標ＳＩＲ通知メッセージを受信すると、該上り信
号目標ＳＩＲ通知メッセージにより通知された新たな上り目標信号ＳＩＲ値（ＲＮＣ）を
、クローズドループ送信電力制御の基準となる上り信号目標ＳＩＲ値として再設定するス
テップと、



して復調部４３に通知している。
【００２５】
復調部４３は、タイミング検出部４２により検出されたパスタイミングに基づいて無線部
４１からの信号の逆拡散を行う復調処理を行い、得られた復調データを復号部４４に出力
している。また、復調部４３は、制御部４６を介して無線基地局制御装置１４から受信し
た上り信号目標ＳＩＲメッセージにより通知される上り信号目標ＳＩＲ値を基準としてク
ローズドループ送信電力制御を行い、その結果をＴＰＣビットとして符号化部４５に出力
している。尚、復調部４３は、無線基地局制御装置１４からの上り信号目標ＳＩＲメッセ
ージにより、クローズドループ送信電力制御の基準となる上り信号目標ＳＩＲ値を更新す
る更新手段として機能している。
【００２６】
復号部４４は、復調部４３からの復調データの復号処理を行い、得られたデータを制御部
４６を介して無線基地局制御装置１４に出力している。さらに、本実施形態における復号
部４４は、移動機１１からのユーザ信号の同期はずれを検出すると、その旨を復調部４３
に対して通知する同期はずれ検出手段として機能する。
【００２７】
符号化部４５は、制御部４６を介して無線基地局制御装置１４から受信したデータに復調
部４３からのＴＰＣビットを含めた後に符号化処理を行って無線部４１に出力している。
【００２８】
図２は、本発明の第１の実施形態のアウターループ送信電力制御方法を示したシーケンス
チャートであり、一例として無線基地局１３において行われる制御を表している。ここで
は、移動機１１との無線通信が無線基地局１２および無線基地局１３で同時に行われるダ
イバーシチハンドオーバー状態であるとする。また、以下の説明では、通信環境の瞬時的
な悪化により、移動機１１からのユーザ信号は、無線基地局１２には届くが、無線基地局
１３には届かないものとして説明する。
【００２９】
移動機１１からのユーザ信号は無線基地１２に到達するため、無線基地局１２はそのユー
ザ信号を無線基地局制御装置１４に送信する。しかし、移動機１１からの上り無線信号は
無線基地局１３には到達しないため、無線基地局１３では、その内部に有する復号部４４
において、無線同期はずれを検出する（ステップ５１）。そのため、本実施形態における
無線基地局１３は、クローズドループ送信電力制御における基準値となる上り信号目標Ｓ
ＩＲ値の更新を、無線基地局制御装置１４からの指示を待たずに独立して行う（ステップ
５２）。
【００３０】
このステップ５２において行われる上り信号目標ＳＩＲ値更新の処理を、図３のフローチ
ャートを参照して詳細に説明する。
【００３１】
先ず、無線基地局１３の復調部４３は、現在の上り信号目標ＳＩＲ値に予め無線基地局制
御装置１４等から設定された更新ステップ（ΔＳＩＲ）を加算して上り信号目標ＳＩＲ仮
値を算出する（ステップ１０１）。具体的には、上り信号目標ＳＩＲ仮値は以下の式によ
り算出される。
【００３２】
上り信号目標ＳＩＲ仮値＝現在の上り信号目標ＳＩＲ値＋ΔＳＩＲ
【００３３】
次に、無線基地局１３の復調部４３は、予め無線基地局制御装置１４等から設定された上
り信号目標ＳＩＲ上限値と、ステップ１０１において算出された上り信号目標ＳＩＲ仮値
との比較を行う（ステップ１０２）。この比較は、移動機１１に対して過大な送信電力を
要求することを防止することを目的としている。
【００３４】
ステップ１０２において、上り信号目標ＳＩＲ仮値が、上り信号目標ＳＩＲ上限値より小
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さい場合、無線基地局１３の復調部４３ではこの上り信号目標ＳＩＲ仮値を、クローズド
ループ送信電力制御における基準値となる上り信号目標ＳＩＲ値として設定する（ステッ
プ１０３）。ステップ１０３において、上り信号目標ＳＩＲ仮値が、上り信号目標ＳＩＲ
上限値以上の場合、無線基地局１３の復調部４３では上り信号目標ＳＩＲ値の更新を行わ
ずに現在の上り信号目標ＳＩＲ値を維持する。
【００３５】
上記において、更新ステップ（ΔＳＩＲ）、および、上り信号目標ＳＩＲ上限値は、無線
基地局１３に対して、無線基地局制御装置１４もしくはその他の手段により通知される。
【００３６】
以上の説明では、無線基地局１３において上り信号目標ＳＩＲ値の更新が行われる場合を
用いて説明したが、無線基地局１２等のダイバーシチハンドオーバー状態にある全ての無
線基地局においても上り信号目標ＳＩＲ値の更新処理は実施される。また、図１０に示し
たような、無線基地局制御装置１４で行われる従来のアウターループ送信電力制御も、同
時に実行することが可能である。
【００３７】
本実施形態の送信電力制御方法によれば、上り信号目標ＳＩＲ値の更新を無線基地局制御
装置１４で行わずに無線基地局１３において独立して行うため、クローズドループ送信電
力制御における基準値である上り信号目標ＳＩＲ値を更新する上りアウターループ送信電
力制御方法を高速に行うことができる。そのため、無線通信のフェージング環境の急激な
変化等の瞬時的な通信環境の変化にも対応することができ、通信が途切れてしまう等の通
信品質の劣化の発生を防ぐことができる。
【００３８】
例えば、上り信号目標ＳＩＲ値の更新を無線基地局制御装置１４において行う従来の送信
電力制御方法では、０．１回／Ｓ～１回／Ｓ程度の頻度でしか上り信号目標ＳＩＲ値の更
新を行うことができなかったのに対して、本実施形態の送信電力制御方法によれば、同期
の判定を１００ｍｓ毎に行っている場合、１０回／Ｓ程度の頻度で上り信号目標ＳＩＲ値
の更新を行うことができる。
【００３９】
（第２の実施形態）
次に、本発明の第２の実施形態の送信電力制御方法について説明する。
【００４０】
上記第１の実施形態における送信電力制御方法では、無線基地局において上り信号目標Ｓ
ＩＲ値の更新を無線基地局制御装置とは独立して行うようにしたものであるが、ダイバー
シチハンドオーバー状態にある場合、一方の無線基地局では受信状態が良いにもかかわら
ず受信品質の悪い無線基地局が移動機に対して過大な上り送信電力を要求してしまう場合
がある。本実施形態は、このような問題の発生を防止するためのものである。
【００４１】
本実施形態における無線基地局１２、１３および無線基地局制御装置１４は、図４に示す
ような処理を行う。図４は、本実施形態の送信電力制御方法を示したシーケンスチャート
である。ステップ５１、５２までの処理は、図２に示したシーケンスチャートと同じであ
るためその説明は省略する。
【００４２】
本実施形態の送信電力制御方法では、無線基地局１３において上り信号目標ＳＩＲ値の更
新が行われ、その更新された上り信号目標ＳＩＲ値が規定された値より大きい場合、無線
基地局１３から無線基地局制御装置１４に対して上り信号目標ＳＩＲ値更新メッセージが
送信される（ステップ５３）。
【００４３】
このステップ５３の処理をステップ５２の処理とともに図５のフローチャートを参照して
詳細に説明する。
【００４４】
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ステップ１０３において、上り信号目標ＳＩＲ値が上り信号目標ＳＩＲ仮値により更新さ
れた場合、この上り信号目標ＳＩＲ仮値と、無線基地局制御装置１４から設定された上り
信号目標ＳＩＲ値（ＲＮＣ）としきい値αとの加算値との比較が行われる（ステップ１０
４）。そして、ステップ１０４において、上り信号目標ＳＩＲ仮値が、上り信号目標ＳＩ
Ｒ値（ＲＮＣ）としきい値αとの加算値よりも大きい場合、無線基地局１３は、無線基地
局制御装置１４に対して上り信号目標ＳＩＲ値更新メッセージを送出する（ステップ１０
５）。
【００４５】
この上り信号目標ＳＩＲ値更新メッセージを受信した無線基地局制御装置１４は、図４に
示されるように、上り信号目標ＳＩＲ値通知メッセージ送出処理を行う（ステップ５４）
。
【００４６】
このステップ５４において行われる上り信号目標ＳＩＲ値通知メッセージ送出処理を図６
を参照して詳細に説明する。先ず、無線基地局１３からの上り信号目標ＳＩＲ値更新メッ
セージを受信した無線基地局制御装置１４は、ダイバーシチハンドオーバー状態にある無
線基地局１２から有効なユーザデータを受信できているかどうかを判断する（ステップ１
０６）。ステップ１０６において、無線基地局１２から有効なユーザデータが受信できて
いると判定された場合、さらに、無線基地局１２からは上り信号目標ＳＩＲ値更新メッセ
ージを受信していないことを確認する（ステップ１０７）。そして、ステップ１０７にお
い無線基地局１２から上り信号目標ＳＩＲ値更新メッセージを受信していないと判定され
た場合に、無線基地局制御装置１４は、無線基地局制御装置１４において算出された上り
目標信号ＳＩＲ値（ＲＮＣ）を上り目標ＳＩＲ通知メッセージを用いて無線基地局１３に
対して通知する（ステップ１０８）。
【００４７】
そして、無線基地局制御装置１４からの上り信号目標ＳＩＲ通知メッセージを受信した無
線基地局１３は、図４に示すように、この上り目標信号ＳＩＲ値（ＲＮＣ）を、クローズ
ドループ送信電力制御の基準となる上り信号目標ＳＩＲ値として設定する（ステップ５５
）。
【００４８】
以上の動作により、無線基地局１３において、クローズドループ送信電力制御の基準とな
る上り信号目標ＳＩＲ値が、無線基地局制御装置１４により設定された上り信号目標ＳＩ
Ｒ値（ＲＮＣ）としきい値αを加算した値以上となった場合、クローズドループ送信電力
制御の基準となる上り信号目標ＳＩＲ値は、無線基地局制御装置１４において算出された
新たな上り信号目標ＳＩＲ値（ＲＮＣ）により再設定される。そのため、ダイバーシチハ
ンドオーバー状態にあり、かつ、無線基地局１２の受信品質がよい場合に、無線基地局１
３から移動機１１に対して過大な上り送信電力を要求することを防ぐことが可能となる。
【００４９】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、下記のような効果を得ることができる。
（１）無線基地局において上り信号目標ＳＩＲ値の更新を実施するため、無線基地局制御
装置による上り信号目標ＳＩＲ値の更新に比べ、制御遅延を削減することが可能となる。
その結果として、無線環境の急激な変化に適応した上り信号目標ＳＩＲ値の設定が行え、
呼切断を防ぐことが可能となる。
（２）また、無線基地局制御装置による上り信号目標ＳＩＲ値設定を併用することにより
、ダイバーシチハンドオーバー状態において、受信品質の悪い無線基地局が移動機に対し
て過大な上り送信電力を要求することを防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態のＣＤＭＡ通信システムにおける無線基地局の構成を示
すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態の送信電力制御方法を示すシーケンスチャートである。
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【図３】図２中のステップ５２の制御を示したフローチャートである。
【図４】本発明の第２の実施形態の送信電力制御方法を示すシーケンスチャートである。
【図５】図４中のステップ５２、５３の制御を示したフローチャートである。
【図６】図４中のステップ５４の制御を示したフローチャートである。
【図７】ＣＤＭＡ通信システムの構成を示すブロック図である。
【図８】Ｗ－ＣＤＭＡ通信システムにおける無線信号フォーマットである。
【図９】図７中の無線基地局制御装置１４の構成を示すブロック図である。
【図１０】アウターループ送信電力制御を説明するためのシーケンスチャートである。
【符号の説明】
１１　　移動機
１２、１３　　無線基地局
１４　　無線基地局制御装置
１５　　移動通信交換局
１６、１７　　有線回線
２１　　下り回線の無線信号フォーマット
２２　　上り回線の無線信号フォーマット
２３　　パイロット信号
２４　　ＴＰＣ信号
２５　　パイロット信号
２６　　ＴＰＣ信号
２７、２８　　区間
３１　　ＢＬＥＲ測定部
３２　　データ加算器
３３　　分配部
３４　　選択合成部
３５　　目標ＳＩＲ算出部
３６　　中央制御部
４１　　無線部
４２　　タイミング検出部
４３　　復調部
４４　　復号部
４５　　符号化部
４６　　制御部
５１～５５　　ステップ
６１～６４　　ステップ
１０１～１０８　　ステップ
１１２、１１３　　無線基地局
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】
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