
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局からの受信信号の希望波信号レベルと干渉波信号レベルとから該受信信号のＳＩ
Ｒ値を求めるＳＩＲ推定を行う無線基地局であって、
　各セクタ毎の最新の測定干渉波信号レベルを記憶しておく記憶手段と、
　通信が開始されると前記記憶手段に記憶されている干渉波信号レベルのうちから通信が
開始されたセクタに対応した干渉波信号レベルを読み出し、

通信が終了した場合には通信終了時の干渉波信号
レベルを前記記憶手段に保存するＳＩＲ推定手段と、を備えた無線基地局。
【請求項２】
　移動局からの受信信号の希望波信号レベルと干渉波信号レベルとから該受信信号のＳＩ
Ｒ値を求めるＳＩＲ推定を行う無線基地局であって、
　各セクタ毎の最新の測定干渉波信号レベルを記憶しておく記憶手段と、
　電源がオンされている間は前記受信信号の干渉波信号レベルを測定し、測定した該干渉
波信号レベルを前記記憶手段に保存する少なくとも１つの制御チャネル回路と、
　通信が開始されると前記記憶手段に記憶されている干渉波信号レベルのうちから通信が
開始されたセクタに対応した干渉波信号レベルを読み出し、
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読み出された該干渉波信号レ
ベルを初期値として干渉波信号レベルの推定を行い、推定された干渉波信号レベル値と直
前の干渉波信号レベル値とを重み付け加算し、該加算結果を干渉波信号レベルの推定値と
して、希望波信号レベルの推定値を前記干渉波信号レベルの推定値により除算することに
より前記受信信号のＳＩＲ推定を行い、

読み出された該干渉波信号レ



受信信号のＳＩＲ推定を行うＳＩＲ推定手段と、を備えた無線基地局。
【請求項３】
　前記通信チャネル回路が、前記ＳＩＲ推定手段により測定されたＳＩＲ値と予め定めら
れた目標ＳＩＲ値とを比較し、測定されたＳＩＲ値が該目標ＳＩＲ値よりも小さい場合に
は前記受信信号を送信した移動局に対して送信電力を上げるような指示を行い、測定され
たＳＩＲ値が目標ＳＩＲ値以上の場合には前記受信信号を送信した移動局に対して送信電
力を下げるような指示を行う送信電力制御回路をさらに有する、請求項１または２記載の
無線基地局。
【請求項４】
　無線基地局からの受信信号の希望波信号レベルと干渉波信号レベルとから該受信信号の
ＳＩＲ値を求めるＳＩＲ推定を行う移動局であって、
　各セクタ毎の最新の測定干渉波信号レベルを記憶しておく記憶手段と、
　通信が開始されると前記記憶手段に記憶されている干渉波信号レベルのうちから通信が
開始されたセクタに対応した干渉波信号レベルを読み出し、

受信信号のＳＩＲ推定を行い、通信が終了した場合
には通信終了時の干渉波信号レベルを前記記憶手段に保存するＳＩＲ推定手段と、を備え
た移動局。
【請求項５】
　無線基地局からの受信信号の希望波信号レベルと干渉波信号レベルとから該受信信号の
ＳＩＲ値を求めるＳＩＲ推定を行う移動局であって、
　各セクタ毎の最新の測定干渉波信号レベルを記憶しておく記憶手段と、
　電源がオンされている間は前記受信信号の干渉波信号レベルを測定し、測定した該干渉
波信号レベルを前記記憶手段に保存する少なくとも１つの制御チャネル回路と、
　通信が開始されると前記記憶手段に記憶されている干渉波信号レベルのうちから通信が
開始されたセクタに対応した干渉波信号レベルを読み出し、

受信信号のＳＩＲ推定を行うＳＩＲ推定手段と、を備えた移動局。
【請求項６】
　前記通信チャネル回路が、前記ＳＩＲ推定手段により測定されたＳＩＲ値と予め定めら
れた目標ＳＩＲ値とを比較し、測定されたＳＩＲ値が該目標ＳＩＲ値よりも小さい場合に
は前記受信信号を送信した無線基地局に対して送信電力を上げるような指示を行い、測定
されたＳＩＲ値が目標ＳＩＲ値以上の場合には前記受信信号を送信した無線基地局に対し
て送信電力を下げるような指示を行う送信電力制御回路をさらに有する、請求項４または
５記載の移動局。
【請求項７】
　無線送信装置からの受信信号の希望波信号レベルと干渉波信号レベルとから該受信信号
のＳＩＲ値を求めるＳＩＲ推定を行う無線受信装置であって、
　各セクタ毎の最新の測定干渉波信号レベルを記憶しておく記憶手段と、
　通信が開始されると前記記憶手段に記憶されている干渉波信号レベルのうちから通信が
開始されたセクタに対応した干渉波信号レベルを読み出し、
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ベルを初期値として干渉波信号レベルの推定を行い、推定された干渉波信号レベル値と直
前の干渉波信号レベル値とを重み付け加算し、該加算結果を干渉波信号レベルの推定値と
して、希望波信号レベルの推定値を前記干渉波信号レベルの推定値により除算することに
より前記

読み出された該干渉波信号レベルを初期値として干渉波信号レベルの推定を行い、推定さ
れた干渉波信号レベル値と直前の干渉波信号レベル値とを重み付け加算し、該加算結果を
干渉波信号レベルの推定値として、希望波信号レベルの推定値を前記干渉波信号レベルの
推定値により除算することにより前記

読み出された該干渉波信号レ
ベルを初期値として干渉波信号レベルの推定を行い、推定された干渉波信号レベル値と直
前の干渉波信号レベル値とを重み付け加算し、該加算結果を干渉波信号レベルの推定値と
して、希望波信号レベルの推定値を前記干渉波信号レベルの推定値により除算することに
より前記

読み出された該干渉波信号レ
ベルを初期値として干渉波信号レベルの推定を行い、推定された干渉波信号レベル値と直
前の干渉波信号レベル値とを重み付け加算し、該加算結果を干渉波信号レベルの推定値と



受信信号のＳＩＲ推定を行い、通信が終了した場合には通信終了時の干渉波信号
レベルを前記記憶手段に保存するＳＩＲ推定手段と、を備えた無線受信装置。
【請求項８】
　無線送信装置からの受信信号の希望波信号レベルと干渉波信号レベルとから該受信信号
のＳＩＲ値を求めるＳＩＲ推定を行う無線受信装置であって、
　各セクタ毎の最新の測定干渉波信号レベルを記憶しておく記憶手段と、
　電源がオンされている間は前記受信信号の干渉波信号レベルを測定し、測定した該干渉
波信号レベルを前記記憶手段に保存する少なくとも１つの制御チャネル回路と、
　通信が開始されると前記記憶手段に記憶されている干渉波信号レベルのうちから通信が
開始されたセクタに対応した干渉波信号レベルを読み出し、

受信信号のＳＩＲ推定を行うＳＩＲ推定手段と、を備えた無線受信装置。
【請求項９】
　前記通信チャネル回路が、前記ＳＩＲ推定手段により測定されたＳＩＲ値と予め定めら
れた目標ＳＩＲ値とを比較し、測定されたＳＩＲ値が該目標ＳＩＲ値よりも小さい場合に
は前記受信信号を送信した無線送信装置に対して送信電力を上げるような指示を行い、測
定されたＳＩＲ値が目標ＳＩＲ値以上の場合には前記受信信号を送信した無線送信装置に
対して送信電力を下げるような指示を行う送信電力制御回路をさらに有する、請求項７ま
たは８記載の無線受信装置。
【請求項１０】
　受信信号の希望波信号レベルと干渉波信号レベルとから該受信信号のＳＩＲ値を求める
ためのＳＩＲ推定方法であって、
　電源がオンされると各セクタ毎の干渉波信号レベルを測定して記憶手段に記憶させるス
テップと、
　通信が開始されると前記記憶手段に記憶されている干渉波信号レベルのうちから通信が
開始されたセクタに対応した干渉波信号レベルを読み出し、

受信信号のＳＩＲ推定を行うステップと、
　通信が終了した場合には通信終了時の干渉波信号レベルを前記憶手段に保存するステッ
プとを備えたＳＩＲ推定方法。
【請求項１１】
　受信信号の希望波信号レベルと干渉波信号レベルとから該受信信号のＳＩＲ値を求める
ためのＳＩＲ推定方法であって、
　電源がオンされると各セクタ毎の干渉波信号レベルを一定周期で測定して記憶手段に記
憶させるステップと、
　通信が開始されると前記記憶手段に記憶されている干渉波信号レベルのうちから通信が
開始されたセクタに対応した干渉波信号レベルを読み出し、

受信信号のＳＩＲ推定を行うステップとを備えたＳＩＲ推定方法。
【請求項１２】
　請求項１０または１１記載のＳＩＲ推定方法により受信信号のＳＩＲ値を測定するステ
ップと、
　測定された該ＳＩＲ値と予め定められた目標ＳＩＲ値とを比較するステップと、
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して、希望波信号レベルの推定値を前記干渉波信号レベルの推定値により除算することに
より前記

読み出された該干渉波信号レ
ベルを初期値として干渉波信号レベルの推定を行い、推定された干渉波信号レベル値と直
前の干渉波信号レベル値とを重み付け加算し、該加算結果を干渉波信号レベルの推定値と
して、希望波信号レベルの推定値を前記干渉波信号レベルの推定値により除算することに
より前記

読み出された該干渉波信号レ
ベルを初期値として干渉波信号レベルの推定を行い、推定された干渉波信号レベル値と直
前の干渉波信号レベル値とを重み付け加算し、該加算結果を干渉波信号レベルの推定値と
して、希望波信号レベルの推定値を前記干渉波信号レベルの推定値により除算することに
より前記

読み出された該干渉波信号レ
ベルを初期値として干渉波信号レベルの推定を行い、推定された干渉波信号レベル値と直
前の干渉波信号レベル値とを重み付け加算し、該加算結果を干渉波信号レベルの推定値と
して、希望波信号レベルの推定値を前記干渉波信号レベルの推定値により除算することに
より前記



　測定されたＳＩＲ値が該目標ＳＩＲ値よりも小さい場合には前記受信信号を送信した移
動局に対して送信電力を上げるような指示を行い、測定されたＳＩＲ値が目標ＳＩＲ値以
上の場合には前記受信信号を送信した移動局に対して送信電力を下げるような指示を行う
ステップをさらに有する送信電力制御方法。
【請求項１３】
　受信信号の希望波信号レベルと干渉波信号レベルとから該受信信号のＳＩＲ値を求める
ためのＳＩＲ推定方法を実行するためのプログラムであって、
　電源がオンされると各セクタ毎の干渉波信号レベルを測定して記憶手段に記憶させる処
理と、
　通信が開始されると前記記憶手段に記憶されている干渉波信号レベルのうちから通信が
開始されたセクタに対応した干渉波信号レベルを読み出し、

受信信号のＳＩＲ推定を行う処理と、
　通信が終了した場合には通信終了時の干渉波信号レベルを前記憶手段に保存する処理と
をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項１４】
　受信信号の希望波信号レベルと干渉波信号レベルとから該受信信号のＳＩＲ値を求める
ためのＳＩＲ推定方法を実行するためのプログラムであって、
　電源がオンされると各セクタ毎の干渉波信号レベルを一定周期で測定して記憶手段に記
憶させる処理と、
　通信が開始されると前記記憶手段に記憶されている干渉波信号レベルのうちから通信が
開始されたセクタに対応した干渉波信号レベルを読み出し、

受信信号のＳＩＲ推定を行う処理とをコンピュータに実行させるためのプログラ
ム。
【請求項１５】
　請求項１３または１４記載のプログラムにより特定させるＳＩＲ推定方法により受信信
号のＳＩＲ値を測定する処理と、
　測定された該ＳＩＲ値と予め定められた目標ＳＩＲ値とを比較する処理と、
　測定されたＳＩＲ値が該目標ＳＩＲ値よりも小さい場合には前記受信信号を送信した移
動局に対して送信電力を上げるような指示を行い、測定されたＳＩＲ値が目標ＳＩＲ値以
上の場合には前記受信信号を送信した移動局に対して送信電力を下げるような指示を行う
処理をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数の移動局と無線基地局とから構成される移動通信システムのような、無線
送信装置と無線受信装置からなる無線システムに関し、特に、受信信号の希望波信号レベ
ルと干渉波信号レベルとからその受信信号のＳＩＲ値を求めるＳＩＲ推定方法およびこの
ＳＩＲ推定方法により測定されたＳＩＲ値を用いて通信相手の無線送信装置の送信電力を
制御するための送信電力制御方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、移動通信システムに用いられる通信方式として、干渉や妨害に強いＣＤＭＡ（符号
分割多元接続：Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）通信方
式が注目されている。このＣＤＭＡ通信方式とは、送信側では送信したいユーザ信号を拡
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読み出された該干渉波信号レ
ベルを初期値として干渉波信号レベルの推定を行い、推定された干渉波信号レベル値と直
前の干渉波信号レベル値とを重み付け加算し、該加算結果を干渉波信号レベルの推定値と
して、希望波信号レベルの推定値を前記干渉波信号レベルの推定値により除算することに
より前記

読み出された該干渉波信号レ
ベルを初期値として干渉波信号レベルの推定を行い、推定された干渉波信号レベル値と直
前の干渉波信号レベル値とを重み付け加算し、該加算結果を干渉波信号レベルの推定値と
して、希望波信号レベルの推定値を前記干渉波信号レベルの推定値により除算することに
より前記



散符号により拡散して送信し、受信側ではその拡散符号と同一の拡散符号を用いて逆拡散
を行うことにより元のユーザ信号を得る通信方式である。このＣＤＭＡ通信方式では、複
数の送信側がそれぞれ異なる拡散符号を使用して拡散を行ない、受信側では逆拡散を行う
際に使用する拡散符号を選択することにより各通信の特定を行うことができるため、複数
の通信により同一の周波数帯域を使用することができる。本発明は、このＣＤＭＡ通信方
式において行われている上り回線の送信電力制御を利用して電界状態の判定を行うもので
ある。
【０００３】
ＣＤＭＡ通信方式では、使用する拡散符号がお互いに完全に直交性を有していれば他の信
号に対して干渉することはない。しかし、使用する全ての拡散符号の間で完全に直交性を
保つことは困難であるため、実際にはそれぞれの拡散符号は完全な直交とはならず、他符
号との間に相関成分を有することとなる。そのため、これらの相関成分が自通信にとって
は干渉成分となり、通信品質の劣化要因となる。このような要因で干渉成分が生じるため
、通信の数が増えるに従って干渉成分も増加する。そのため、全ての移動局の送信電力を
一定の値としたのでは、基地局に近い移動局からの電波が強すぎて遠い移動局からの信号
が大きな干渉を受けてしまうといういわゆる遠近問題が発生してしまうことになる。そこ
で、移動局から基地局への回線である上り回線の送信電力を適当な値とするような送信電
力制御が行われている。
【０００４】
送信電力制御（以降これをＴＰＣ（ Transmission Power Control）と称す）は２局間にお
いて一方の局で受信ＳＩＲ（ Signal to Interference power Ratio：希望波信号対干渉波
信号比）を測定し、測定されたＳＩＲを予め定められたＳＩＲ値（以降これを目標（ Targ
et）ＳＩＲと称す）と比較し、測定されたＳＩＲが目標ＳＩＲよりも小さい場合にはもう
一方の局に送信パワーを上げるように指示を行い、測定されたＳＩＲが目標ＳＩＲよりも
大きい場合には送信パワーを下げるような指示を行うことが一般的である。ここでのＳＩ
Ｒの測定は各パス毎の逆拡散後の希望波信号レベル（以降これをＲＳＳＩ（ Received Sig
nal Strength Indicator）と称す）を干渉波信号レベル（以降これをＩＳＳＩ（ Interfer
ence Signal Strength Indicator）と称す）で除算し、更に全パスのＳＩＲを加算する事
により行われていた。ここでのＩＳＳＩとはアンテナに入力されるノイズ、他のユーザ信
号、及び装置内で発生するノイズの総和である。
【０００５】
図１１に、このような送信電力制御を行う２つの無線基地局９０および移動局９４のブロ
ック図を示す。また、この無線局間で送受信されるデータフォーマットを図１２に示す。
図１２中のデータ１、データ２はそれぞれユーザデータを示し、ＴＰＣビットは相手局か
らの送信パワー制御要求を示す。
【０００６】
無線基地局９０は、送信部９１、受信部９２、ＳＩＲ測定部９３により構成され、移動局
９４は、送信部９５、受信部９６、ＳＩＲ測定部９７により構成されている。
【０００７】
無線基地局９０では、移動局９４からの信号を受信部９２により受信し、ＳＩＲ測定部９
３によりその受信信号のＳＩＲを測定して、測定されたＳＩＲが予め設定された目標ＳＩ
Ｒ以上か否かを判定する。そして、ＳＩＲ測定部９３は、測定されたＳＩＲが予め設定さ
れた目標ＳＩＲより小さい場合には、送信電力の増加を要求するようなＴＰＣ情報を送信
部９１に送信し、測定されたＳＩＲが予め設定された目標ＳＩＲ以上の場合には、送信電
力の減少を要求するようなＴＰＣ情報を送信部９１に送信する。送信部９１では、ＳＩＲ
測定部９３からのＴＰＣ情報をＴＰＣビットとして送信データに含めて移動局９４に送信
する。そして、無線基地局９０からの信号を受信した移動局９４では、受信信号に含まれ
るＴＰＣビットに基づいて送信部９５の送信電力を減少または増加することにより送信電
力制御が行われる。ここでは、無線基地局９０から移動局９４にＴＰＣビットを送信する
場合を用いて説明したが、移動局９４から無線基地局９０にＴＰＣビットを送信する場合
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にも同様の方法により行われる。
【０００８】
このような送信電力制御を行う従来の無線基地局の構成を図１３に示す。この従来の無線
基地局は、無線部６３と、各チャネル毎に設けられたＫ個の通信チャネル回路１１２ 1～
１１２ Kと、この通信チャネル回路１１２ 1～１１２ Kを制御するための共通制御回路１１
１と、基準フレーム生成回路６４とを備えている。
【０００９】
無線部６３は、アンテナにより受信した信号を復調してベースバンド信号を取り出して信
号Ｒ１として出力するとともに、通信チャネル回路１１２ 1～１１２ kからの送信信号Ｔ１
を合成した後に変調して送信する処理を行っている。
【００１０】
基準フレーム生成回路６４は、フレームタイミングの基準となる信号である基準フレーム
信号２６を生成して出力している。
【００１１】
共通制御回路１１１は、セクタ選択信号２０、制御信号２３、目標ＳＩＲ通知信号２４を
介して通信チャネル回路１１２ 1～１１２ Kの制御を行っている。
【００１２】
通信チャネル回路１１２ 1～１１２ Kのうちの任意の通信チャネル回路の通信を開始する場
合、共通制御回路１１１はその通信チャネル回路に対して使用するセクタ（複数の場合有
り）をセクタ選択信号２０により指定し、更にＫ本の制御信号２３のうちの通信を開始し
ようとする通信チャネル回路に対応した制御信号を“０”から“１”つまりアクティブと
する。
【００１３】
通信チャネル回路１１２ 1は、図１４に示すように、Ａ／Ｄ変換器７２と、Ｄ／Ａ変換器
７３と、ＳＩＲ推定部１４１と、ＴＰＣビット挿入回路７４とから構成されている。尚、
通信チャネル回路１１２ 2～１１２ Kの構成は、図１４に示した通信チャネル回路１１２ 1

と同様であるためその説明は省略する。
【００１４】
Ａ／Ｄ変換器７２は、無線部６３からのアナログの受信信号Ｒ１をＡ／Ｄ変換することに
よりディジタルの信号に変換している。ＳＩＲ推定部１４１は、予め設定されている値を
初期値としてＡ／Ｄ変換器７２により変換されたディジタル信号のパスサーチ、逆拡散等
を行いユーザ受信信号を出力するとともにその信号のＳＩＲ推定を行い、そのＳＩＲ値を
基にしてＴＰＣ情報２５を生成する。
【００１５】
また、ＴＰＣビット挿入回路７４は、入力したユーザ送信信号にＳＩＲ推定部１４１から
のＴＰＣ情報２５を含める処理を行ってＤ／Ａ変換器７３に送信する処理を行っている。
Ｄ／Ａ変換器７３は、ＴＰＣビット挿入回路７４によりＴＰＣビットが挿入された後のユ
ーザ送信信号をアナログ信号に変換して送信信号Ｔ１として出力している。
【００１６】
図１４中のＳＩＲ推定部１４１の構成を図１５に示す。この従来の無線基地局におけるＳ
ＩＲ推定部１４１は、図１５に示すように、パスサーチ部２と、セレクタ回路３と、逆拡
散回路４と、ＩＳＳＩ推定回路１４５と、ＲＳＳＩ推定回路６と、ＳＩＲ推定回路７と、
ＳＩＲ加算回路８と、ＳＩＲ判定回路９とから構成されている。
【００１７】
ＳＩＲ推定部１４１には、図１３中の共通制御回路１１１から制御信号２３が供給されて
おり、ＳＩＲ推定部１４１は制御信号２３が“１”の場合に以下に示すような動作をし、
制御信号２３が“０”の場合には何の動作も行わない。
【００１８】
パスサーチ回路２及びセレクタ回路３には無線信号がディジタル信号に変換されたＭ本の
アンテナからの信号 R１（Ｍ、ｔ）が入力される。 R１（Ｍ、ｔ）は時刻がｔの時点におけ

10

20

30

40

50

(6) JP 3788506 B2 2006.6.21



るアンテナＭからの信号を意味し、ここでは各セクタ毎に１つのアンテナが設けられてい
るものとする。パスサーチ回路２に入力されているＭ本のセクタ選択信号２０はどのセク
タのパスサーチを行うかを示しており、ＳＣＴ（１）、ＳＣＴ（２）、・・・、ＳＣＴ（
Ｍ）により表される。そして、該当するセクタをｍとした場合セクタ選択信号２３のうち
のＳＣＴ（ｍ）は“１”になり、該当しないセクタに対応する信号は“０”になっている
。尚、該当するセクタを複数とすることも可能である。
【００１９】
パスサーチ回路２は、信号Ｒ１（ｍ、ｔ）の内セクタ選択信号２０が“１”になっている
セクタに対応する信号 R１（例えば有効なセクタが３の場合はＲ１（３、ｔ））を取り込
み、この信号に対してフレームタイミングを示す基準フレーム信号２６を基準にした予め
定められたコードで相関値検出を行い、相関値が高い方からＮ本のパスを選択する。選択
結果は図１６に示す様にＮ個のパス情報（１）～（Ｎ）としてパラレルもしくはシリアル
で出力される。このパス情報（１）～（Ｎ）は、ソース情報とディレイ情報とから構成さ
れている。ソース情報は、受信した信号がどのセクタから入力されたかを示し、ディレイ
情報はフレーム信号により示されるタイミングに対してどれくらいずれているかを示す。
各アンテナには通常マルチパスフェージングがかかっている為、同一ソースから複数のパ
スが選択される事もある。パスサーチ回路２から出力されるパス情報の具体例を図１７に
示す。
【００２０】
セレクタ回路３は、図１８に示すように、 N個のＭ： 1のセレクタ４１ 1～４１ Nから構成さ
れ、セレクタ４１ 1～４１ Nに対してＭ本の信号 R１（Ｒ 1（１、ｔ）～Ｒ 1（Ｍ、ｔ））が
入力される。セレクタ４１ 1～４１ Nの各セレクタはパス情報のうちのソース情報で指定さ
れた信号（セクタ）を選択し、信号Ｒ２（Ｒ２（１、ｔ）～Ｒ２（Ｎ、ｔ））として後段
の逆拡散回路４に出力する。
【００２１】
逆拡散回路４は図１９に示すように N個の乗算器４２ 1～４２ N、１個のコード発生器４４
、及びディレイ回路４３とから構成される。コード発生器４４では予め定められた符号長
Lのコードをフレームタイミング信号に同期して生成し、ディレイ回路４３は入力された
コードを前述のパス情報のディレイ情報の値だけ遅延させて乗算することにより逆拡散を
行い、信号 R３をＩＳＳＩ推定回路１４５、ＲＳＳＩ推定回路６へ出力するとともにその
信号をユーザ信号として出力している。
【００２２】
ＩＳＳＩ推定回路１４５は、制御信号２３が“０”→“１”となると予め設定された値を
初期値としてＩＳＳＩ推定を開始する。ＩＳＳＩ推定回路１４５は各信号 R３のＩＳＳＩ
推定をする際、パス情報に含まれるソース情報を参照し、信号 R３の各信号がどのセクタ
の信号かを割り出し、予め設定された値を初期値としてＩＳＳＩ推定を行う。ＩＳＳＩ推
定回路１４５は一定周期で信号 R３のＩＳＳＩ推定を行い、それと直前のＩＳＳＩ値を重
み付け加算後、その結果をＩＳＳＩ信号としてＳＩＲ推定回路７に出力する。ＲＳＳＩ推
定回路６は一定周期で信号 R３から希望波信号レベルを推定しその結果（ＲＳＳＩ信号）
をＳＩＲ推定回路７に出力する。
【００２３】
ＳＩＲ推定回路７は、ＲＳＳＩ推定回路６からのＲＳＳＩ信号を、ＩＳＳＩ推定回路１４
５からのＩＳＳＩ信号のうちの対応するＩＳＳＩ信号で除算することにより（例えば、Ｒ
ＳＳＩ（１）／ＩＳＳＩ（１））ｓｉｒを求め、このｓｉｒは後段のＳＩＲ加算回路８で
N本全て加算される。
【００２４】
ＳＩＲ判定回路９では与えられたＳＩＲ加算回路８で加算されたＳＩＲと外部より与えら
れた目標ＳＩＲを比較し、ＴＰＣ情報２５を送信回路７３へ出力する。ＴＰＣ情報２５は
、測定されたＳＩＲが目標ＳＩＲ以上であれば“０”を、小さければ“１”とする。ここ
で“１”は相手局に対して送信パワーを上げる事を要求し、“０”は下げる事を要求する
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ための信号である。
【００２５】
次に、この従来の無線基地局におけるＳＩＲ推定部１４１の動作について説明する。
【００２６】
まずどのセクタで動作するかは図１３中の共通制御回路１１１から与えられるＭ本のセク
タ選択信号２０によって決められる。パスサーチ回路２はまずＭ本の信号 R１の内、セク
タ選択信号２０で指定されたセクタに対応する信号のみ選び、その信号から予め定められ
たコードを用いて相関値検出する事により最大 N個までのパスを見つけ、その結果をパス
情報（１）～（Ｎ）として出力する。
【００２７】
例えば、有効セクタが４、５の場合（Ｍ＝ 5とする）、セクタ選択信号２０は下記の式（
１）の様になる。
【００２８】
【数１】
　
　
　
　
　
　
　
セレクタ回路３ではパス情報（ x）に含まれるソース情報に従って R１（ｙ、ｔ）の中から
必要な信号を選択し（ y＝１、２、・・・、Ｍ）、 N本の R２（ｘ、ｔ）を出力する（ x＝１
、２、・・・、Ｎ）。
【００２９】
パス情報（１）～（Ｎ）が図１７に示すような値の場合、セクタ４、５からそれぞれ２パ
スづつ検出している為、 R２（４、ｔ）を２本と、 R２（５、ｔ）を２本出力し、残りの N
－４本はゼロである。つまり R１（ｙ、ｔ）と R２（ｘ、ｔ）の関係は下記の式（２）の様
になる。
【００３０】
【数２】
　
　
　
　
逆拡散回路４では R2（ｘ、ｔ）を予め定められたコードで各パス独立に逆拡散し、シンボ
ルレート（ Fs）の信号 R３（ｘ、ｔ）を出力する。そして、上記で説明したようにして生
成されたコードはパス情報パス（ｘ）のディレイ値に従ってタイミングを調整して逆拡散
符号として使用される。符号長 Lのコードを C（ｋ）とし、ディレイ値に基づいた各パス毎
のタイミング関数を t（ｘ）とするとＲ３は下記の式（３）以下の様に表せられる。但し
、ｔはｔシンボルを示す。
【００３１】
【数３】
　
　
　
　
　
　
例えば図１７中のパス情報（ 1）の場合（ x＝ 1）はディレイ値が 2であるので、 t（１）＝
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２となり、 R3（１、ｔ）は下記の式（４）の様になる。
【００３２】
【数４】
　
　
　
　
　
この R３（ｘ、ｔ）は後段の復調回路（図示されず。）にユーザ信号として出力されると
共に、ＩＳＳＩ推定回路１４５、ＲＳＳＩ推定回路６に出力される。
【００３３】
上記で説明した従来の無線基地局におけるＩＳＳＩ推定回路１４５では、予め設定された
値を初期値からＩＳＳＩ推定を開始していた。この初期値はゼロである時とその局でデー
タを取得しその値を初期値として使う場合があるが、従来技術では以下のような問題点が
あった。
【００３４】
ＩＳＳＩはノイズ成分が支配的である為、小刻みには変動するが長い時間の中ではあまり
変動しない為、に変化が緩やかで安定して推定できる様にするのが一般的である。従って
、以前の値の影響が大きく、特に推定直後はしばらくの間は初期値からあまり動かないの
で、従来２の様に初期値がゼロの場合はＩＳＳＩ推定直後しばらくはＩＳＳＩ値がゼロに
近い値になってしまい、その結果ＳＩＲ値は誤まってかなり大きな値になってしまう。そ
うするとその時の回線品質には無関係に目標ＳＩＲより大きいと判定されてしまい相手局
に送信パワーを下げるよう要求してしまい、それに従い相手局が送信パワーを下げると回
線品質が更に悪くなってしまい、最悪の場合回線断になってしまう。
【００３５】
ＩＳＳＩ（干渉波電力）初期値が適切に設定されていない場合、ＩＳＳＩ推定には通常長
い時間がかかる為、その間のＳＩＲの値が不正になってしまう。例えば、ＳＩＲ（希望波
信号対干渉波電力比）が誤まって大きくなった場合、相手局に対して送信パワーを下げる
事を要求してしまう為回線断の危険が有り、逆にＳＩＲが小さくなった場合、今度は送信
パワーを上げる事を要求してしまう為、他のユーザへの干渉が増大してしまう危険性があ
る。
【００３６】
また、事前にその局においてデータを取得しその値を初期値として使う方法もあるが、そ
の場合局によって値を変える必要がある為、そのパラメータの管理はかなり膨大な作業に
なってしまう。また、リアルタイムの値ではない為、必ずしも最適な値とは言えない。
【００３７】
【発明が解決しようとする課題】
上述した従来の無線基地局では、送信電力制御の基準となる受信信号のＳＩＲを測定する
際に用いられるＩＳＳＩを推定する場合、ＩＳＳＩ推定の初期値として予め取得したデー
タを用いていたため、ユーザ通信開始直後に送信電力制御が不安定となってしまう場合が
あるという問題点があった。
【００３８】
本発明の目的は、精度の高いＳＩＲ推定を実現することによりユーザ通信開始直後から安
定した送信電力制御を行うことができる無線基地局を提供することである。
【００３９】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明の無線受信装置は、無線送信装置からの受信信号の
希望波信号レベルと干渉波信号レベルとから該受信信号のＳＩＲ値を求めるＳＩＲ推定を
行うものであって、
　各セクタ毎の最新の測定干渉波信号レベルを記憶しておく記憶手段と、
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　通信が開始されると前記記憶手段に記憶されている干渉波信号レベルのうちから通信が
開始されたセクタに対応した干渉波信号レベルを読み出し、

受信信号のＳＩＲ推定を行い、通信が終了した場合には通信終了時の干渉波信号
レベルを前記記憶手段に保存するＳＩＲ推定手段とを備えている。
【００４０】
本発明によれば、通信開始時のＩＳＳＩ初期値として無線受信装置内で取得され記憶手段
に記憶されている最新の干渉波信号レベルを使い、通信終了時にはその時の最後の干渉波
信号レベルを記憶手段に保存する事により、適切な干渉波信号レベルからＩＳＳＩ推定を
開始する事が可能になるため、ユーザ通信開始直後でも正しいＳＩＲ推定を行うことがで
きる。
【００４１】
　また、本発明の他の無線受信装置は、無線送信装置からの受信信号の希望波信号レベル
と干渉波信号レベルとから該受信信号のＳＩＲ値を求めるＳＩＲ推定を行うものであって
、
　各セクタ毎の最新の測定干渉波信号レベルを記憶しておく記憶手段と、
　電源がオンされている間は前記受信信号の干渉波信号レベルを測定し、測定した該干渉
波信号レベルを前記記憶手段に保存する少なくとも１つの制御チャネル回路と、
　通信が開始されると前記記憶手段に記憶されている干渉波信号レベルのうちから通信が
開始されたセクタに対応した干渉波信号レベルを読み出し、

受信信号のＳＩＲ推定を行うＳＩＲ推定手段とを備えている。
【００４２】
本発明によれば、実際にユーザ信号が扱われるチャネルである通信チャンネルの他に、局
間の制御情報をランダムアクセスするためのチャンネルである制御チャネルが用いられて
いる場合、この通信チャネルは常時受信待ち状態であることを利用して、制御チャネルに
おいて常時ＩＳＳＩを測定及び保存し、通信チャネル開始の際は、この干渉波信号レベル
を初期値とすることにより、最新の干渉波信号レベルを初期値とする事が可能になる。そ
のため、ユーザ通信の発生頻度に影響を受けることなく精度の高いＳＩＲ推定を行うこと
ができる。
【００４３】
さらに、本発明の他の無線受信装置では、前記通信チャネル回路が、前記ＳＩＲ推定手段
により測定されたＳＩＲ値と予め定められた目標ＳＩＲ値とを比較し、測定されたＳＩＲ
値が該目標ＳＩＲ値よりも小さい場合には前記受信信号を送信した無線送信装置に対して
送信電力を上げるような指示を行い、測定されたＳＩＲ値が目標ＳＩＲ値以上の場合には
前記受信信号を送信した無線送信装置に対して送信電力を下げるような指示を行う送信電
力制御回路をさらに有するようにしてもよい。
【００４４】
本発明によれば、上述した本発明のＳＩＲ推定方法により測定されたＳＩＲ値を用いて送
信電力制御を行うようにしているので、ユーザ通信開始直後でも安定した送信電力制御を
行うことができる。
【００４５】
【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。
【００４６】
（第１の実施形態）
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図１は本発明の第１の実施形態の無線基地局の構成を示すブロック図である。図１におい
て、図１３中の構成要素と同一の構成要素には同一の符号を付し、説明を省略するものと
する。
【００４７】
本実施形態の無線基地局は、共通制御回路６１と、Ｋ個の通信チャネル回路６２ 1～６２ K

と、無線部６３と、基準フレーム生成回路６４とを備えている。
【００４８】
本実施形態における共通制御回路６１には各セクタ毎の最新のＩＳＳＩ値が保存されてお
り、これは任意の通信チャネル回路からＩＳＳＩ出力信号２２を介して送信されてくるＩ
ＳＳＩ値によりセクタ毎に独立して更新される。つまり、共通制御回路６１は、各セクタ
毎のＩＳＳＩ値を記憶しておく記憶手段として機能している。また、共通制御回路６１に
は、初期値としては予め設定された値例えばゼロがＩＳＳＩ値として記憶されている。
【００４９】
任意の通信チャネル回路が通信を開始する場合、共通制御回路６１はその通信チャネル回
路に対して使用するセクタ（複数の場合有り）をセクタ選択信号２０により指定し、且つ
そのセクタに対応する最新のＩＳＳＩ値を出力し、更に制御信号２３を“０”→“１”に
する。装置立ち上げ直後の場合（つまり最新のＩＳＳＩ値がまだ１つも書き込まれていな
い）は、共通制御回路６１は任意の通信チャネル回路に対して全セクタを有効にし、且つ
制御信号２３によりその通信チャネル回路をオンにし、一定時間経過後にその回路をオフ
にする。これにより実際の通信が始まる前に全セクタの最新のＩＳＳＩ値が共通制御回路
６１に保存されることになる。
【００５０】
通信チャネル回路６２ 1～６２ Kは、通信が開始されると共通制御回路６１に記憶されてい
るＩＳＳＩ値のうちから通信が開始されたセクタに対応したＩＳＳＩ値をＩＳＳＩ入力信
号２１を介して読み出し、通信が終了した場合には通信終了時のＩＳＳＩ値をＩＳＳＩ出
力信号２２を介して共通制御回路６１に保存する処理を行う点が、図１３に示した従来の
無線基地局における通信チャネル回路１１２ 1～１１２ Kと異なっている。
【００５１】
通信チャネル回路６２ 1は、図２に示すように、ＳＩＲ推定部７１と、Ａ／Ｄ変換回路７
２と、Ｄ／Ａ変換回路７３と、ＴＰＣビット挿入回路７４とから構成されている。図２に
おいて、図１４中の構成要素と同一の構成要素には同一の符号を付し、説明を省略するも
のとする。本実施形態における通信チャネル回路６２ 1は、図１４に示した従来の無線基
地局における通信チャネル回路１１２ 1に対して、ＳＩＲ推定部１４１をＳＩＲ推定部７
１に置き換えたものである。尚、通信チャネル回路７２ 2～７２ Kの構成は、図２に示した
通信チャネル回路７２ 1と同様であるためその説明は省略する。
【００５２】
また、図２中のＳＩＲ推定部７１の構成を図３のブロック図に示す。本実施形態における
ＳＩＲ推定回路７１は、図１５に示した従来の無線基地局におけるＳＩＲ推定回路１４１
に対して、ＩＳＳＩ推定回路１４５をＩＳＳＩ推定回路５に置き換えた点のみが異なって
いる。
【００５３】
ＩＳＳＩ推定回路５は、制御信号２３が“０”→“１”になるとＩＳＳＩ入力信号２１に
より入力された値を初期値としてＩＳＳＩ推定を開始する。ＩＳＳＩ入力信号２１は、図
１に示した共通制御回路６１から与えられる各セクタの最新のＩＳＳＩ値である。ＩＳＳ
Ｉ推定回路５は各信号 R３のＩＳＳＩ推定をする際、パス情報に含まれるソース情報を参
照し、各信号 R３がどのセクタの信号かを割り出し、対応するセクタのＩＳＳＩ入力信号
２１により示される値を初期値としてＩＳＳＩ推定を行う。例えば、ｓｏｕｒｃｅ（ 1）
（パス情報（ 1）のソース情報を意味する）が“３”、ｓｏｕｒｃｅ（２）が“４”の場
合、 R３（１、ｔ）はセクタ３、 R３（２、ｔ）はセクタ４の信号であるため、 R３（１、
ｔ）のＩＳＳＩ推定の初期値はＩＳＳＩ #IN（３）、 R３（２、ｔ）の初期値はＩＳＳＩ #I
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N（４）になる。ＩＳＳＩ推定回路５は一定周期で信号 R３のＩＳＳＩ推定を行い、それと
直前のＩＳＳＩ値を重み付け加算後、その結果をＩＳＳＩ出力信号２２としてＳＩＲ推定
回路７及び共通制御回路６１に出力する。更にここでは、同じセクタどうしのＩＳＳＩ信
号の平均を求めその結果をＩＳＳＩ出力信号２２として共通制御回路６１へ出力する。
【００５４】
次に、本発明の第１の実施形態の無線基地局の動作について説明する。
【００５５】
ＩＳＳＩ推定回路５では、まずパス情報に含まれるソース情報がチェックされ、どの信号
R３が有効でどのセクタに対応するかが割り出される。そして制御信号２３が“０”→“
１”になると、ＩＳＳＩ入力信号２１によりＩＳＳＩの初期値が取り込まれるが、この初
期値のＩＳＳＩ入力信号２１も各セクタ毎に独立しており、各信号 R３それぞれに対応す
るセクタの初期値が取り込まれる。ＩＳＳＩ推定は各信号 R３毎に独立して一定周期毎に
行われる。推定されたＩＳＳＩは更にその直前のＩＳＳＩ値と重み付け加算され、その結
果はＳＩＲ推定回路７と共通制御回路６１に出力される。従って、 R３（ｘ、ｔ）に対す
る周期Ｔ n時のＩＳＳＩ（ｘ、Ｔ n）は下記の式（５）の様に表される。
【００５６】
【数５】
　
　
　
　
　
　
　
ここで、ｓｏｕｒｅｃｅ（ｘ）はパス情報（ｘ）のセクタ、ＩＳＳＩ（ｘ、Ｔ n）は周期 T
nにおけるＩＳＳＩ推定値であり、αは重み付け係数である。
【００５７】
推定結果であるＩＳＳＩ（ｘ、Ｔ n）は更に、同じセクタに対応するＩＳＳＩどうしの平
均がとられ、その結果ＩＳＳＩ #OUT（ｍ）がＩＳＳＩ出力信号２２として共通制御回路６
１へ一定周期毎に出力される。パス情報の値が図１７に示したようになっている場合はＩ
ＳＳＩ #OUT（４）とＩＳＳＩ #OUT（５）は下記の式（６）の様に出力される。
【００５８】
【数６】
　
　
　
　
　
ＩＳＳＩ出力信号２２を共通制御回路６１に出力するのは各セクタの最新のＩＳＳＩ値を
保存する為である。最新のＩＳＳＩ値は各セクタ毎に独立に保存されており、パス情報の
値が図１７に示したようになっている場合はセクタ４、５の値のみ更新される。このＩＳ
ＳＩ最新値は上述したように、任意の通信チャネル回路が次回通信を行う場合のＩＳＳＩ
初期値として使われる。
【００５９】
ＲＳＳＩ推定回路６では一定周期で各信号 R３のＲＳＳＩが推定され、この周期はＩＳＳ
Ｉ推定の周期と同じで且つ同期している。 R3（ｘ、ｔ）に対する周期Ｔｎ時のＲＳＳＩ推
定値ＲＳＳＩ（ｘ、Ｔ n）は下記の式（７）の様に表される。
【００６０】
【数７】
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ここで、ＲＳＳＩ（ｘ、Ｔ n）は周期Ｔ nにおけるＲＳＳＩ推定値であり、βは重み付け係
数である。
【００６１】
αの値の目安としては、ＩＳＳＩが急激には変化せず且つ安定する様に例えば０．０１の
ような小さめの値とするのが一般的であり、βの値の目安としては、逆にＲＳＳＩは変動
が大きいので追従速度が早くなる様に例えば０．９９程度の大きめの値とするのが一般的
である。従って、ＩＳＳＩ推定の場合は直前のＩＳＳＩ値、特に初期値の影響が大きいの
に対し、ＲＳＳＩ推定では以前の値の影響は小さい。
【００６２】
上述のＩＳＳＩとＲＳＳＩはＳＩＲ推定回路７へ出力され、下記の式（８）に示すように
除算され各パス毎のｓｉｒがＳＩＲ加算回路８へ出力される。
【００６３】
【数８】
　
　
　
　
ＳＩＲ加算回路８では入力されたｓｉｒ（ x）は下記の式（９）に示される様に N本全て加
算される。
【００６４】
【数９】
　
　
　
　
　
この加算されたＳＩＲはＳＩＲ判定回路９において予め定められた目標値と比較され、そ
の結果を示すＴＰＣ情報２５が出力される。ＴＰＣ情報２５の極性は、加算された後のＳ
ＩＲが予め定められた目標ＳＩＲ値をより小さい場合には相手局である移動局に送信パワ
ーを上げさせる為に“１”となり、目標ＳＩＲ値以上の場合には逆に“０”になる。この
判定結果であるＴＰＣ情報２５は図２中のＴＰＣビット挿入回路７４へ出力され、ＴＰＣ
ビット挿入回路７４では図１２に示した様にこのＴＰＣ情報２５に基づいてＴＰＣビット
を送信データに書き込み処理を行う。
【００６５】
次に、本発明の第１の実施形態の無線基地局における送信電力制御方法により初期値のＩ
ＳＳＩ値を測定する処理のフローチャートを図４に示し、一旦ＩＳＳＩ値が測定された後
の処理のフローチャートを図５に示す。ここでは共通制御回路６１は電源がオンされた直
後は、通信チャネル回路６２ 1を用いて各セクタ毎のＩＳＳＩ値の測定を行い、その後に
通信チャネル６２ 3を介してユーザ通信が行われる場合を用いて説明を行う。
【００６６】
先ず、共通制御回路６１の電源が投入されると、制御信号２３により通信チャネル回路６
２ 1をオンにする（ステップ４０１）。すると、通信チャネル回路６２ 1はオン状態となる
（ステップ４０２）。次に共通制御回路６１は、通信チャネル回路６２ 1に全セクタのＩ
ＳＳＩ初期値としてゼロの値をＩＳＳＩ入力信号２１により設定する（ステップ４０３）
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。そして、通信チャネル回路６２ 1では、共通制御回路６１からのＩＳＳＩ初期値を入力
して（ステップ４０４）、その値を初期値としてＩＳＳＩ推定を行い（ステップ４０５）
、推定したＩＳＳＩ値をＩＳＳＩ出力信号２２を介して共通制御回路６１に出力する（ス
テップ４０６）。
【００６７】
共通制御回路６１では、通信チャネル回路６２ 1からのＩＳＳＩ値を受信すると（ステッ
プ４０７）、その値を各セクタ毎に保存する（ステップ４０８）。そして、通信が終了す
ると、制御信号２３を介して通信チャネル回路６２ 1をオフさせる指示を行う（ステップ
４０９）。そして、通信チャネル回路６２ 1は共通制御回路６１からの指示を受信すると
（ステップ４１０）、オフ状態となる（ステップ４１１）。
【００６８】
上記の処理により、共通制御回路６１には予め設定されていたゼロの値の初期値の替わり
に、通信チャネル回路６２ 1において推定されたＩＳＳＩ値が各セクタ毎に保存される。
このような状態で通信チャネル回路６２ 3において呼が発生した場合の処理を図５のフロ
ーチャートを参照して説明する。
【００６９】
呼の接続が発生すると（ステップ５０１）、共通制御回路６１は制御信号２３を介して通
信チャネル回路６２ 3をオンさせる指示を行う（ステップ５０２）。この共通制御回路６
１からの指示を受信した通信チャネル回路６２ 3はオン状態となる。次に共通制御回路６
１は、通信チャネル回路６２ 3に、保存しているＩＳＳＩ値のうちから使用するセクタの
ＩＳＳＩ値をＩＳＳＩ入力信号２１により出力する（ステップ５０４）。そして、通信チ
ャネル回路６２ 3では、共通制御回路６１からのＩＳＳＩ初期値を入力して（ステップ５
０５）、その値を初期値としてＩＳＳＩ推定を行い（ステップ５０６）、推定したＩＳＳ
Ｉ値をＩＳＳＩ出力信号２２を介して共通制御回路６１に出力する（ステップ５０７）。
【００７０】
共通制御回路６１では、通信チャネル回路６２ 3からのＩＳＳＩ値を受信すると（ステッ
プ５０８）、その値をセクタに対応させて保存する（ステップ５０９）。そして、呼が終
了すると（ステップ５１０）、制御信号２３を介して通信チャネル回路６２ 3をオフさせ
る指示を行う（ステップ５１１）。そして、通信チャネル回路６１ 3は共通制御回路６１
からの指示を受信すると（ステップ５１２）、オフ状態となる（ステップ５１３）。
【００７１】
本実施形態の無線基地局によれば、共通制御回路６１にて全セクタに対する最新のＩＳＳ
Ｉ値が常に保存され、このＩＳＳＩ値はユーザ通信が発生している間に随時更新されてい
く。これにより、任意の通信チャネル回路でユーザ通信を開始する場合、その時点で最新
のＩＳＳＩ値からＩＳＳＩ推定を行う事が可能になる為、ＳＩＲ推定値が誤まって小さく
なったり大きくなったりするのを防ぐ事ができ、ユーザ通信開始直後から安定した送信電
力制御を行う事が可能になる。
【００７２】
（第２の実施形態）
次に、本発明の第２の実施形態の無線基地局について説明する。
【００７３】
上記で説明した第１の実施形態の無線基地局では、共通制御回路６１にて全セクタに対す
る最新のＩＳＳＩ値が常に保存され、このＩＳＳＩ値を初期値としてＩＳＳＩ推定を行う
ことによりユーザ通信開始直後の送信電力制御を安定して行うことができるようにしたも
のであった。しかし、ユーザデータの発生頻度が低い局の場合、あるユーザデータが完了
してから次のユーザデータが発生するまでの間隔が空いてしまうと、共通制御回路６１で
保存されているＩＳＳＩ値の信頼性が低くなってしまう。また、装置立ち上げ直後にＩＳ
ＳＩを測定する為に任意の通信チャネル回路をオンにする必要がある為、装置立ち上げ時
のシーケンスが増えてしまい複雑になってしまう。
【００７４】
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本実施形態の無線基地局は、このような問題を解決するためのものであり、装置立ち上げ
直後から常時全セクタを監視している制御チャネル回路において常にＩＳＳＩ推定を行い
、共通制御回路１２１内のＩＳＳＩ値を更新していくことにより、上述の２つの問題も解
決している。
【００７５】
図６に本発明の第２の実施形態の無線基地局のブロック図を示す。図６において、図１中
の構成要素と同一の構成要素には同一の符号を付し、説明を省略するものとする。また、
図６中の通信チャネル回路１２２ 1の構成を図７に示し、図７中のＳＩＲ推定部８０の構
成を図８のブロック図に示す。また、図６中の制御チャネル回路１２３ 1の構成を図９に
示し、図９中のＩＳＳＩ推定部１３１の構成を図１０のブロック図に示す。
【００７６】
上記第１の実施形態が１つの共通制御回路６１と複数の通信チャネル回路６２ 1～６２ Kで
構成されていたのに対し、本実施形態では図６に示す様に、１つの共通制御回路１１２と
複数の通信チャネル回路１２２ 1～１２２ Kと、さらにセクタ数の分だけの制御チャネル回
路１２３ 1～１２３ Lとから構成されている。
【００７７】
各制御チャネル回路１２３ 1～１２３ Lは１つのセクタに対応し、どの制御チャネル回路が
どのセクタを扱うかは共通制御回路１２１から与えられるセクタ選択信号２０により決定
される。通信チャネル回路１２２ 1～１２２ Lがユーザデータの送受信を主たる目的として
いるのに対し、制御チャネル回路１２３ 1～１２３ Lは局間でやり取りされる制御データの
送受信を主たる目的としており、ここではこの制御データはバースト（有意なデータが有
る時のみ信号を送信し、それ以外の時は何も送信しない）で送られるものとする。
【００７８】
図６に示した本実施形態における共通制御回路１２１は、装置立ち上げ直後すぐに全ての
制御チャネル回路１２３ 1～１２３ Lをオンにし、全セクタで常時制御チャネルが受信でき
る様にする。通常のユーザデータは、まず制御データのやりとりが行われた後、ユーザデ
ータが流れ出す為、この様に制御チャネル回路１２３ 1～１２３ Lは常にオンにしておき、
いつでも制御データを受信できる様にし、制御データのやり取りでユーザデータが開始す
るのを検出したらその時点で任意の通信チャネル回路１２２ 1～１２２ Kをオンにする。
【００７９】
また、制御チャネルはバーストである為、通信チャネルの様に送信電力制御は行われない
為、制御チャネル回路１２３ 1～１２３ LではＳＩＲ測定は不要である。また、ＴＰＣ情報
の作成も不要である。
【００８０】
本実施形態では各セクタに割り当てられた制御チャネル回路１２３ 1～１２３ Lで常時ＩＳ
ＳＩを測定し、その値を共通制御回路１２１で保存し、任意の通信チャネル回路１２２ 1

～１２２ Kでユーザデータの通信を開始する際は、第１の実施形態と同様に共通制御回路
１２１よりＩＳＳＩ初期値を受け取りその通信チャネル回路でＩＳＳＩ推定を行う。但し
、最新のＩＳＳＩ値は、上述した様に制御チャネル回路１２３ 1～１２３ Lから共通制御回
路１２１へＩＳＳＩ出力信号２２を介して送信される為、通信チャネル回路１２２ 1～１
２２ KからはＩＳＳＩ値を共通制御回路１２１に伝送することはない。これは、ＲＳＳＩ
値は通信チャネル、制御チャネルで値が異なるが、ＩＳＳＩ値は前述した様に、アンテナ
に入力されるノイズ、他のユーザの干渉波、及び装置内で発生するノイズの総和である為
、信号の種類には依存しない為である。
【００８１】
本実施形態のおけるＳＩＲ推定部８０は、図３に示した第１の実施形態におけるＳＩＲ推
定部７１に対して、ＩＳＳＩ推定回路５をＩＳＳＩ推定回路１０５に置き換えたものであ
る
上述した様に、ＩＳＳＩ最新値は制御チャネル回路で推定される為、ＳＩＲ推定部１０５
はＩＳＳＩ初期値は共通制御回路１２１から与えられるが、ＩＳＳＩ推定結果を返すのは
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不要になっている。それ以外の動作は第１の実施形態のＳＩＲ推定部７１におけるＩＳＳ
Ｉ推定回路５と同様である。従って、第１の実施形態におけるＩＳＳＩ推定回路５と比較
して、ＩＳＳＩ出力信号２２を生成する必要が無い為、その分処理量が削減されている。
【００８２】
図９は図６中の制御チャネル回路１２３ 1内に含まれるＩＳＳＩ推定部１３１の構成を示
すブロック図である。このＩＳＳＩ推定部１３１が、図３に示した第１の実施形態におけ
るＳＩＲ推定部７１と異なる点は、制御チャネル回路ではＳＩＲ測定は不要であることに
より、ＲＳＳＩ推定回路６、ＳＩＲ推定回路７、ＳＩＲ加算回路８、ＳＩＲ判定回路９が
削除されている点と、ＩＳＳＩ回路５がＩＳＳＩ推定回路１１５に置き換えられた点であ
る。ＩＳＳＩ推定回路１１５ではＩＳＳＩ初期値をゼロから行っているが、制御チャネル
回路は装置立ち上げ直後すぐにオンになる為、ユーザデータが発生するまでにはかなりの
間があるので、初期値をゼロから行っても、ユーザデータが発生するまでにはＩＳＳＩ値
は収束している。また、各制御チャネル回路はセクタ選択信号２０により指定された１つ
のセクタのみを担当する為、与えられるセクタ選択信号２０はＭ本であるがセクタ選択信
号２０が“１”になっているのは１セクタのみである。従って、ＩＳＳＩ出力信号２２も
１セクタ分だけ共通制御回路１２１へ出力することになる。
【００８３】
本実施形態の無線基地局によれば、装置立ち上げ直後から常時全セクタを監視している制
御チャネル回路１２３ 1～１２３ Lにおいて常にＩＳＳＩ推定を行い、共通制御回路１２１
内のＩＳＳＩ値を更新していくことにより、ユーザデータの発生頻度が低く、あるユーザ
データが完了してから次のユーザデータが発生するまでの間隔が空いてしまうような場合
でも、ユーザ通信の頻度に影響を受けることなくユーザ通信開始直後から安定した送信電
力制御を行うことができる。さらに、電源オン直後にＩＳＳＩを測定する為に任意の通信
チャネル回路をオンにする必要がないことにより、装置立ち上げ時のシーケンスが増えて
しまい複雑となることを防ぐこともできる。
【００８４】
上記第１および第２の実施形態では、推定されたＩＳＳＩ値は共通制御回路に記憶される
ものとして説明したが、本発明は推定されたＩＳＳＩ値が共通制御回路に記憶される場合
に限定されるものではなく、無線基地局に通信終了時にＩＳＳＩ値を記憶しておき、次の
通信開始時に記憶しているＩＳＳＩ値を通信チャネル回路に対して出力することができる
ような記憶手段が備えられていれば本発明は実現することができるものである。
【００８５】
また、上記第１および第２の実施形態では、無線基地局が移動局からの受信信号のＳＩＲ
推定を行い移動局の送信電力を制御する場合を用いて説明したが、本発明はこのような場
合に限定されるものではなく、移動局が無線基地局からの受信信号のＳＩＲ推定を行い無
線基地局の送信電力を制御する場合にも同様にして適用することができるものである。
【００８６】
また、上記第１および第２の実施形態では、無線基地局と移動局とから構成される移動通
信システムに対して本願発明を適用した場合を用いて説明したが、本願発明は、無線送信
装置との間で無線通信を行う無線受信装置であれば同様に適用することができるものであ
る。
【００８７】
さらに、上記第１および第２の実施形態では、測定したＳＩＲ値を用いて送信電力制御を
行う無線基地局の場合を用いて説明しているが、測定したＳＩＲ値を他の制御に用いる場
合に対しても本発明のＳＩＲ推定方法は用いることができるものである。
【００８８】
さらに、上記第１の実施形態では通信チャネル回路が複数存在し、上記第２の実施形態で
は通信チャネル回路および制御チャネル回路が複数存在する場合を用いて説明していたが
、通信チャネル回路および制御チャネル回路は１つのみの場合でも本発明は適用すること
ができる。特に、移動局の場合には一般的に通信チャネル回路は１つしか設けられていな
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いため、移動局に対して本発明を適用した場合には共通制御回路は不要となり、通信終了
時のＩＳＳＩ値は通信チャネル回路の中に設けられた記憶手段により記憶されることとな
る。
【００８９】
また、図には示されていないが、本実施形態の無線基地局は、上記で説明したＳＩＲ推定
方法を実行するためのプログラムを記録した記録媒体を備えている。この記録媒体は磁気
ディスク、半導体メモリまたはその他の記録媒体であってもよい。このプログラムは、記
録媒体から無線基地局に読み込まれ、無線基地局の動作を制御する。具体的には、無線基
地局内のＣＰＵがこのプログラムの制御により無線基地局のハードウェア資源に特定の処
理を行うように指示することにより上記の処理が実現される。
【００９０】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、ユーザ通信開始直後から安定した送信電力制御を
行うことができるという効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態の無線基地局の構成を示すブロック図である。
【図２】図１中の通信チャネル回路６２ 1の構成を示すブロック図である。
【図３】図２中のＳＩＲ推定部７１の構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施形態の無線基地局における送信電力制御方法により初期値の
ＩＳＳＩ値を測定する処理を説明するためのフローチャートである。
【図５】本発明の第１の実施形態の無線基地局における送信電力制御方法により一旦ＩＳ
ＳＩ値が測定された後の処理を説明するためのフローチャートである。
【図６】本発明の第２の実施形態の無線基地局の構成を示すブロック図である。
【図７】図６中の通信チャネル回路１２２ 1の構成を示すブロック図である。
【図８】図７中のＳＩＲ推定部８０の構成を示すブロック図である。
【図９】図６中の制御チャネル回路１２３ 1の構成を示すブロック図である。
【図１０】図９中のＩＳＳＲ推定部１３１の構成を示すブロック図である。
【図１１】送信電力制御を行う無線基地局９０、移動局９４の構成を示すブロック図であ
る。
【図１２】図１１に示した無線基地局９０、移動局９４間で送受信されるデータフォーマ
ットを示す図である。
【図１３】従来の無線基地局の構成を示すブロック図である。
【図１４】図１３中の通信チャネル回路１１２ 1の構成を示すブロック図である。
【図１５】図１４中のＳＩＲ推定部１４１の構成を示すブロック図である。
【図１６】パスサーチ回路２から出力されるパス情報の構成を示す図である。
【図１７】パスサーチ回路２から出力されるパス情報の具体例を示す図である。
【図１８】図１５中のセレクタ回路３の構成を示すブロック図である。
【図１９】図１５中の逆拡散回路４の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
２　　パスサーチ回路
３　　セレクタ回路
４　　逆拡散回路
５　　ＩＳＳＩ推定回路
６　　ＲＳＳＩ推定回路
７　　ＳＩＲ推定回路
８　　ＳＩＲ加算回路
９　　ＳＩＲ判定回路
２０　　セクタ選択信号
２１　　ＩＳＳＩ入力信号
２２　　ＩＳＳＩ出力信号
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２３　　制御信号
２４　　目標ＳＩＲ通知信号
２５　　ＴＰＣ情報
２６　　基準フレーム信号
４１ 1～４１ N　　セレクタ
４２ 1～４２ N　　乗算器
４３　　ディレイ回路
４４　　コード発生器
６１　　共通制御回路
６２ 1～６２ K　　通信チャネル回路
６３　　無線部
６４　　基準フレーム生成回路
７１　　ＳＩＲ推定部
７２　　Ａ／Ｄ変換回路
７３　　Ｄ／Ａ変換回路
７４　　ＴＰＣビット挿入回路
８０　　ＳＩＲ推定部
９０　　無線基地局
９１　　送信部
９２　　受信部
９３　　ＳＩＲ測定部
９４　　移動局
９５　　送信部
９６　　受信部
９７　　ＳＩＲ測定部
１０５　　ＩＳＳＩ推定回路
１１１　　共通制御回路
１１２ 1～１１２ K　　通信チャネル回路
１２１　　共通制御回路
１２２ 1～１２２ K　　通信チャネル回路
１２３ 1～１２３ M　　制御チャネル回路
１３１　　ＩＳＳＩ推定部
１４１　　ＳＩＲ推定部
１４５　　ＳＩＲ推定回路
４０１～４１１　　ステップ
５０１～５１３　　ステップ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】
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