
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の移動端末装置と空間多重接続が可能な無線基地装置であって、
　前記複数の移動端末装置と空間多重接続を介して信号を送受信するための信号処理手段
と、
　空間多重接続している前記複数の移動端末装置の各々からの平均受信電力に基づいて、
前記複数の移動端末装置からの受信電力が均一になるように、各移動端末装置に対して送
信電力値を指示する送信電力指示手段と、
　前記複数の移動端末装置のすべてから前記送信電力指示に対する応答があるまで、前記
送信電力値の指示を送信するよう前記送信電力指示手段を制御する送信制御手段と、
　前記応答のあった移動端末装置に対しては、前記送信電力値が小さくなるように送信電
力値を再計算する再計算手段とを備えることを特徴とする無線基地装置。
【請求項２】
　複数の移動端末装置と空間多重接続が可能な無線基地装置であって、
　前記複数の移動端末装置と空間多重接続を介して信号を送受信するための信号処理手段
と、
　空間多重接続している前記複数の移動端末装置の各々からのフェージング速度および受
信電力を測定する測定手段と、
　空間多重接続している前記複数の移動端末装置の各々からの平均受信電力に基づいて、
前記複数の移動端末装置からの受信電力が均一になるように、各移動端末装置に対して送
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信電力値を指示する送信電力指示手段と、
　前記測定されたフェージング速度および受信電力に基づいて、前記平均受信電力を算出
する平均化期間を調整する平均化期間調整手段とを備える無線基地装置において、
　前記平均化期間調整手段は、前記測定手段によって測定された受信電力が低い移動端末
装置に対しては、前記平均化期間を長くするように調整を行なうことを特徴とする無線基
地装置。
【請求項３】
　前記平均化期間調整手段によって平均化期間が長く調整されたときには、当該移動端末
装置に対して、送信電力値の指示を複数回連続して送信するように前記送信電力指示手段
を制御する送信制御手段をさらに備える、請求項２に記載の無線基地装置。
【請求項４】
　複数の移動端末装置と空間多重接続が可能な無線基地装置であって、
　前記複数の移動端末装置と空間多重接続を介して信号を送受信するための信号処理手段
と、
　空間多重接続している前記複数の移動端末装置の各々からのフェージング速度および受
信電力を測定する測定手段と、
　空間多重接続している前記複数の移動端末装置の各々からの平均受信電力に基づいて、
前記複数の移動端末装置からの受信電力が均一になるように、各移動端末装置に対して送
信電力値を指示する送信電力指示手段と、
　前記測定されたフェージング速度および受信電力に基づいて、前記送信電力指示手段が
送信電力値の指示を送信する回数を調整する送信回数調整手段とを備える無線基地装置に
おいて、
　前記送信回数調整手段は、前記測定手段によって測定された受信電力が低い移動端末装
置に対しては、前記送信電力値の指示を送信する回数を多くするように調整を行なうこと
を特徴とする無線基地装置。
【請求項５】
　複数の移動端末装置と空間多重接続が可能な無線基地装置における送信電力制御方法で
あって、
　前記複数の移動端末装置と空間多重接続を介して信号を送受信するステップと、
　空間多重接続している前記複数の移動端末装置の各々からの平均受信電力に基づいて、
前記複数の移動端末装置からの受信電力が均一になるように、各移動端末装置に対して送
信電力値を指示するステップと、
　前記複数の移動端末装置のすべてから前記送信電力指示に対する応答があるまで、前記
送信電力値の指示を送信するよう前記送信電力指示手段を制御するステップと、
　前記応答のあった移動端末装置に対しては、前記送信電力値が小さくなるように送信電
力値を再計算するステップとを備える、送信電力制御方法。
【請求項６】
　複数の移動端末装置と空間多重接続が可能な無線基地装置における送信電力制御方法で
あって、
　前記複数の移動端末装置と空間多重接続を介して信号を送受信するステップと、
　空間多重接続している前記複数の移動端末装置の各々からのフェージング速度および受
信電力を測定するステップと、
　空間多重接続している前記複数の移動端末装置の各々からの平均受信電力に基づいて、
前記複数の移動端末装置からの受信電力が均一になるように、各移動端末装置に対して送
信電力値を指示するステップと、
　前記測定されたフェージング速度および受信電力に基づいて、前記平均受信電力を算出
する平均化期間を調整するステップとを備える送信電力制御方法において、
　前記平均化期間を調整するステップは、前記測定された受信電力が低い移動端末装置に
対しては、前記平均化期間を長くするように調整を行なうことを特徴とする送信電力制御
方法。
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【請求項７】
　前記平均化期間を調整するステップによって平均化期間が長く調整されたときには、当
該移動端末装置に対して、送信電力値の指示を複数回連続して送信するように送信制御す
るステップをさらに備える、請求項６に記載の送信電力制御方法。
【請求項８】
　複数の移動端末装置と空間多重接続が可能な無線基地装置における送信電力制御方法で
あって、
　前記複数の移動端末装置と空間多重接続を介して信号を送受信するステップと、
　空間多重接続している前記複数の移動端末装置の各々からのフェージング速度および受
信電力を測定するステップと、
　空間多重接続している前記複数の移動端末装置の各々からの平均受信電力に基づいて、
前記複数の移動端末装置からの受信電力が均一になるように、各移動端末装置に対して送
信電力値を指示するステップと、
　前記測定されたフェージング速度および受信電力に基づいて、前記送信電力値の指示を
送信する回数を調整するステップとを備える送信電力制御方法において、
　前記送信する回数を調整するステップは、前記測定された受信電力が低い移動端末装置
に対しては、前記送信電力値の指示を送信する回数を多くするように調整を行なうことを
特徴とする送信電力制御方法。
【請求項９】
　複数の移動端末装置と空間多重接続が可能な無線基地装置における送信電力制御プログ
ラムであって、
　コンピュータに、前記複数の移動端末装置と空間多重接続を介して信号を送受信するた
めのステップと、
　空間多重接続している前記複数の移動端末装置の各々からの平均受信電力に基づいて、
前記複数の移動端末装置からの受信電力が均一になるように、各移動端末装置に対して送
信電力値を指示するステップと、
　前記複数の移動端末装置のすべてから前記送信電力指示に対する応答があるまで、前記
送信電力値の指示を送信するよう前記送信電力指示手段を制御するステップと、
　前記応答のあった移動端末装置に対しては、前記送信電力値が小さくなるように送信電
力値を再計算するステップとを実行させる、送信電力制御プログラム。
【請求項１０】
　複数の移動端末装置と空間多重接続が可能な無線基地装置における送信電力制御プログ
ラムであって、
　コンピュータに、前記複数の移動端末装置と空間多重接続を介して信号を送受信するス
テップと、
　空間多重接続している前記複数の移動端末装置の各々からのフェージング速度および受
信電力を測定するステップと、
　空間多重接続している前記複数の移動端末装置の各々からの平均受信電力に基づいて、
前記複数の移動端末装置からの受信電力が均一になるように、各移動端末装置に対して送
信電力値を指示するステップと、
　前記測定されたフェージング速度および受信電力に基づいて、前記平均受信電力を算出
する平均化期間を調整するステップとを実行させる、送信電力制御プログラム
　

送信電力制御
プログラム。
【請求項１１】
　前記平均化期間を調整するステップ

、請求項１０に記載の送信電力制御プログ
ラム。
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において、
前記平均化期間を調整するステップは、前記測定された受信電力が低い移動端末装置に

対しては、前記平均化期間を長くするように調整を行なうことを特徴とする

によって平均化期間が長く調整されたときには、当
該移動端末装置に対して、送信電力値の指示を複数回連続して送信するように送信制御す
るステップをさらにコンピュータに実行させる



【請求項１２】
　

送信電力制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、無線基地装置、送信電力制御方法、および送信電力制御プログラムに関し、
特に、複数の移動端末装置が無線基地局に空間多重接続する移動体通信システムにおいて
、空間多重接続している各端末装置からの上り信号の受信性能を改善した無線基地装置、
送信電力制御方法、および送信電力制御プログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、急速に発達しつつある移動体通信システム（たとえば、 Personal Handyphone Syst
em：以下、ＰＨＳ）では、電波の周波数利用効率を高めるために、同一周波数の同一タイ
ムスロットを空間的に分割することにより複数ユーザの移動無線端末装置（端末）を無線
基地局（基地局）に空間多重接続させることができるＰＤＭＡ（ Path Division Multiple
 Access）方式が提案されている。
【０００３】
このＰＤＭＡ方式では、現在のところアダプティブアレイ技術が採用されている。アダプ
ティブアレイ処理とは、端末からの受信信号に基づいて、基地局のアンテナごとの受信係
数（ウェイト）からなるウェイトベクトルを計算して適応制御することによって、所望の
端末からの信号を正確に抽出する処理である。
【０００４】
このようなアダプティブアレイ処理により、各ユーザ端末のアンテナからの上り信号は、
基地局のアレイアンテナによって受信され、受信指向性を伴って分離抽出されるとともに
、基地局から当該端末への下り信号は、端末のアンテナに対する送信指向性を伴ってアレ
イアンテナから送信される。
【０００５】
このようなアダプティブアレイ処理は周知の技術であり、たとえば菊間信良著の「アレー
アンテナによる適応信号処理」（科学技術出版）の第３５頁～第４９頁の「第３章　ＭＭ
ＳＥアダプティブアレー」に詳細に説明されているので、ここではその動作原理について
の説明を省略する。
【０００６】
このようなアダプティブアレイ技術を用いた空間多重接続では、多重接続している複数の
ユーザ端末の電波同士が互いに干渉波として影響する傾向があり、安定した空間多重接続
を維持するためにはこのような干渉波の影響を軽減することが常に求められている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
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複数の移動端末装置と空間多重接続が可能な無線基地装置における送信電力制御プログ
ラムであって、
　コンピュータに、前記複数の移動端末装置と空間多重接続を介して信号を送受信するス
テップと、
　空間多重接続している前記複数の移動端末装置の各々からのフェージング速度および受
信電力を測定するステップと、
　空間多重接続している前記複数の移動端末装置の各々からの平均受信電力に基づいて、
前記複数の移動端末装置からの受信電力が均一になるように、各移動端末装置に対して送
信電力値を指示するステップと、
　前記測定されたフェージング速度および受信電力に基づいて、前記送信電力値の指示を
送信する回数を調整するステップとを実行させる送信電力制御プログラムにおいて、
　前記送信する回数を調整するステップは、前記測定された受信電力が低い移動端末装置
に対しては、前記送信電力値の指示を送信する回数を多くするように調整を行なうことを
特徴とする



このような空間多重接続を許容するＰＤＭＡ基地局では、多重接続している複数のユーザ
端末からの受信信号の電力比（ Desired user's power: Desired user's power、以下ＤＤ
比）が互いに揃っていることが望ましい。
【０００８】
というのは、もしも複数のユーザ端末からの受信電力に大きな差があれば、アダプティブ
アレイ処理の干渉除去能力が及ばなくなり、受信電力の低い方の受信信号は、受信エラー
とみなされてしまう可能性があるからである。
【０００９】
このため、空間多重接続している複数ユーザからの基地局受信電力値ができるだけ揃うよ
うに、基地局側が上り受信電力を推定し、その結果に基づいて端末に対し、送信電力値を
指示し、これに応じて端末が上りの送信電力を上下するように制御する送信電力制御が提
案されている。
【００１０】
しかしながら、端末は、基地局から送信電力値の指示信号を受けて始めて上り送信電力制
御を行なうものであり、端末が自主的に上り送信電力制御を行なうものではない。したが
って、基地局からの下り回線における何らかのエラーにより、基地局からの送信電力値の
指示信号が端末に届かなかった場合には、端末は、上りの送信電力を調整することができ
ない。
【００１１】
また、ＰＤＭＡ基地局では、空間多重接続している複数のユーザ端末の上り電力推定を行
なうが、実際の受信電力値が低ければノイズの影響などにより上り電力推定精度が劣化す
ることがある。このような精度の悪い値を用いて端末に対し送信電力値の指示をしても、
効率的な送信電力制御は困難である。
【００１２】
さらに、端末の状態、すなわちユーザが静止中か高速移動中かによって、伝搬環境が大き
く変わるため、基地局から端末に対し一定周期で送信電力制御を行なっていては、伝搬路
環境の変動に追従できず、効果的な送信電力制御は困難である。
【００１３】
それゆえに、この発明の目的は、伝搬環境に応じて適切な態様で送信電力制御を実行する
ことにより、空間多重接続している端末からの上り受信性能を改善することができる無線
基地装置、送信電力制御方法、および送信電力制御プログラムを提供することである。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に係る無線基地装置の発明は、複数の移動端末装置と空間多重接続が可能な無
線基地装置であって、前記複数の移動端末装置と空間多重接続を介して信号を送受信する
ための信号処理手段と、空間多重接続している前記複数の移動端末装置の各々からの平均
受信電力に基づいて、前記複数の移動端末装置からの受信電力が均一になるように、各移
動端末装置に対して送信電力値を指示する送信電力指示手段と、前記複数の移動端末装置
のすべてから前記送信電力指示に対する応答があるまで、前記送信電力値の指示を送信す
るよう前記送信電力指示手段を制御する送信制御手段と、前記応答のあった移動端末装置
に対しては、前記送信電力値が小さくなるように送信電力値を再計算する再計算手段とを
備えることを特徴とする。
【００１９】
　請求項２に係る無線基地装置の発明は、複数の移動端末装置と空間多重接続が可能な無
線基地装置であって、前記複数の移動端末装置と空間多重接続を介して信号を送受信する
ための信号処理手段と、空間多重接続している前記複数の移動端末装置の各々からのフェ
ージング速度および受信電力を測定する測定手段と、空間多重接続している前記複数の移
動端末装置の各々からの平均受信電力に基づいて、前記複数の移動端末装置からの受信電
力が均一になるように、各移動端末装置に対して送信電力値を指示する送信電力指示手段
と、前記測定されたフェージング速度および受信電力に基づいて、前記平均受信電力を算
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出する平均化期間を調整する平均化期間調整手段とを備える無線基地装置において、前記
平均化期間調整手段は、前記測定手段によって測定された受信電力が低い移動端末装置に
対しては、前記平均化期間を長くするように調整を行なうことを特徴とする。
【００２０】
　請求項３に係る無線基地装置の発明は、請求項２に記載の無線基地装置の発明において
、前記平均化期間調整手段によって平均化期間が長く調整されたときには、当該移動端末
装置に対して、送信電力値の指示を複数回連続して送信するように前記送信電力指示手段
を制御する送信制御手段をさらに備える。
【００２１】
　請求項４に係る無線基地装置の発明は、複数の移動端末装置と空間多重接続が可能な無
線基地装置であって、前記複数の移動端末装置と空間多重接続を介して信号を送受信する
ための信号処理手段と、空間多重接続している前記複数の移動端末装置の各々からのフェ
ージング速度および受信電力を測定する測定手段と、空間多重接続している前記複数の移
動端末装置の各々からの平均受信電力に基づいて、前記複数の移動端末装置からの受信電
力が均一になるように、各移動端末装置に対して送信電力値を指示する送信電力指示手段
と、前記測定されたフェージング速度および受信電力に基づいて、前記送信電力指示手段
が送信電力値の指示を送信する回数を調整する送信回数調整手段とを備える無線基地装置
において、前記送信回数調整手段は、前記測定手段によって測定された受信電力が低い移
動端末装置に対しては、前記送信電力値の指示を送信する回数を多くするように調整を行
なうことを特徴とする。
【００２２】
　請求項５に係る送信電力制御方法の発明は、複数の移動端末装置と空間多重接続が可能
な無線基地装置における送信電力制御方法であって、前記複数の移動端末装置と空間多重
接続を介して信号を送受信するステップと、空間多重接続している前記複数の移動端末装
置の各々からの平均受信電力に基づいて、前記複数の移動端末装置からの受信電力が均一
になるように、各移動端末装置に対して送信電力値を指示するステップと、前記複数の移
動端末装置のすべてから前記送信電力指示に対する応答があるまで、前記送信電力値の指
示を送信するよう前記送信電力指示手段を制御するステップと、前記応答のあった移動端
末装置に対しては、前記送信電力値が小さくなるように送信電力値を再計算するステップ
とを備える。
【００２３】
　請求項６に係る送信電力制御方法の発明は、複数の移動端末装置と空間多重接続が可能
な無線基地装置における送信電力制御方法であって、前記複数の移動端末装置と空間多重
接続を介して信号を送受信するステップと、空間多重接続している前記複数の移動端末装
置の各々からのフェージング速度および受信電力を測定するステップと、空間多重接続し
ている前記複数の移動端末装置の各々からの平均受信電力に基づいて、前記複数の移動端
末装置からの受信電力が均一になるように、各移動端末装置に対して送信電力値を指示す
るステップと、前記測定されたフェージング速度および受信電力に基づいて、前記平均受
信電力を算出する平均化期間を調整するステップとを備える送信電力制御方法において、
前記平均化期間を調整するステップは、前記測定された受信電力が低い移動端末装置に対
しては、前記平均化期間を長くするように調整を行なうことを特徴とする。
【００２４】
　請求項７に係る送信電力制御方法の発明は、請求項６に記載の送信電力制御方法におい
て、前記平均化期間を調整するステップによって平均化期間が長く調整されたときには、
当該移動端末装置に対して、送信電力値の指示を複数回連続して送信するように送信制御
するステップをさらに備える。
【００２５】
　請求項８に係る送信電力制御方法の発明は、複数の移動端末装置と空間多重接続が可能
な無線基地装置における送信電力制御方法であって、前記複数の移動端末装置と空間多重
接続を介して信号を送受信するステップと、空間多重接続している前記複数の移動端末装
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置の各々からのフェージング速度および受信電力を測定するステップと、空間多重接続し
ている前記複数の移動端末装置の各々からの平均受信電力に基づいて、前記複数の移動端
末装置からの受信電力が均一になるように、各移動端末装置に対して送信電力値を指示す
るステップと、前記測定されたフェージング速度および受信電力に基づいて、前記送信電
力値の指示を送信する回数を調整するステップとを備える送信電力制御方法において、前
記送信する回数を調整するステップは、前記測定された受信電力が低い移動端末装置に対
しては、前記送信電力値の指示を送信する回数を多くするように調整を行なうことを特徴
とする。
【００２６】
　請求項９に係る送信電力制御プログラムの発明は、複数の移動端末装置と空間多重接続
が可能な無線基地装置における送信電力制御プログラムであって、コンピュータに、前記
複数の移動端末装置と空間多重接続を介して信号を送受信するためのステップと、空間多
重接続している前記複数の移動端末装置の各々からの平均受信電力に基づいて、前記複数
の移動端末装置からの受信電力が均一になるように、各移動端末装置に対して送信電力値
を指示するステップと、前記複数の移動端末装置のすべてから前記送信電力指示に対する
応答があるまで、前記送信電力値の指示を送信するよう前記送信電力指示手段を制御する
ステップと、前記応答のあった移動端末装置に対しては、前記送信電力値が小さくなるよ
うに送信電力値を再計算するステップとを実行させる。
【００３１】
　請求項１０に係る送信電力制御プログラムの発明は、複数の移動端末装置と空間多重接
続が可能な無線基地装置における送信電力制御プログラムであって、コンピュータに、前
記複数の移動端末装置と空間多重接続を介して信号を送受信するステップと、空間多重接
続している前記複数の移動端末装置の各々からのフェージング速度および受信電力を測定
するステップと、空間多重接続している前記複数の移動端末装置の各々からの平均受信電
力に基づいて、前記複数の移動端末装置からの受信電力が均一になるように、各移動端末
装置に対して送信電力値を指示するステップと、前記測定されたフェージング速度および
受信電力に基づいて、前記平均受信電力を算出する平均化期間を調整するステップとを実
行させる、送信電力制御プログラム

【００３３】
　請求項 に係る送信電力制御プログラムの発明は、請求項 に記載の送信電力制御
プログラムの発明において、前記平均化期間を調整するステップによって平均化期間が長
く調整されたときには、当該移動端末装置に対して、送信電力値の指示を複数回連続して
送信するように送信制御するステップをさらにコンピュータに実行させる。
【００３４】
　請求項 に係る送信電力制御プログラムの発明は、複数の移動端末装置と空間多重接
続が可能な無線基地装置における送信電力制御プログラムであって、コンピュータに、前
記複数の移動端末装置と空間多重接続を介して信号を送受信するステップと、空間多重接
続している前記複数の移動端末装置の各々からのフェージング速度および受信電力を測定
するステップと、空間多重接続している前記複数の移動端末装置の各々からの平均受信電
力に基づいて、前記複数の移動端末装置からの受信電力が均一になるように、各移動端末
装置に対して送信電力値を指示するステップと、前記測定されたフェージング速度および
受信電力に基づいて、前記送信電力値の指示を送信する回数を調整するステップとを実行
させる送信電力制御プログラムにおいて、前記送信する回数を調整するステップは、前記
測定された受信電力が低い移動端末装置に対しては、前記送信電力値の指示を送信する回
数を多くするように調整を行な
【００５３】
したがって、この発明によれば、ＰＤＭＡ基地局に空間多重接続している端末に対し、送
信電力指示信号を連続送信することにより、端末における送信電力指示信号の受信の確率
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記測定された受信電力が低い移動端末装置に対しては、前記平均化期間を長くするように
調整を行なう。
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を向上させることができる。
【００５４】
さらに、伝搬環境を測定してフェージングおよび受信電力値に適合したきめ細かい送信電
力制御を行なうことにより、送信電力制御の効率化を図り、ひいては空間多重端末からの
上り受信性能の向上を図ることができる。
【００５５】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態を図面を参照して詳しく説明する。なお、図中同一または相
当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。
【００５６】
図１は、２人のユーザＡ、Ｂの端末がＰＤＭＡ基地局に空間多重接続している状態を模式
的に説明する概念図である。
【００５７】
図１を参照して、ＰＤＭＡ基地局１に対し、ユーザＡの端末２およびユーザＢの端末３が
空間多重接続しているものとする。
【００５８】
前述のように、従来のＰＤＭＡ基地局では、多重接続しているどのユーザ端末からもほぼ
均一な受信電力で上り信号を受信できるように、送信電力指示信号を各ユーザ端末に送信
している。
【００５９】
図１において、たとえばＰＤＭＡ基地局１から送信電力指示信号を受信したユーザＢの端
末３は、送信電力指示を受信した旨の上り信号（レスポンス）を基地局１に送り返す。
【００６０】
図２は、この発明による送信電力制御の原理を模式的に説明する図である。より特定的に
は、図２は、ＰＤＭＡ基地局におけるある空間多重端末に対する送信電力制御の態様を示
すタイミング図である。図２（Ａ）、（Ｂ）における各ブロック単位は、１タイムスロッ
ト区間を表わしている。
【００６１】
図２に示すように、端末からの上り受信電力は、基地局で測定された上り受信電力の瞬時
値（以下、ＲＳＳＩと表わす）をある期間（たとえば１タイムスロット区間）平均化する
ことによって推定される。
【００６２】
この発明は、各端末からの伝搬環境の変動を検出し、それに応じて、各端末に対する送信
電力制御の態様を適切に制御しようとするものである。伝搬環境が変動する場合として、
たとえば伝搬路の受信係数の変動が大きい場合すなわちフェージングが大きい（フェージ
ング速度が速い）場合、または端末と基地局との距離の変化により端末からの受信電力が
変化した場合などがある。
【００６３】
たとえば、図２の（Ａ）を参照すると、ある端末からの伝搬路のフェージングが緩やかな
一方、基地局での上りＲＳＳＩが低いことが基地局によって測定された場合の基地局制御
を示している。
【００６４】
この場合、ＲＳＳＩが低いので、ノイズの影響などにより、対応する端末の上り受信電力
の推定の精度が劣化することになる。したがって、このような場合には、ノイズの影響を
除去できる比較的長い区間（複数スロット）にわたってＲＳＳＩを平均化し、上り受信電
力を推定する。そして、その結果に基づいて端末に対する送信電力指示値を推定し、送信
電力指示信号を送信する。
【００６５】
なお、ＲＳＳＩの平均化の区間を長く取れば、送信電力指示信号の送信頻度が少なくなる
ため、万が一端末が送信電力指示信号の受信に失敗した場合、端末は長期間にわたって送
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信電力制御を行うことができなくなり、送信電力制御に対する影響が大きい。そこで、Ｒ
ＳＳＩの平均化区間を長く取った場合には、端末による受信の万全を期して、送信電力指
示信号を連続送信するように構成してもよい。この場合、連続送信回数は所定回数に固定
してもよい。また、当該端末または当該基地局に空間多重接続しているすべての端末から
、送信電力指示信号を受信した旨のレスポンスが帰ってくれば、端末電力制御信号の連続
送信を終了するように構成してもよい。
【００６６】
一方、図２の（Ｂ）を参照すると、ある端末からの受信電力値ＲＳＳＩが大きいが、伝搬
環境の変動、すなわちフェージングや電力変動が激しいことが基地局によって測定された
場合の基地局制御を示している。
【００６７】
この場合、送信電力制御の伝搬環境変動への追従性を向上させるため、送信電力制御の周
期を短くする。すなわち、図２（Ａ）のように、伝搬環境の変動（フェージング）が小さ
いときには、たとえば１秒に１回程度の送信制御周期でも送信電力制御の効果を得ること
ができるが、（Ｂ）のように変動が大きいときには、数ミリ秒に１回程度に送信電力制御
の周期を短くする。このため、ＲＳＳＩの平均化の期間を短くし（この（Ｂ）の例では１
タイムスロット区間）、より頻繁に送信電力指示信号を送信する（送信電力制御の周期を
１スロットおきにする）。
【００６８】
ただし、この場合には平均化区間が短いので、上り電力推定値の誤差が大きくなることが
考えられる。したがって、実際に端末に指示する送信電力値を、現在の送信電力値から上
下させるべく計算された変化量の絶対値が若干小さくなるような形で設定して指示するよ
うに構成してもよい。たとえば、上り電力推定値に基づいて、端末に対し、送信電力を現
在値から１０ｄＢ下げるように指示する計算結果がでても、誤差の影響を小さくするため
、実際には８ｄＢ下げるように指示するようにすればよい。逆に、送信電力を１０ｄＢ上
げるように指示する計算結果がでても、実際には８ｄＢ上げるように指示すればよい。
【００６９】
次に、図３は、図２に関連して説明した送信電力制御を行なうための、この発明の実施の
形態によるＰＤＭＡ基地局１０００の構成を示す概略ブロック図である。
【００７０】
図３を参照して、ＰＤＭＡ基地局１０００は、複数本のアンテナ、たとえばアンテナ１１
，１２からなるアレイアンテナを備えている。
【００７１】
アンテナ１１，１２は、それぞれ、無線部２１，２２に接続される。無線部２１および２
２は全く同じ構成を有しており、無線部２１の構成のみ図示し説明することとする。
【００７２】
無線部２１は、スイッチ１１０と、送信部１１１と、受信部１１２と、Ｄ／Ａ変換機１１
３と、Ａ／Ｄ変換機１１４とを備えている。
【００７３】
受信時には、アンテナ１１で受信した信号が受信部１１２に与えられるようにスイッチ１
１０は切換わる。受信部１１２に与えられた受信信号は、そこで、増幅、周波数変換など
の各種のアナログ信号処理が施され、Ａ／Ｄ変換機１１４によりデジタル信号に変換され
て、ユーザ信号処理部５０に与えられる。
【００７４】
ユーザ信号処理部５０は、後述するアダプティブアレイ処理により、各ユーザの信号を分
離抽出する。分離抽出された各ユーザの受信信号は、通常のモデム部６０およびベースバ
ンド処理およびＴＤＭＡ／ＴＤＤ処理部７０に与えられて必要な復調処理および時分割処
理が施され、元の信号に復元されて公衆回線網９０に供給される。
【００７５】
一方、送信時には、公衆回線網９０から与えられた送信信号は、ベースバンド処理および
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ＴＤＭＡ／ＴＤＤ処理部７０およびモデム部６０に与えられて必要な時分割処理および変
調処理が施され、ユーザ信号処理部５０に与えられる。
【００７６】
ユーザ信号処理部５０においては、アダプティブアレイ処理により下り送信指向性が制御
され、無線部２１のＤ／Ａ変換機１１３でアナログ信号に変換される。
【００７７】
アナログ信号に変換された送信信号は、送信部１１１で、増幅、周波数変換など、無線送
信に必要な各種のアナログ信号処理が施される。
【００７８】
送信時には、スイッチ１１０は、送信部１１１とアンテナ１１とを接続するように切換わ
り、送信部１１１で無線処理された送信信号は、アンテナ１１から送信される。
【００７９】
無線部２２を介しても同様の処理が実行される。
なお、図３のＰＤＭＡ基地局１０００は、この発明の特徴部分である制御部・送信電力指
示値計算部８０を備えており、ユーザ信号処理部５０、モデム部６０、ベースバンド処理
およびＴＤＭＡ／ＴＤＤ処理部７０からの情報に基づいて、各ユーザに対する送信電力の
制御、特に送信電力指示値を計算してその結果をユーザ信号処理部５０に与える。制御部
・送信電力指示値計算部８０の動作については後述する。
【００８０】
図３に示したユーザ信号処理部５０および制御部・送信電力指示値計算部８０の処理は、
実際には、基地局のデジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）を用いてソフトウェアで実現
される。
【００８１】
図４は、ＤＳＰで実現される図３に示したユーザ信号処理部５０の構成を示す機能ブロッ
ク図である。ユーザ信号処理部５０は、ユーザＡ信号処理部５１と、ユーザＢ信号処理部
Ｂ５２と、ユーザＲＳＳＩ計算機５３とから構成される。
【００８２】
ユーザＡ信号処理部５１およびユーザＢ信号処理部５２は全く同じ構成を有しており、ユ
ーザＡ信号処理部５１の構成のみ図示し説明することとする。
【００８３】
図３のアンテナ１１に対応する無線部２１の受信部１１２からＡ／Ｄ変換機１１４を介し
て与えられたデジタルの受信信号 x1(t)およびアンテナ１２に対応する無線部２２の図示
しない受信部から図示しないＡ／Ｄ変換機を介して与えられたデジタルの受信信号 x2(t)
がユーザＡ信号処理部５１およびユーザＢ信号処理部５２に共通に与えられる。
【００８４】
以下に、ユーザＡ信号処理部５１に与えられたこれらのデジタル信号の処理について説明
する。ユーザＡ信号処理部５１に与えられたこれらの信号に対しては、図４に示す機能ブ
ロック図にしたがって、基地局１０００の図示しないＤＳＰにより、ソフトウェア的にア
ダプティブアレイ処理が施される。
【００８５】
図４を参照して、無線部２１，２２よりユーザＡ信号処理部５１に与えられた２系統のデ
ジタル受信信号 x1(t)， x2(t)からなる受信信号ベクトルは、乗算器ＭＲ１，ＭＲ２のそれ
ぞれの一方入力に与えられるとともに、受信ウェイトベクトル計算機５１ｃおよび受信応
答ベクトル推定部・フェージング速度推定部５１ｄに与えられる。
【００８６】
一方、受信ウェイトベクトル計算機５１ｃは、アダプティブアレイアルゴリズムにより、
アンテナごとのウェイトからなるウェイトベクトルを算出し、乗算器ＭＲ１，ＭＲ２のそ
れぞれの他方入力に与えて、対応するアンテナからの受信信号ベクトルとそれぞれ複素乗
算する。加算器ＡＤ１によりその複素乗算結果の総和であるアレイ出力信号 y1(t)が得ら
れる。
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【００８７】
上述のような複素乗算和の結果であるアレイ出力信号は、判定部５１ａによってユーザＡ
の受信信号 S1(t)に再変調された後、分離抽出されたユーザＡからの受信信号として図３
のモデム部６０に供給されるとともに、受信ウェイトベクトル計算機５１ｃおよび受信応
答ベクトル推定部・フェージング速度推定部５１ｄに与えられる。同様に、ユーザＢ信号
処理部５２からは、分離抽出されたユーザＢからの受信信号がモデム部６０に供給される
。
【００８８】
受信ウェイトベクトル計算機５１ｃは、判定部５１ａからの指示に応じて所定の参照信号
期間中メモリ５１ｂから出力される既知の参照信号（たとえばＰＨＳでは既知のビット列
で構成されたプリアンブル（ＰＲ）およびユニークワード（ＵＷ））と、参照信号期間終
了後に判定部５１ａから与えられる受信信号 S1(t)とを用いて、ＲＬＳ（ Recursive Least
 Squares）アルゴリズムやＳＭＩ（ Sample Matrix Inversion）アルゴリズムのような周
知のアダプティブアレイアルゴリズムにより、受信ウェイトベクトルを計算している。
【００８９】
このようなＲＬＳアルゴリズムやＳＭＩアルゴリズムは、アダプティブアレイ処理の分野
では周知の技術であり、先に述べたように菊間信良著の「アレーアンテナによる適応信号
処理」（科学技術出版）の第３５頁～第４９頁の「第３章　ＭＭＳＥアダプティブアレー
」に詳細に説明されているので、ここではその説明を省略する。
【００９０】
一方、受信応答ベクトル推定部・フェージング速度推定部５１ｄは、ユーザＡ信号処理部
５１の受信信号 S1(t)と、ユーザＢ信号処理部５２の受信信号 S2(t)とに基づいて、ユーザ
Ａの受信信号の伝搬路の受信係数、すなわち受信応答ベクトルを推定し、その推定結果に
基づいて、ユーザＡのフェージング速度を推定する。
【００９１】
より具体的には、受信応答ベクトル推定部・フェージング速度推定部５１ｄは、周知のア
ルゴリズムにより、２本のアンテナ１１および１２で受信した受信信号ベクトル x1(t)， x
2(t)と、アダプティブアレイ処理により抽出され再変調したユーザＡ，Ｂの受信信号 S1(t
)， S2(t)との積を所定時間にわたってアンサンブル平均（時間平均）することによって、
各ユーザの受信応答ベクトルを算出する。
【００９２】
伝搬環境におけるフェージングの大きさ（フェージング速度）はドップラー周波数ｆＤで
表わされ、たとえば次のようにして推定される。すなわち、アダプティブアレイ処理で抽
出されたユーザの受信信号の時間的に前後する２つの受信応答ベクトルの相関値を計算す
る。フェージングがなければ、２つの受信応答ベクトルは一致し、相関値は１となる。一
方、フェージングが激しければ受信応答ベクトルの差は大きくなり、相関値は小さくなる
。このような受信応答ベクトルの相関値とドップラー周波数ｆＤとの関係を予め実験的に
求め、そのテーブルをメモリに保持しておけば、受信応答ベクトルの相関値を算出するこ
とによって、そのときのドップラー周波数ｆＤを推定することができる。
【００９３】
受信応答ベクトル推定部・フェージング速度推定部５１ｄで推定されたユーザＡのフェー
ジング速度は、図３の制御部・送信電力指示値計算部８０へ与えられる。また、ユーザＡ
信号処理部５１の受信応答ベクトル推定部・フェージング速度推定部５１ｄで推定された
ユーザＡの受信応答ベクトルＨ１と、ユーザＢ信号処理部５２の図示しない受信応答ベク
トル推定部・フェージング速度推定部で推定されたユーザＢの受信応答ベクトルＨ２とが
、ユーザＲＳＳＩ計算機５３に与えられ、ユーザＲＳＳＩ計算機５３は、これらの受信応
答ベクトルに基づいて、周知のアルゴリズムにより、ユーザごとのＲＳＳＩを計算し、図
３の制御部・送信電力指示値計算部８０へ与える。
【００９４】
なお、図４において図示省略しているが、図３のモデム部６０からの送信信号が、ユーザ
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Ａ信号処理部５１およびユーザＢ信号処理部５２のそれぞれにおいて送信ウェイトベクト
ルとの複素乗算で重み付けされた２系統のデジタル送信信号に合成され、それぞれ無線部
２１，２２に与えられる。無線部２１，２２に与えられたデジタル送信信号は、それぞれ
アンテナ１１，１２を介して送信される。
【００９５】
受信時と同じアンテナ１１，１２を介して送信される信号には、受信信号と同様に特定の
端末をターゲットとするウェイトベクトルによる重み付けがされているため、これらのア
ンテナから送信された電波信号は、この特定の端末をターゲットとする送信指向性を伴っ
て飛ばされることになる。
【００９６】
ここで、図３に示した制御部・送信電力指示値計算部８０は、図２に関連して説明した態
様で、ユーザ信号処理部５０、モデム部６０、ベースバンド処理およびＴＤＭＡ／ＴＤＤ
処理部７０からの情報に基づき、各ユーザに対する送信電力指示値の計算を含む送信電力
制御を実行するものであり、各ユーザに対して送信電力を指示するための信号を以下に説
明する態様で、図４の各ユーザ信号処理部の図示しない送信系回路に与え、対応する無線
部を介して対応するユーザ端末に送信する。
【００９７】
次に、図５は、図３のＰＤＭＡ基地局のＤＳＰ（特に図３の制御部・送信電力指示値計算
部８０）によって実行される送信電力制御の基本的な動作を示すフロー図である。
【００９８】
まず、ステップＳ１において、推定された上り受信電力に基づいて、当該ＰＤＭＡ基地局
に空間多重接続している端末ごとの送信電力指示値が計算される。
【００９９】
次に、ステップＳ２において、計算された送信電力指示値が基地局から端末に送信される
。
【０１００】
そして、ステップＳ３において、基地局が、送信電力指示信号を受信した旨の上りレスポ
ンス信号を全ての端末から受信したか否かが判定される。未だ全ての端末からレスポンス
がない場合は、ステップＳ４に進み、レスポンスがあった端末に対しては、図２に示した
ように、新たに上り受信電力の推定（ＲＳＳＩの平均化）を行なって送信電力指示値を再
計算し（たとえば指示値を小さくするのが好ましい）、ステップＳ２に戻って新たな送信
電力指示値を端末に送信する。
【０１０１】
ここで、レスポンスのあった端末への送信電力指示値を小さくなるよう再計算するのが好
ましいのは、そのようにすればレスポンスのなかった端末の受信条件が回復して端末間の
性能の均一化が図れるからである。
【０１０２】
一方、ステップＳ３において、全ての端末からレスポンスがあれば、ステップＳ５に進み
、電力指示信号の送信を終了する。
【０１０３】
次に、図６は、図３のＰＤＭＡ基地局のＤＳＰ（特に図３の制御部・送信電力指示値計算
部８０）によって実行される、図２に関連して説明したこの発明の実施の形態による連続
送信動作を説明するフロー図である。
【０１０４】
たとえば、図２の（Ａ）を参照して説明したように、端末での送信電力指示信号の受信の
確率を高めるために、基地局から送信電力指示信号を連続送信する場合がある。図６は、
このような送信電力指示信号の連続送信動作を説明するものである。
【０１０５】
図６を参照して、まず、ステップＳ１１において、推定された上り受信電力に基づいて、
当該ＰＤＭＡ基地局に空間多重接続している端末ごとの送信電力指示値が計算される。
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【０１０６】
次に、ステップＳ１２において、計算された送信電力指示値が基地局から端末に送信され
る。
【０１０７】
そして、ステップＳ１３において、基地局が、送信電力指示信号を受信した旨の上りレス
ポンス信号を全ての端末から受信したか否かが判定される。未だ全ての端末からレスポン
スがない場合は、ステップＳ１４に進み、送信電力指示信号の連続送信回数が予め設定さ
れた回数以上になったか否かが判定される。
【０１０８】
連続送信回数が設定値以上でなければ、ステップＳ１２に戻って送信電力指示信号の連続
送信を継続する。なお、この際、レスポンスのない端末に対しては、送信電力指示信号を
端末に送信する際の下り送信電力を増大させるような制御を行なってもよい。
【０１０９】
そして、ステップＳ１３において、すべての端末からレスポンスがあったことが判定され
た場合、またはステップＳ１４において、連続送信の回数が設定値以上になったことが判
定された場合には、ステップＳ１５に進み、電力指示信号の送信を終了する。
【０１１０】
次に、図７は、図３のＰＤＭＡ基地局のＤＳＰ（特に図３の制御部・送信電力指示値計算
部８０）によって実行される、図２に関連して説明したこの発明の実施の形態による伝搬
環境に適応した送信電力制御を説明するフロー図である。
【０１１１】
この発明は、たとえば、図２の（Ａ）、（Ｂ）を参照して説明したように、フェージング
や受信電力などの伝搬環境に適合した送信電力制御を行なうものであり、図７は、このよ
うな送信電力制御動作を説明するものである。
【０１１２】
まず、ステップＳ２１において、通話開始時点で、ＲＳＳＩの平均化区間数、送信電力指
示信号の連続送信回数などの情報がデフォルト値として予め保持されているものとする。
そして、ＰＤＭＡ基地局と空間多重端末との間で通話が開始されると、ステップＳ２２に
おいて、図４の機能ブロック図に示した受信応答ベクトル推定部・フェージング速度推定
部５１ｄおよびユーザＲＳＳＩ計算機５３によって、当該ユーザのフェージング速度およ
びユーザＲＳＳＩが測定される。
【０１１３】
次に、ステップＳ２３において、測定されたユーザＲＳＳＩに基づいて、受信電力が低い
か否かが判定される。
【０１１４】
ステップＳ２３において、受信電力が低いと判定されたときには、ステップＳ２４に進み
、図２（Ａ）に関連して説明したように、ＲＳＳＩの平均化区間を長く取る。
【０１１５】
そして、ステップＳ２５において、ＲＳＳＩ平均化後に計算された送信電力指示値をなる
べく多い回数で端末に連続送信する。この連続送信は、図６に示したフロー図にしたがっ
て実行されてもよい。
【０１１６】
一方、ステップＳ２３において、受信電力が低いとを判定されると、ステップＳ２６に進
み、測定されたフェージング速度が速いか否かが判定される。
【０１１７】
ステップＳ２６において、フェージングが速いと判定されたときには、ステップＳ２７に
進み、図２（Ｂ）に関連して説明したように、ＲＳＳＩの平均化区間を短くする。
【０１１８】
そして、ステップＳ２８において、誤差の影響を排除するため、計算された送信電力指示
値（送信電力の変化量）に０．８を掛けた指示値を、現実の送信電力指示値として端末に
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送信する。
【０１１９】
一方、ステップＳ２６において、フェージングが速くないと判定されると、処理を終了す
る。
【０１２０】
なお、図７のステップＳ２５において、電力指示値を連続送信している際に、他の情報を
端末に送信する必要が生じた場合には、連続送信を中止してその情報を優先的に送信する
ように構成してもよい。
【０１２１】
さらに、図７のステップＳ２８において、計算された電力指示値（送信電力の変化量）に
掛ける係数は、０．８のように固定である必要はなく、フェージング速度やユーザＲＳＳ
Ｉによって適宜変更できるようにしてもよい。
【０１２２】
たとえば、ＲＳＳＩが低いときには０．５を掛け、高いときには０．８を掛けるようにし
たり、フェージング速度が速いときには、０．８を掛け、遅いときには０．５を掛けるよ
うに構成してもよい。
【０１２３】
なお、図２に示したような、ＲＳＳＩの平均化は、端末からのレスポンスが帰ってきたと
きには、初期化されるものとする。
【０１２４】
または、ＲＳＳＩの平均化には、最新の情報を重み付けによって優先する移動平均の手法
を用いてもよい。
【０１２５】
すなわち、時間をｎで表わしたとき、ｎ＋１における新しい平均は次のように表現される
。
【０１２６】
average(n+1)＝λ *average(n)＋ (1-λ )*瞬時 USER＿ RSSI(n)
ここで、λが大きいほど平均化の時間が長く、小さいほど瞬時の値が優先される。
【０１２７】
今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられ
るべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、
特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される
。
【０１２８】
【発明の効果】
以上のように、この発明によれば、ＰＤＭＡ基地局に空間多重接続している端末に対し、
送信電力指示信号を連続送信し、または伝搬環境を測定してフェージングおよび受信電力
値に適合したきめ細かい送信電力制御を行なうことにより、送信電力制御の効率化を図り
、ひいては空間多重端末からの上り受信性能の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　ユーザ端末がＰＤＭＡ基地局に空間多重接続している状態を模式的に示す概念
図である。
【図２】　この発明による送信電力制御の原理を模式的に説明するタイミング図である。
【図３】　この発明の実施の形態によるＰＤＭＡ基地局の構成を示す概略ブロック図であ
る。
【図４】　図３に示したユーザ信号処理部の構成を示す機能ブロック図である。
【図５】　ＰＤＭＡ基地局によって実行される送信電力制御の基本的な動作を示すフロー
図である。
【図６】　ＰＤＭＡ基地局によって実行されるこの発明の実施の形態による連続送信動作
を示すフロー図である。
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【図７】　ＰＤＭＡ基地局によって実行されるこの発明の実施の形態による送信電力制御
を示すフロー図である。
【符号の説明】
１　ＰＤＭＡ基地局、２，３　ユーザ端末、１１，１２　アンテナ、２１，２２　無線部
、５０　ユーザ信号処理部、５１　ユーザＡ信号処理部、５２　ユーザＢ信号処理部、５
１ａ　判定部、５１ｂ　メモリ、５１ｃ　受信ウェイトベクトル計算機、５１ｄ　受信応
答ベクトル推定部・フェージング速度推定部、５３ユーザＲＳＳＩ計算機、６０　モデム
部、７０　ベースバンド処理およびＴＤＭＡ／ＴＤＤ処理部、８０　制御部・送信電力指
示値計算部、９０　公衆回線網、１１０　スイッチ、１１１　送信部、１１２　受信部、
１１３　Ｄ／Ａ変換機、１１４　Ａ／Ｄ変換機、１０００　ＰＤＭＡ基地局、ＭＲ１，Ｍ
Ｒ２，ＭＴ１，ＭＴ２　乗算器、ＡＤ１　加算器。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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