
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＣＤＭＡ通信方式の基で受信された受信信号を処理する装置において、
該受信信号に起因する入力信号に対し逆拡散処理を施してから、該入力信号についての情
報シンボルの仮判定を行なった後に、再び拡散処理を施したものを干渉レプリカ信号とし
て出力する干渉レプリカ信号生成部と、
該干渉レプリカ信号生成部で生成された該干渉レプリカ信号を該受信信号から減算する減
算器と、
該減算器の出力から干渉電力情報を検出する干渉電力検出部と、
該受信信号に起因する信号に対し逆拡散処理を施した信号に基づいて信号電力情報を検出
する信号電力検出部と、
該干渉電力検出部で検出された干渉電力情報と該信号電力検出部で検出された信号電力情
報とから信号対干渉電力比を演算する信号対干渉電力比演算部とをそなえて構成されたこ
とを特徴とする、信号対干渉電力比測定装置。
【請求項２】
該信号電力検出部が、該干渉レプリカ信号生成部の中間処理段階で得られる逆拡散処理を
施した信号に基づいて信号電力情報を検出するように構成されていることを特徴とする、
請求項１記載の信号対干渉電力比測定装置。
【請求項３】
該信号電力検出部が、該減算器の出力に対し逆拡散処理を施した信号に基づいて信号電力
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情報を検出するように構成されていることを特徴とする、請求項１記載の信号対干渉電力
比測定装置。
【請求項４】
ＣＤＭＡ通信方式の基で受信された受信信号を処理する基地局において、
該受信信号に起因する入力信号に対し逆拡散処理を施してから、該入力信号についての情
報シンボルの仮判定を行なった後に、再び拡散処理を施したものを干渉レプリカ信号とし
て出力すべく、複数縦列的に設けられた干渉レプリカ信号生成部と、
各干渉レプリカ信号生成部の出力側に設けられて、該干渉レプリカ信号生成部で生成され
た該干渉レプリカ信号を、遅延処理を施された該受信信号から減算する複数の減算器と、
最終段の該減算器の出力から干渉電力情報を検出する干渉電力検出部と、
上記複数の干渉レプリカ信号生成部のうちの任意の干渉レプリカ信号生成部の中間処理段
階で得られる逆拡散処理を施した信号に基づいて信号電力情報を検出する信号電力検出部
と、
該干渉電力検出部で検出された干渉電力情報と該信号電力検出部で検出された信号電力情
報とから信号対干渉電力比を演算する信号対干渉電力比演算部とをそなえて構成されたこ
とを特徴とする、信号対干渉電力比測定装置。
【請求項５】
ＣＤＭＡ通信方式の基で受信された受信信号を処理する基地局において、
該受信信号に起因する入力信号に対し逆拡散処理を施してから、該入力信号についての情
報シンボルの仮判定を行なった後に、再び拡散処理を施したものを干渉レプリカ信号とし
て出力すべく、複数縦列的に設けられた干渉レプリカ信号生成部と、
各干渉レプリカ信号生成部の出力側に設けられて、該干渉レプリカ信号生成部で生成され
た該干渉レプリカ信号を、遅延処理を施された該受信信号から減算する複数の減算器と、
最終段の該減算器の出力を入力信号として受けることにより、この信号に対し逆拡散処理
を施す受信部と、
最終段の該減算器の出力から干渉電力情報を検出する干渉電力検出部と、
該受信部において得られる逆拡散処理を施した信号に基づいて信号電力情報を検出する信
号電力検出部と、
該干渉電力検出部で検出された干渉電力情報と該信号電力検出部で検出された信号電力情
報とから信号対干渉電力比を演算する信号対干渉電力比演算部とをそなえて構成されたこ
とを特徴とする、信号対干渉電力比測定装置。
【請求項６】
ＣＤＭＡ通信方式の基で受信された受信信号を処理する装置において、
拡散コード間の干渉を除去するための干渉キャンセラによって生成された干渉レプリカ信
号を該受信信号から減算したものに基づいて、干渉電力情報を検出するとともに、
該受信信号に起因する信号に対し逆拡散処理を施した信号に基づいて、信号電力情報を検
出して、
上記の干渉電力情報と信号電力情報とから信号対干渉電力比を演算することを特徴とする
、信号対干渉電力比測定方法。
【請求項７】
基地局と複数の移動局との間の通信をＣＤＭＡ通信方式で行なうものにおいて、
該基地局において、拡散コード間の干渉を除去するための干渉キャンセラによって生成さ
れた干渉レプリカ信号を該基地局で受信された受信信号から減算したものに基づいて、干
渉電力情報を検出するとともに、
該受信信号に起因する信号に対し逆拡散処理を施した信号に基づいて、信号電力情報を検
出して、
上記の干渉電力情報と信号電力情報とから信号対干渉電力比を演算したあと、
この信号対干渉電力比が所定値となるように、各移動局の送信電力を制御することを特徴
とする、ＣＤＭＡ通信方式下での送信電力制御方法。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
（目次）
発明の属する技術分野
従来の技術（図９，１０）
発明が解決しようとする課題
課題を解決するための手段
発明の実施の形態（図１～図８）
発明の効果
【０００２】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば移動無線通信装置、特に多元接続方式を用いたＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄ
ｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ　）を採用する移動無線通信装置の送
信電力制御を行なう際に用いて好適な、信号対干渉電力比測定装置及び信号対干渉電力比
測定方法並びにＣＤＭＡ通信方式下での送信電力制御方法に関する。
【０００３】
【従来の技術】
近年、無線通信に使用される伝送方式としては、周波数利用効率の良い多元接続方式であ
るスペクトラム拡散を用いた符号分割多元接続方式（ＣＤＭＡ）が注目されているが、特
にセルラーＤＳ／ＣＤＭＡ（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ／Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉ
ｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ　）移動通信において、所要の回線品質を維持し
加入者容量を増大させるためには、遠近問題を解決する送信電力制御が重要な技術となる
。
【０００４】
そこで、図９は一般的なＤＳ／ＣＤＭＡ通信方式を適用する無線通信システムであるが、
この図９に示す無線通信システム１００は、基地局１０１と複数の端末局（移動局）１０
２－１～１０２－ｎ（ｎは２以上の自然数）とをそなえて構成されており、１つの基地局
１０１と複数の端末局１０２－１～１０２－ｎとの間において音声やデータ等の情報の送
受信を行なうようになっている。
【０００５】
具体的に、図９において基地局１０１から複数の端末局１０２－１～１０２－ｎへの情報
の送信を行なうに際しては、ＣＤＭＡ方式では符号によって多重を行なっているため、同
時刻に同周波数ですべての端末局１０２－１～１０２－ｎ向けの信号を送信することがで
きるようになっている。
また、この図９に示す無線通信システムにおいて、上述の送信電力制御を実現する方法の
一つとして、基地局１０１において各端末局１０２－１～１０２－ｎからの受信信号の信
号対干渉電力比（ＳＩＲ：Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｒａｔｉｏ
）値を測定し、この値を一定に保つように端末局１０２－１～１０２－ｎの送信電力を制
御する閉ループ送信電力制御がある。
【０００６】
一般に信号対干渉電力比測定法としては、ＲＡＫＥ合成（遅延波合成）後の平均受信電力
を受信電力（Ｓ）とし、その分散を干渉電力（Ｉ）として求める方法が知られている。な
お、上述のＲＡＫＥ合成は、遅延時間の異なる複数の受信波としての遅延波について、同
期をとった後にそれぞれ逆拡散処理及び伝送路チャネルの推定処理が施されたものについ
て行なわれるようになっている。
【０００７】
ここで、図１０は上述の手法で信号対干渉電力比（ＳＩＲ）を測定するＳＩＲ測定装置を
示す図であるが、この図１０に示すＳＩＲ測定装置８０は、象限検出部８０Ａ，ベクトル
平均計算部８０Ｂ，２乗計算部８０Ｃ，２乗平均計算部８０Ｄ，減算部８０Ｅ及びＳＩＲ
計算部８０Ｆをそなえて構成されている。
ここで、象限検出部８０Ａは、ＲＡＫＥ合成後の受信信号ベクトルの象限を検出するもの
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で、同相成分と直交成分に対してそれぞれ絶対値を取るなどして１つの象限に縮退させる
ようになっている。
【０００８】
ベクトル平均計算部８０Ｂは象限検出部８０Ａからの出力のベクトル平均を計算するもの
であり、２乗計算部８０Ｃはベクトル平均した値から受信電力（Ｓ）を求めるもので、後
述するＳＩＲ計算部８０Ｆに出力されている。
２乗平均計算部８０Ｄは入力されてくるＲＡＫＥ合成後の受信信号の２乗平均を計算する
ものであり、減算部８０Ｅは２乗平均計算部８０Ｄからの出力から２乗計算部８０Ｃから
の出力を減算するもので、これにより、受信信号の分散を求めることができるようになっ
ている。そして、この出力を干渉電力（Ｉ）としている。
【０００９】
ＳＩＲ計算部８０Ｆは２乗計算部８０Ｃからの出力（Ｓ：受信電力）と減算部８０Ｅから
の出力（Ｉ：干渉電力）とに基づいてＳＩＲ（Ｓ／Ｉ比）を算出するものである。このよ
うに、図１０に示す２乗計算部８０では、受信電力及び干渉電力のいずれについてもベク
トル平均計算部８０Ｂにて演算されるＲＡＫＥ合成後の受信信号ベクトルの平均値を用い
てＳＩＲを求めるようになっている。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述したようなＳＩＲ測定手法では、速いフェージング環境や多局間干渉
下及び雑音環境下においてＳＩＲ測定精度が低下する場合があり、このような環境下で測
定されたＳＩＲに基づいて送信電力制御を行なう場合には、結果的に送信電力制御そのも
のの精度にまで影響してしまうという課題がある。
【００１１】
このＳＩＲ測定の精度を劣化させる原因としては、受信電力（Ｓ）と干渉電力（Ｉ）の両
方に受信信号ベクトルの平均値を用いているためであり、この受信信号ベクトルは雑音や
伝送路チャネルの推定精度によって大きく変化するため不安定である。そのため、精度を
良くするには長い区間の平均値を求める必要がある。
【００１２】
また、伝送路チャネルが不確定であるデータシンボル区間の値を用いることも精度劣化に
つながるため、伝送路チャネルを精度よく推定し、ＳＩＲ測定精度を向上させるためには
、パイロットシンボル区間の値のみを用いるなどの工夫が必要となってくる。
一般的に、パイロットシンボルは、複数のデータシンボルを挟んでスロットの先端及び終
端に配置されており、伝送路チャネルを精度良く推定するためには、複数のパイロットシ
ンボルを用いて推定することになる。
【００１３】
したがって、この場合も複数のデータシンボルが挟まれた少なくとも２つのパイロットシ
ンボル区間という長い区間（多くのスロット）にわたってＳＩＲの測定を行なわなければ
ならず、速いフェージング環境での応用に適していない。そのため、結果としてＳＩＲ測
定だけでなく、送信電力制御の遅延についても増大させることになってしまい、このよう
な送信電力制御の遅延によって、制御誤差を大きくするとともに受信特性も大きく劣化さ
せてしまうのである。
【００１４】
ところで、上述のＤＳ／ＣＤＭＡ通信方式においては、拡散符号間の相互相関に起因する
他ユーザからの干渉を低減する干渉キャンセラの適用も重要な技術とされている。
本発明は、このような課題に鑑み創案されたもので、干渉キャンセラにて生成される信号
を用いることにより、速いフェージング環境や多局間干渉又は雑音環境に影響されること
なく、より精度の高いＳＩＲを測定することができるようにした、信号対干渉電力比測定
装置及び信号対干渉電力比測定方法とともに、このような環境においても精度の高い送信
電力制御を行なうことができるようにした、ＣＤＭＡ通信方式下での送信電力制御方法を
提供することを目的とする。
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【００１５】
【課題を解決するための手段】
このため、請求項１記載の本発明の信号対干渉電力比測定装置は、ＣＤＭＡ通信方式の基
で受信された受信信号を処理する装置において、該受信信号に起因する入力信号に対し逆
拡散処理を施してから、該入力信号についての情報シンボルの仮判定を行なった後に、再
び拡散処理を施したものを干渉レプリカ信号として出力する干渉レプリカ信号生成部と、
該干渉レプリカ信号生成部で生成された該干渉レプリカ信号を該受信信号から減算する減
算器と、該減算器の出力から干渉電力情報を検出する干渉電力検出部と、該受信信号に起
因する信号に対し逆拡散処理を施した信号に基づいて信号電力情報を検出する信号電力検
出部と、該干渉電力検出部で検出された干渉電力情報と該信号電力検出部で検出された信
号電力情報とから信号対干渉電力比を演算する信号対干渉電力比演算部とをそなえて構成
されたことを特徴としている。
【００１６】
また、請求項２記載の本発明の信号対干渉電力比測定装置は、請求項１記載の信号対干渉
電力比測定装置において、該信号電力検出部が、該干渉レプリカ信号生成部の中間処理段
階で得られる逆拡散処理を施した信号に基づいて信号電力情報を検出するように構成され
ていることを特徴としている。
さらに、請求項３記載の本発明の信号対干渉電力比測定装置は、請求項１記載の信号対干
渉電力比測定装置において、該信号電力検出部が、該減算器の出力に対し逆拡散処理を施
した信号に基づいて信号電力情報を検出するように構成されていることを特徴としている
。
【００１７】
また、請求項４記載の本発明の信号対干渉電力比測定装置は、ＣＤＭＡ通信方式の基で受
信された受信信号を処理する基地局において、該受信信号に起因する入力信号に対し逆拡
散処理を施してから、該入力信号についての情報シンボルの仮判定を行なった後に、再び
拡散処理を施したものを干渉レプリカ信号として出力すべく、複数縦列的に設けられた干
渉レプリカ信号生成部と、各干渉レプリカ信号生成部の出力側に設けられて、該干渉レプ
リカ信号生成部で生成された該干渉レプリカ信号を、遅延処理を施された該受信信号から
減算する複数の減算器と、最終段の該減算器の出力から干渉電力情報を検出する干渉電力
検出部と、上記複数の干渉レプリカ信号生成部のうちの任意の干渉レプリカ信号生成部の
中間処理段階で得られる逆拡散処理を施した信号に基づいて信号電力情報を検出する信号
電力検出部と、該干渉電力検出部で検出された干渉電力情報と該信号電力検出部で検出さ
れた信号電力情報とから信号対干渉電力比を演算する信号対干渉電力比演算部とをそなえ
て構成されたことを特徴としている。
【００１８】
さらに、請求項５記載の本発明の信号対干渉電力比測定装置は、ＣＤＭＡ通信方式の基で
受信された受信信号を処理する基地局において、該受信信号に起因する入力信号に対し逆
拡散処理を施してから、該入力信号についての情報シンボルの仮判定を行なった後に、再
び拡散処理を施したものを干渉レプリカ信号として出力すべく、複数縦列的に設けられた
干渉レプリカ信号生成部と、各干渉レプリカ信号生成部の出力側に設けられて、該干渉レ
プリカ信号生成部で生成された該干渉レプリカ信号を、遅延処理を施された該受信信号か
ら減算する複数の減算器と、最終段の該減算器の出力を入力信号として受けることにより
、この信号に対し逆拡散処理を施す受信部と、最終段の該減算器の出力から干渉電力情報
を検出する干渉電力検出部と、該受信部において得られる逆拡散処理を施した信号に基づ
いて信号電力情報を検出する信号電力検出部と、該干渉電力検出部で検出された干渉電力
情報と該信号電力検出部で検出された信号電力情報とから信号対干渉電力比を演算する信
号対干渉電力比演算部とをそなえて構成されたことを特徴としている。
【００１９】
また、請求項６記載の本発明の信号対干渉電力比測定方法は、ＣＤＭＡ通信方式の基で受
信された受信信号を処理する装置において、拡散コード間の干渉を除去するための干渉キ
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ャンセラによって生成された干渉レプリカ信号を該受信信号から減算したものに基づいて
、干渉電力情報を検出するとともに、該受信信号に起因する信号に対し逆拡散処理を施し
た信号に基づいて、信号電力情報を検出して、上記の干渉電力情報と信号電力情報とから
信号対干渉電力比を演算することを特徴としている。
【００２０】
さらに、請求項７記載の本発明のＣＤＭＡ通信方式下での送信電力制御方法は、基地局と
複数の移動局との間の通信をＣＤＭＡ通信方式で行なうものにおいて、該基地局において
、拡散コード間の干渉を除去するための干渉キャンセラによって生成された干渉レプリカ
信号を該基地局で受信された受信信号から減算したものに基づいて、干渉電力情報を検出
するとともに、該受信信号に起因する信号に対し逆拡散処理を施した信号に基づいて、信
号電力情報を検出して、上記の干渉電力情報と信号電力情報とから信号対干渉電力比を演
算したあと、この信号対干渉電力比が所定値となるように、各移動局の送信電力を制御す
ることを特徴としている。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
（ａ）第１実施形態の説明
図１は本発明の第１実施形態にかかる信号対干渉電力比測定装置が適用された無線通信シ
ステムの構成を示すブロック図であるが、この図１に示す無線通信システム１１０は、Ｄ
Ｓ／ＣＤＭＡ通信方式を適用するものであり、ユーザ毎に移動局５０をそなえるとともに
、複数の移動局５０を無線回線を介して収容しうる基地局６０をそなえて構成されている
。
【００２２】
そして、この基地局６０には、第１実施形態にかかる信号対干渉比測定装置を構成する干
渉キャンセラ６１及びＳＩＲ演算部６２が設けられるとともに、復号器６３，送信フレー
ム生成部６４及び比較回路６５が設けられている。
ここで、干渉キャンセラ６１は移動局間の非同期による拡散コード間の干渉を除去すると
ともに、後述の干渉電力（Ｉ）及び受信電力（Ｓ）を測定する機能も有している。
【００２３】
さらに、ＳＩＲ演算部（信号対干渉電力比演算部）６２は上述の干渉キャンセラ６１にて
演算された干渉電力と受信電力とから信号対干渉電力比（ＳＩＲ）を演算するものであり
、復号器６３は干渉キャンセラ６１で処理された信号を復号化するものである。なお、干
渉キャンセラ６１，ＳＩＲ演算部６２及び復号器６３は移動局５０からの信号を受信する
受信部６Ｂとして構成されている。
【００２４】
また、比較回路６５はＳＩＲ演算部６２において測定された各ユーザのＳＩＲ値を予め設
定された目標のＳＩＲ値と比較するもので、その結果を送信電力ビット（ＴＰＣビット：
Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｂｉｔ）として出力するよう
になっている。
送信フレーム生成部６４は比較回路６５からのＴＰＣビットを各ユーザに対する送信フレ
ームのスロット内に挿入し、各ユーザ毎の送信フレームを生成するもので、その送信フレ
ームは基地局６０から移動局５０（ユーザ個々）へ送信されるようになっている。なお、
送信フレーム生成部６４及び比較回路６５は基地局６０から移動局５０に対して信号を送
信する送信部６Ａとして構成されている。
【００２５】
また、移動局（端末局）５０には、変調器５１，送信増幅器５２，復号器５３及びＲＡＫ
Ｅ復調部５４が設けられている。ここで、変調器５１は移動局５０におけるデータに変調
処理を施すものであり、送信増幅器（送信アンプ）５２は変調器５１からの出力を増幅し
基地局６０へ送信するもので、後述するＲＡＫＥ復調部５４によって調整されている。な
お、この変調器５１及び送信増幅器５２は移動局５０から基地局６０に対して信号を送信
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する送信部５Ａとして構成されている。
【００２６】
ＲＡＫＥ復調部５４は、基地局６０からの出力される送信フレームを受信フレームとして
受信し、この受信フレームに含まれるＴＰＣビットについて解読するもので、解読された
ＴＰＣビットに基づき送信増幅器５２における信号の増幅処理を調整するようになってい
る。
さらに、復号器５３はＲＡＫＥ復調部５４からの信号を復号化するものである。なお、こ
の復号器５３及びＲＡＫＥ復調部５４は受信部５Ｂとして構成されている。
【００２７】
このように、無線通信システム１１０では、干渉キャンセラ６１の出力値〔干渉電力（Ｉ
）と受信電力（Ｓ）〕に基づいて得られるＳＩＲ値を用いて送信電力制御を行なうことが
できるようになっている。
このような構成により、図１に示す無線通信システム１１０では、干渉キャンセラ６１に
おいて測定された各ユーザのＳＩＲ値を比較回路６５において目標のＳＩＲ値と比較した
のち、その比較結果を送信電力ビット（ＴＰＣビット）として各ユーザに対する送信フレ
ームのスロット内に挿入して、基地局６０から移動局５０へ送信する。
【００２８】
そして、各ユーザ側に配置された移動局５０では、ＲＡＫＥ復調部５４において、基地局
６０からの送信フレームを受信フレームとして受信し、この受信フレームに含まれるＴＰ
Ｃビットを解読し、解読結果を送信増幅器５２に出力する。送信増幅器５２では、ＲＡＫ
Ｅ復調部５４からのＴＰＣビットに基づいて出力が調整される。
【００２９】
即ち、変調器５１からの送信信号が所望の増幅率で増幅されて、基地局６０へ送信される
。これにより、基地局６０側において全てのユーザの受信ＳＩＲを目標のＳＩＲ値になる
ように制御することができ、必要な回線品質が維持される。ところで、図２は第１実施形
態にかかる信号対干渉電力比測定装置１２０を構成する干渉キャンセラ６１及びＳＩＲ演
算部６２を示すブロック図であるが、この図２に示す干渉キャンセラ６１には、干渉レプ
リカ生成ユニット１－１～１－ｎ，減算器２－１～２－ｎ，干渉電力測定部３，受信器４
及び遅延回路５－１～５－ｎが設けられている。
【００３０】
また、各干渉レプリカ生成ユニット１－ｉ，減算器２－ｉ及び遅延回路５－ｉ（ｉ＝１～
ｎの自然数）により、計ｎステージの演算ユニットが構成され、受信器４により最終ステ
ージの演算ユニットが構成される。なお、図２中、干渉レプリカ生成ユニット１－３～１
－ｎ，減算器２－３～２－ｎ遅延回路５－３～５－ｎについては図示を省略している。
【００３１】
ここで、干渉レプリカ生成ユニット（干渉レプリカ信号生成部）１－ｉは受信信号に起因
する入力信号に対し逆拡散処理を施してから、その入力信号についての情報シンボルの仮
判定を行なった後に、再び拡散処理を施したものを干渉レプリカ信号として出力するもの
であって、複数縦列的に設けられている。
即ち、隣接する干渉レプリカ生成ユニット１－ｉ（第ｉステージの干渉レプリカ生成ユニ
ット）が、相互に接続されて、マルチステージ型干渉キャンセラが構成されるのである。
さらに、各干渉レプリカ生成ユニット１－ｉ（１－ｎを除く）からは、シンボルレプリカ
信号が後段の干渉レプリカ生成ユニット１－（ｉ＋１）へ出力される一方、干渉レプリカ
生成ユニット１－ｎからのシンボルレプリカ信号は、受信器４へ出力されている。
【００３２】
なお、干渉レプリカ生成ユニット１－ｉは、それぞれ基地局６０内で収容しうるユーザ数
（移動局５０の台数）に対応した数のユニット（ＩＣＵユーザ）１－１－１～１－１－ｎ
，．．．，１－ｎ－１～１－ｎ－ｎ（以下、１－１－ｉ，．．．，１－ｎ－ｉとする）を
有しており、干渉レプリカ生成ユニット１－ｉから出力される干渉レプリカ信号としては
各ユーザに対応したユニットからの干渉レプリカ信号の総和が出力されることになる。ま
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た、この干渉レプリカ生成ユニット１－ｉの詳細な構成については図３にて後述すること
にする。
【００３３】
減算器２－ｉは干渉レプリカ生成ユニット１－ｉで生成された干渉レプリカ信号を元の受
信信号から減算するもので、具体的には、干渉レプリカ生成ユニット１－ｉからの干渉レ
プリカ信号を後述する遅延回路５－ｉからの出力から減算するようになっており、干渉レ
プリカ生成ユニット１－ｉの出力側に設けられている。そして、この減算器２－ｉからの
出力は残差信号（受信信号に起因する信号）として次段のステージに出力されるようにな
っている。
【００３４】
干渉電力測定部（干渉電力検出部）３は、減算器２－ｉの出力から干渉電力（Ｉ）を検出
するもので、第１実施形態では、第２ステージの減算器２－２から出力される残差信号か
ら干渉電力（Ｉ）を検出するようになっている。そして、この干渉電力（Ｉ）はＳＩＲ演
算部６２へ出力されている。
受信器（受信部）４は、第ｎステージ（最終段）の干渉レプリカ生成ユニット１－ｎの出
力側に設けられた減算器２－ｎの出力を入力信号として受けることにより、この信号に対
し逆拡散処理を施すもので、ＲＡＫＥ合成後の信号を用いてビタビ復号を行なうようにな
っている。また、上述したように、この受信器４は干渉キャンセラ６１の最終ステージと
してそなえられており、この受信器４もそれぞれ複数のユーザに対応した数の受信ユニッ
ト（Ｒｅｃユーザ）４－１～４－ｎを有している。
【００３５】
遅延回路（Ｄｅｌａｙ　）５－ｉは受信信号に起因する入力信号を所定時間遅延するもの
で、その出力は上述した減算器２－ｉへ接続されている。そして、減算器２－ｉでは上述
したように、干渉レプリカ信号からこの遅延信号を減算しているのである。
つまり、減算器２－ｉからの残差信号は受信信号から全ユーザの信号成分を差し引いたも
ので、干渉成分信号に相当するものである。
【００３６】
ここで、上述の図２に示すユーザ毎のユニット１－１－ｉ，．．．，１－ｎ－ｉの構成に
ついて、ユニット１－２－ｉに着目して以下詳述する。即ち、ユニット１－２－ｉは、例
えば図３に示すように、逆拡散処理部１０，加算器１１，チャネル推定回路１２，乗算器
１３，ＲＡＫＥ合成部１４，硬判定部１５，乗算器１６，減算器１７，再拡散処理部１８
，信号合成部１９及び受信電力測定部２０をそなえて構成されている。
【００３７】
なお、上述した逆拡散処理部１０，加算器１１，チャネル推定回路１２及び乗算器１３に
おける処理や、乗算器１６，減算器１７及び再拡散処理部１８における処理は、複数の遅
延波に対応するように設けられているもので（この図３においてはそれぞれ３つの遅延波
に対応した３ユニット）、測定条件に応じて設置数を適宜変更することもできる。
【００３８】
また、この図３に示す干渉レプリカ生成ユニット１－ｉは、特に第２ステージの干渉レプ
リカ生成ユニット１－２に設けられた複数のユーザ毎のユニット１－２－１～１－２－ｎ
のうちの１つを示しているが、説明を簡略化するため、干渉レプリカ生成ユニット１－２
として以下詳述する。
ここで、逆拡散処理部１０は受信信号に起因する入力信号に対して逆拡散処理を施すもの
で、具体的には、減算器２－１を介して得られる第１ステージの干渉レプリカ生成ユニッ
ト１－１から出力される信号（残差信号）に対し逆拡散処理を施すようになっている。具
体的にはシンボルレートに変換するようになっている。
【００３９】
加算器１１は逆拡散処理部１０において逆拡散処理を施された信号と前段の干渉レプリカ
生成ユニット１－１から出力される信号（シンボルレプリカ信号）とを加算するものであ
る。
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チャネル推定回路１２は入力される信号のパイロットシンボルを用いて伝送路チャネルを
推定するもので、スロット先端のパイロットシンボルのみを用いて行なうようになってい
る。そのため、第１，第２ステージのユニット１－１－ｉ，１－２－ｉでは数シンボルの
処理遅延で済み、ＳＩＲを測定するまでの処理遅延を極力小さくすることができる。
【００４０】
さらに、第３ステージ以降でスロット終端のパイロットシンボルを用いてより正確に伝送
路チャネル推定を行なうことにより、干渉キャンセラ６１そのものの特性劣化を抑えるこ
ともできる。
乗算器１３は加算器１１からの出力にチャネル推定回路１２からのチャネル推定値の複素
共役を乗算するものである。
【００４１】
ＲＡＫＥ合成部１４は、上述の乗算器１３からの遅延波出力について、最大比合成（合成
後のＳＩＲが最大となるような合成処理）を施している。硬判定部１５は情報シンボルの
仮判定を行なうもので、ＲＡＫＥ合成部１４において最大比合成された信号に基づいて干
渉レプリカ生成ユニット１－２のそれぞれの信号のおよその位置を判定するようになって
いる。
【００４２】
受信電力測定部（信号電力検出部）２０は受信信号に起因する信号に対し逆拡散処理を施
した信号に基づいて受信電力（Ｓ）を検出するもので、複数の干渉レプリカ生成ユニット
１－ｉのうちの任意の干渉レプリカ生成ユニット１－ｉの中間処理段階（第１実施形態に
おいては第２ステージ）で得られる逆拡散処理を施した信号に基づいて受信電力（Ｓ）を
検出するようになっている。そして、この受信電力（Ｓ）は、ＳＩＲ演算部６２へ出力さ
れている。
【００４３】
つまり、この受信電力測定部２０において検出される受信電力（Ｓ）と、上述の干渉電力
測定部３において検出される干渉電力（Ｉ）とは、別々に検出することができるので、Ｓ
ＩＲ演算部６２において、精度良くＳＩＲを求めることができるのである。
なお、上述の受信電力（Ｓ）は、ＲＡＫＥ合成部１４からの出力を２乗平均することによ
り検出するようになっており、そのため、ＳＩＲ測定にデータシンボル区間を用いても大
きな精度劣化を生じないようになっている。従って、速いフェージング環境においても良
好なＳＩＲの測定精度を維持することができるだけでなく、より少ない遅延でＳＩＲ測定
を行なうことができ、結果的に送信電力制御特性を向上することができるのである。
【００４４】
また、上述の図３に示す乗算器１６は硬判定部１５からの出力（仮判定値）にチャネル推
定回路１２からの出力（チャネル推定値）を乗算するもので、再び遅延波のパスに分解す
るようになっており、その出力は後述する減算器１７へ接続されるとともに、再拡散前の
パス毎に分解されたシンボルレプリカ信号（硬判定結果）としてユニット１－２－ｉに対
応する後段のユニット１－３－ｉへ出力されるようになっている。減算器１７は乗算器１
６の出力からユニット１－２－ｉに対応する前段のユニット１－１－ｉで生成されたシン
ボルレプリカ信号を減算するものである。
【００４５】
再拡散処理部１８は減算器１７からの出力に再拡散処理を施すものであり、信号合成部１
９は再拡散処理部１８からの出力の合成を行なうもので、この信号合成部１９からの出力
が干渉レプリカ信号として減算器２－２へ出力されている。これにより、減算器２－２で
は、各ユーザからの干渉レプリカ信号を遅延回路２－５からの出力から減算し、次段の第
３ステージに出力している。
【００４６】
従って、第１実施形態では、受信信号に起因する入力信号から生成される干渉レプリカ信
号を各ステージにおいて受信信号から繰り返し差し引くことにより、受信信号から受信電
力（Ｓ）と干渉電力（Ｉ）とを確実に分離することができる。また、測定されたＳＩＲ値
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が所定値となるように各ユーザの移動局５０の送信電力を制御することができるので、必
要な回線品質を維持することが可能となる。
【００４７】
なお、他のステージのユニット１－１－ｉ，１－３－ｉ，．．．，１－ｎ－ｉにおいては
、上述のユニット１－２－ｉに比して、受信電力測定部２０を設けない点が異なるが、こ
れ以外の構成については基本的に同様である。また、第１ステージの干渉レプリカ生成ユ
ニット１－１においては、シンボルレプリカ信号の入力がないため、加算器１１及び減算
器１７は設けなくてもよく、設ける場合には“０”を加算及び減算するようになっている
。
【００４８】
さらに、第１実施形態においては、第２ステージのユニット１－２－ｉにおいて受信電力
を測定しているが、この受信電力測定処理を第１ステージのユニット１－１－ｉにおいて
行なうようにしてもよい。
上述の構成により、本発明の第１実施形態にかかるＳＩＲ装置１２０が適用された無線通
信システム１１０では、図１，図２に示すように、移動局５０からの信号を受信すると、
この受信信号は、干渉キャンセラ６１において、遅延回路５－１と第１ステージの干渉レ
プリカ生成ユニット１－１へ入力される。
【００４９】
その後、第１ステージにおける干渉レプリカ生成ユニット１－１のユニット１－１－ｉに
おいて、ユーザ毎の干渉レプリカ信号及びシンボルレプリカ信号が生成され、ユーザ毎に
生成された全ての干渉レプリカ信号は、減算器２－１へ出力される。そして、減算器２－
１において遅延回路５－１からの出力と減算処理が施され、減算器２－１からは残差信号
として第２ステージの干渉レプリカ生成ユニット１－２の各ユニット１－２－ｉへ出力さ
れる。一方、各ユニット１－１－ｉからのシンボルレプリカ信号も、第２ステージの干渉
レプリカ生成ユニット１－２の対応するユニット１－２－ｉへ出力される。
【００５０】
また、第２ステージにおいては、前段の減算器２－１からの残差信号が入力されると、干
渉レプリカ生成ユニット１－２の各ユニット１－２－ｉにおいて同様に干渉レプリカ信号
とシンボルレプリカ信号とが生成されるとともに、受信電力測定部２０において各ユーザ
毎の受信電力（Ｓ）が検出される。
このときの干渉レプリカ生成ユニット１－２における処理について、以下、図３を用いて
説明する。
【００５１】
つまり、ユニット１－２－ｉでは、減算器２－１を介して得られる第１ステージの干渉レ
プリカ生成ユニット１－１からの信号（干渉レプリカ信号）を逆拡散処理部１０において
逆拡散処理を施し、加算器１１においてこの逆拡散処理された信号とユニット１－２－ｉ
に対応するユニット１－１－ｉからのシンボルレプリカ信号とを加算し、チャネル推定回
路１２において伝送路チャネルを推定する。
【００５２】
その後、乗算器１３において加算器１１からの出力にチャネル推定値の複素共役を乗算し
、ＲＡＫＥ合成部１４において最大比合成を行なったのち、受信電力測定部２０において
この最大比合成出力から受信電力（Ｓ）を２乗平均演算により測定し、測定された受信電
力（Ｓ）をＳＩＲ演算部６２へ出力する。
一方、このＲＡＫＥ合成部１４からの出力を、さらに硬判定部１５において仮判定したの
ち、この仮判定した信号とチャネル推定回路１２からのチャネル推定値を乗算器１６にて
乗算し、シンボルレプリカ信号として第３ステージの干渉レプリカ生成ユニット１－３へ
出力する。
【００５３】
さらに、減算器１７においては、乗算器１６からの出力について第１ステージからのシン
ボルレプリカ信号を減算し、再拡散処理部１８にて再拡散処理を施したのちに、信号合成
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部１９にて合成し、干渉レプリカ信号として減算器２－２へ出力する。
その後、減算器２－２では、減算器２－１からの干渉レプリカ信号について遅延された信
号を遅延回路５－２を介して入力するとともに、全ユーザに対応するユニット１－２－１
～１－２－ｎからの干渉レプリカ信号を入力し、減算器２－１からの干渉レプリカ信号に
対して、ユニット１－２－１～１－２－ｎからの干渉レプリカ信号の総和を減算し、残差
信号として第３ステージの干渉レプリカ生成ユニット１－３へ出力する。
【００５４】
また、この減算器２－２から出力された残差信号に基づき、干渉電力測定部３において干
渉電力（Ｉ）を検出し、この干渉電力（Ｉ）をＳＩＲ演算部６２へ出力する。その後、Ｓ
ＩＲ演算部６２では、干渉電力測定部２０からの受信電力（Ｓ）と干渉電力測定部３から
の干渉電力（Ｉ）とから各ユーザのＳＩ比情報を測定する。
【００５５】
なお、比較回路６５においては、上述のＳＩＲ演算部６２にて測定されたＳＩＲ値を目標
のＳＩＲ値と比較し、その比較結果を送信フレーム生成部６４を介して送信することによ
り、各移動局５０の送信電力制御を行なっている。
さらに、第３ステージ以降においても上述したものと同様に、受信信号に起因する入力信
号から生成される干渉レプリカ信号を受信信号から繰り返し差し引く。そして、最終ステ
ージとしての受信器４においては、最終段の干渉レプリカ生成ユニット１－ｎからの干渉
レプリカ信号に逆拡散処理を施したのち、復号器６３において移動局５０からのユーザ毎
の信号を復号化する。
【００５６】
ここで、上述した第１実施形態のＳＩＲ装置１２０の機能における実証する具体例（シミ
ュレーション）について以下に説明する。このシミュレーションでは、上記の測定された
ＳＩＲを、予め設定された目標のＳＩＲになるように移動局５０の送信電力をスロット周
期±１ｄＢステップで制御する、閉ループ制御を行なった場合のものである。なお、この
シミュレーションでは、図４に示すような諸元に基づいて行なわれており、ここでは、ユ
ーザ数を３２としている。
【００５７】
また、このシミュレーションにおける方式では、３ステージのマルチステージ型干渉キャ
ンセラを用いており、２つの干渉レプリカ生成ユニット１－１，１－２が縦列的に接続さ
れ、干渉レプリカ生成ユニット１－２の後段には、第３ステージ（最終ステージ）に受信
器４をそなえている。
そして、第２ステージの干渉レプリカ生成ユニット１－２におけるＲＡＫＥ合成後の信号
電力を１スロット平均したものを受信電力（Ｓ：信号電力情報）とし、残差信号を同じく
１スロット平均したものを干渉電力（Ｉ：干渉電力情報）としてＳＩＲを測定している。
【００５８】
さらに、干渉レプリカ生成ユニット１－ｉにおけるチャネル推定は、それぞれスロット先
端のパイロットシンボルを用いて行なうため、第２ステージまでは数シンボルの処理遅延
しか生じないが、最終ステージの受信器４ではスロット終端のパイロットシンボルも用い
た高精度なチャネル推定を行なうため、１スロット以上の遅延が生じる。
【００５９】
つまり、第２ステージにおける干渉レプリカ生成ユニット１－２において受信電力（Ｓ）
を測定した場合、送信電力制御にかかる遅延（ＴＰＣ遅延）は１Ｔｐ（Ｔｐ：パイロット
周期）となり、最終ステージの受信器４で受信電力（Ｓ）を測定した場合、ＴＰＣ遅延は
２Ｔｐとなる。
図５は規格化フェージング周波数（ｆｄＴｐ）に応じたＴＰＣ誤差及びＳＩＲ制御誤差を
示すものであるが、図２に示す３ステージの構成のＳＩＲ装置１２０を用いて、ＴＰＣ遅
延が１Ｔｐとなる場合の特性（“○”，“●”）と、ＴＰＣ遅延が２Ｔｐの場合の特性（
“□”，“■”）とを示すとともに、前述の図１０に示すＳＩＲ測定手法を用いた場合の
特性（“△”，“▲”）について示している。
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【００６０】
なお、このＴＰＣ誤差（図５の矢印Ａ参照）とは理想的なＴＰＣに対する受信電力の標準
偏差を示すもので、ＳＩＲ制御誤差（図５の矢印Ｂ参照）とは目標のＳＩＲに対する受信
ＳＩＲの標準偏差を示すものである。
また、前述の図１０に示すＳＩＲ測定手法を用いた場合においては、第２ステージの干渉
レプリカ生成ユニット１－２におけるＲＡＫＥ合成後の受信信号の１スロット区間にわた
る平均を受信電力（Ｓ）とし、分散を干渉電力（Ｉ）としてＳＩＲを測定した。そして、
それぞれの場合に対してｆｄＴｐが０．０５の時に平均の誤り率が１×１０－ ３ になるよ
うに目標のＳＩＲを設定して計算を行なった。
【００６１】
その結果、図３に示す３ステージ構成のＳＩＲ測定１２０を用いて、ＴＰＣの遅延を１Ｔ
ｐとした場合（“○”，“●”）において、ＴＰＣ誤差及びＳＩＲ制御誤差が優れている
ことがわかり、これにより、速いフェージング環境に適用できることがいえる。従って、
このシミュレーションの結果から、遅延時間を短くすることにより送信電力の低減をはか
ることができるということが明らかに示された。
【００６２】
このように、本発明の第１実施形態によれば、拡散コード間の干渉を除去するための干渉
キャンセラ６１によって生成された干渉レプリカ信号を、受信信号から減算したものに基
づいて干渉電力（Ｉ）を検出するとともに、受信信号に起因する信号に対し逆拡散処理を
施した信号に基づいて受信電力（Ｓ）を検出して、上記の干渉電力（Ｉ）と受信電力（Ｓ
）とを別々に検出することができるので、ＳＩＲの測定精度を改善することができる利点
がある。
【００６３】
さらに、本発明によれば、干渉キャンセラ６１の出力により得られた干渉電力（Ｉ）及び
受信電力（Ｓ）からＳＩＲを演算することにより、ＳＩＲの精度が向上するので、このＳ
ＩＲを用いて移動局５０の送信電力を制御することができ、ノイズ環境下や多数のユーザ
が同時に通信を行なう場合の多局間干渉状態においても必要な回線品質を維持しながら送
信電力制御特性の向上に寄与することができる利点もある。
【００６４】
また、本発明によれば、干渉レプリカ信号生成部１－ｉの中間処理段階で得られる逆拡散
処理を施した信号に基づいて受信電力（Ｓ）を検出することができるので、ＳＩＲ測定に
データシンボル区間を用いても大きな精度劣化を生じることなく、速いフェージング環境
においても、良好なＳＩＲの測定精度を維持することができる。従って、より少ない遅延
でＳＩＲ測定を行なうことができ、結果的に送信電力制御についても上述の速いフェージ
ング環境に追従することができる。
【００６５】
（ｂ）第２実施形態の説明
図６は本発明の第２実施形態にかかる信号対干渉電力比測定装置の構成を示すブロック図
であるが、この図６に示す信号対干渉電力比測定装置（ＳＩＲ測定装置）１３０も、干渉
キャンセラ６１Ａ及びＳＩＲ演算部６２により構成されるものである。
【００６６】
そして、この干渉キャンセラ６１Ａには、上述の第１実施形態とほぼ同様に、干渉レプリ
カ生成ユニット１－ｉ，減算器２－ｉ，干渉電力測定部３Ａ，受信器４Ａ及び遅延回路５
－ｉが設けられている。具体的に、この第２実施形態における干渉レプリカ生成ユニット
１－ｉについても基地局６０にて収容しうるユーザ数に対応して、例えば図７に示すよう
なユニット１－１－ｉ，．．．，１－ｎ－ｉをそなえて構成されている。
【００６７】
つまり、この図７に示すユニット１－１－ｉ，．．．，１－ｎ－ｉは、図３に示した干渉
レプリカユニット１－２におけるＲＡＫＥ合成部１４と硬判定部１５の間に受信電力測定
部２０を設置していない点が異なっている。なお、その他の各部についてはほぼ同様に機
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能するようになっている。
干渉電力測定部３Ａは減算器２－ｉの出力から干渉電力情報（Ｉ）を検出するもので、こ
の図６に示す干渉キャンセラ６１Ａにおいては、第ｎステージ（最終段）の減算器２－ｎ
の出力から干渉電力情報を検出するようになっている。
【００６８】
受信器（受信部）４Ａは第ｎステージ（最終段）の干渉レプリカ生成ユニット１－ｎの出
力側に設けられた減算器２－ｎの出力（残差信号）を入力信号として受け取ることにより
、この信号に対し逆拡散処理を施すもので、干渉キャンセラ６１Ａの最終ステージとして
そなえられている。そして、この受信器４Ａの出力は復号器６３に出力され、この復号器
６３において復号化されるようになっている。
【００６９】
また、この受信器４Ａもそれぞれユーザ数に対応した受信ユニット（Ｒｅｃユーザ）４Ａ
－１～４Ａ－ｎを有しており、この受信ユニット４Ａ－１～４Ａ－ｎは、それぞれ、図８
に示すように、逆拡散処理部１０，加算器１１，チャネル推定部１２，乗算器１３，ＲＡ
ＫＥ合成部１４及び受信電力測定部２１が設けられている。なお、既述の符号と同一の符
号は同一あるいはほぼ同一の部分を示しているため、その詳細な説明は省略する。
【００７０】
ここで、受信電力測定部（信号電力検出部）２１は受信部４Ａにおいて得られる逆拡散処
理を施した信号に基づいて受信電力（Ｓ）を検出するもので、ＲＡＫＥ合成部１４の出力
から検出するようになっている。つまり、第２実施形態では、受信電力測定部２１を受信
器４Ａにそなえ、この受信電力測定部２１によって検出された受信電力（Ｓ）をＳＩＲ演
算部６２へ出力しているのである。
【００７１】
つまり、干渉キャンセラ６１Ａの各干渉レプリカ生成ユニット１－ｉでは、ステージ後段
になるにつれ、残差信号から信号成分が分離されてゆくので（干渉電力Ｉが小さくなる）
、より正確に受信信号成分を検出することができる（信号電力Ｓが大きくなる）。従って
、第２実施形態における干渉キャンセラ６１Ａでは、非常に正確な干渉信号成分を得るこ
とができるのである。
【００７２】
これにより、第２実施形態では、干渉電力測定部３Ａにおいて干渉電力（Ｉ）を測定する
とともに、受信器４Ａの受信電力測定部２１からの受信電力（Ｓ）を測定し、これらの干
渉電力及び受信電力からＳＩ比が測定されるようになっている。
上述の構成により、本発明の第２実施形態にかかるＳＩＲ装置１３０では、図６に示すよ
うに、移動局５０からの信号を受信すると、この受信信号は、干渉キャンセラ６１Ａにお
いて、第ｉステージに設置された干渉レプリカ生成ユニット１－ｉ，遅延回路５－ｉ及び
減算器２－ｉにより、干渉レプリカ信号及びシンボルレプリカ信号が生成される。
【００７３】
そして、第ｎステージから出力される干渉レプリカ信号によって、最終ステージの干渉電
力測定部３Ａにおいて干渉電力（Ｉ）が検出されるとともに、この干渉レプリカ信号と上
記のシンボルレプリカ信号とから受信器４Ａにおいて受信電力（Ｓ）が検出される。なお
、受信器４Ａからのもう一方の出力は、復号器６３へ出力され、ユーザ毎の信号が復号化
される。
【００７４】
その後、この干渉キャンセラ６１Ａにおいて検出された干渉電力（Ｉ）及び受信電力（Ｓ
）は、ＳＩＲ演算部６２へ出力され、各ユーザのＳＩ比が測定される。
このように、本発明の第２実施形態によれば、受信信号から全てのユーザの信号を検出し
、生成された全ての干渉レプリカ信号を受信信号から差し引く処理を繰り返すことにより
、受信信号から受信電力（Ｓ）と干渉電力（Ｉ）とを確実に分離することができるので、
ＳＩＲ測定精度を飛躍的に向上させることができ、ひいては、移動局５０に対する送信電
力制御の精度を飛躍的に向上させることができる。
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【００７５】
（ｃ）その他
本実施形態においては、干渉キャンセラ６１，６１Ａの段数及びユーザ数（ｎ）を同数に
統一したものについて詳述しているが、必ずしも統一させる必要はなく、設置する条件等
に応じて変更することも勿論可能である。
また、本実施形態では、複数のユーザの信号を同時に処理する並列型の干渉キャンセラに
ついて詳述しているが、強い受信レベルのユーザから順番に干渉除去処理を行なう直列型
の干渉キャンセラや直列型と並列型とを組み合わせたタイプの干渉キャンセラにおいても
本発明を適応させることができる。
【００７６】
【発明の効果】
以上詳述したように、本発明によれば、拡散コード間の干渉を除去するための干渉キャン
セラによって生成された干渉レプリカ信号を、受信信号から減算したものに基づいて干渉
電力情報を検出するとともに、受信信号に起因する信号に対し逆拡散処理を施した信号に
基づいて信号電力情報を検出して、上記の干渉電力情報と信号電力情報とを別々に検出す
ることができるので、ＳＩＲの測定精度を改善することができる利点がある（請求項１，
４，６）。
【００７７】
さらに、本発明によれば、干渉キャンセラの出力により得られた干渉電力情報及び信号電
力情報からＳＩＲを演算することにより、ＳＩＲの精度が向上するので、このＳＩＲを用
いて移動局の送信電力を制御することができ、ノイズ環境下や多数のユーザが同時に通信
を行なう場合の多局間干渉状態においても必要な回線品質を維持しながら送信電力制御特
性の向上に寄与することができる利点もある（請求項７）。
【００７８】
また、本発明によれば、干渉レプリカ信号生成部の中間処理段階で得られる逆拡散処理を
施した信号に基づいて信号電力情報を検出することができるので、ＳＩＲ測定にデータシ
ンボル区間を用いても大きな精度劣化を生じることなく、速いフェージング環境において
も、良好なＳＩＲの測定精度を維持することができる。従って、より少ない遅延でＳＩＲ
測定を行なうことができ、結果的に送信電力制御についても上述の速いフェージング環境
に追従することができる（請求項２）。
【００７９】
さらに、本発明によれば、受信信号から全てのユーザの信号を検出し、生成された全ての
干渉レプリカ信号を受信信号から差し引く処理を繰り返すことにより、受信信号から信号
電力情報と干渉電力情報とを確実に分離することができるので、ＳＩＲ測定精度を飛躍的
に向上させることができ、ひいては、移動局に対する送信電力制御の精度を飛躍的に向上
させることができる（請求項３，５）。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態にかかる信号対干渉電力比測定装置が適用された無線通信
システムの構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１実施形態にかかる信号対干渉電力比測定装置を構成する干渉キャン
セラ及び信号対干渉電力比演算部を示すブロック図である。
【図３】本発明の第１実施形態にかかる干渉レプリカ信号生成部の内部構成を示すブロッ
ク図である。
【図４】本発明の第１実施形態にかかるシミュレーションにおける諸元の具体例を示す図
である。
【図５】本発明の第１実施形態にかかるシミュレーションの一例を示す図である。
【図６】本発明の第２実施形態にかかる信号対干渉電力比測定装置を構成する干渉キャン
セラ及び信号対干渉電力比演算部を示すブロック図である。
【図７】本発明の第２実施形態にかかる干渉レプリカ信号生成部の構成を示すブロック図
である。
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【図８】本発明の第２実施形態にかかる受信部の内部構成を示すブロック図である。
【図９】一般的なＤＳ／ＣＤＭＡ通信方式を適用する無線通信システムを示す図である。
【図１０】ＲＡＫＥ合成後の信号を用いて信号対干渉電力比を測定するＳＩＲ測定装置の
構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
１－１～１－ｎ　干渉レプリカ生成ユニット（干渉レプリカ信号生成部）
１－１－１～１－１－ｎ，．．．，１－ｎ－１～１－ｎ－ｎ　ユニット（ＩＣＵユーザ）
２－１～２－ｎ，１７　減算器
３，３Ａ　干渉電力測定部（干渉電力検出部）
４，４Ａ　受信器（受信部）
４－１～４－ｎ，４Ａ－１～４Ａ－ｎ　受信ユニット（Ｒｅｃユーザ）
５－１～５－ｎ　遅延回路
５Ａ，６Ａ　送信部
５Ｂ，６Ｂ　受信部
１０　逆拡散処理部
１１　加算器
１２　チャネル推定回路
１３，１６　乗算器
１４　ＲＡＫＥ合成部
１５　硬判定部
１８　再拡散処理部
１９　信号合成部
２０　受信電力測定部（信号電力検出部）
５０，１０２－１～１０２－ｎ　移動局（端末局）
５１　変調器
５２　送信増幅器（送信アンプ）
５３，６３　復号器
５４　ＲＡＫＥ復調部
６０，１０１　基地局
６１，６１Ａ　干渉キャンセラ
６２　ＳＩＲ演算部
６４　送信フレーム生成部
６５　比較回路
８０，１２０，１３０　信号対干渉電力比測定装置（ＳＩＲ測定装置）
８０Ａ　象限検出部
８０Ｂ　ベクトル平均計算部
８０Ｃ　２乗計算部
８０Ｄ　２乗平均計算部
８０Ｅ　減算部
８０Ｆ　ＳＩＲ計算部
１００，１１０　無線通信システム
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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 】
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