
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下り回線を介して移動局装置へ送信する初回送信パケットおよび再送パケットのうち、
前記再送パケットの送信電力を、前記再送パケットの前記移動局装置における受信品質が
前記初回送信パケットの前記移動局装置における受信品質よりも低くなる送信電力値に決
定する送信電力決定手段と、
　前記送信電力決定手段によって決定された送信電力値に前記再送パケットの送信電力を
制御する制御手段と、
　

　を具備することを特徴とする基地局装置。
【請求項２】
　前記送信電力決定手段は、前記再送パケットの送信電力値を、前記初回送信パケットの
送信電力値よりも低い値に決定する、
　ことを特徴とする請求項１記載の基地局装置。
【請求項３】
　前記送信電力決定手段は、前記再送パケットの送信電力値を、再送回数が多くなるほど
低い値に決定する、
　ことを特徴とする請求項２記載の基地局装置。
【請求項４】

10

20

JP 3679089 B2 2005.8.3

前記送信電力決定手段によって決定された送信電力値と総送信電力とから求められる余
剰送信電力を、前記再送パケット以外の他のパケットに配分する配分手段と、



　前記初回送信パケット送信時の下り回線品質と前記再送パケット送信時の下り回線品質
との差を求める計算手段、をさらに具備し、
　前記送信電力決定手段は、前記計算手段によって求められた差に応じて前記再送パケッ
トの送信電力値を決定する、
　ことを特徴とする請求項１記載の基地局装置。
【請求項５】
　ＣＣ型ハイブリッドＡＲＱに対するＩＲ型ハイブリッドＡＲＱの利得を求める利得決定
手段、をさらに具備し、
　前記送信電力決定手段は、前記利得決定手段によって求められた利得に応じて前記再送
パケットの送信電力値を決定する、
　ことを特徴とする請求項１記載の基地局装置。
【請求項６】
　下り回線を介して移動局装置へ送信する初回送信パケットおよび再送パケットのうち、
前記再送パケットの送信電力を、前記再送パケットの前記移動局装置における受信品質が
前記初回送信パケットの前記移動局装置における受信品質よりも低くなる送信電力値に決
定する送信電力決定工程と、
　前記送信電力決定工程において決定された送信電力値に前記再送パケットの送信電力を
制御する制御工程と、
　

　を具備することを特徴とする再送パケットの送信電力制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、下り高速パケット伝送を行う無線通信システムに用いられる基地局装置および
再送パケットの送信電力制御方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
無線通信の分野では、高速大容量な下りチャネルを複数の移動局装置が共有し、基地局装
置から移動局装置にパケットを伝送する下り高速パケット伝送方式が開発されている。下
り高速パケット伝送方式では、伝送効率を高めるために、スケジューリング技術および適
応変調技術が用いられている。
【０００３】
スケジューリング技術とは、基地局装置がタイムスロット毎に下り高速パケットの送信先
となる移動局装置を設定し、移動局装置に送信するパケットを割り当てる技術である。ま
た、適応変調技術とは、パケット送信する移動局装置の伝搬路の状態に応じて適応的に変
調方式あるいは誤り訂正符号化方式（ＭＣＳ : Modulation and Coding Scheme）を決定す
る技術である。
【０００４】
また、高速パケット伝送を行う無線通信システムでは、データの受信性能の向上を図るた
めにＡＲＱ (Automatic Repeat Request)、特に、Ｈ－ＡＲＱ (Hybrid-Automatic Repeat R
equest)が用いられている。
【０００５】
ＡＲＱは、基地局装置と移動局装置とを双方向の伝送路によって結び、まず基地局装置が
情報ビットに誤り検出符号化を施して生成した符号語を含むパケットを移動局装置に送り
、移動局装置において誤りの検出を行う。移動局装置は、受信パケットに誤りが検出され
ない場合には正しく受信した旨の受信確認信号（ Positive Acknowledgment：ＡＣＫ信号
）を基地局装置に返送し、受信データに誤りが検出された場合には再送要求信号（ Negati
ve Acknowledgment：ＮＡＣＫ信号）を基地局装置に返送する。基地局装置は、ＮＡＣＫ
信号を受け取ると同一のパケットを再送する。基地局装置は、ＡＣＫ信号を受け取るまで
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同一のパケットの再送を繰り返す。
【０００６】
例えば、基地局装置が第１番目のパケットを送信し、移動局装置がこの第１番目のパケッ
トを正しく受信すると、ＡＣＫ信号を基地局装置に送信する。基地局装置は、このＡＣＫ
信号を受信すると、次に第２番目のパケットを送信する。移動局装置では、この第２番目
のパケットを誤って受信すると、基地局装置にＮＡＣＫ信号を送信する。基地局装置が、
この移動局装置からのＮＡＣＫ信号を受信すると、再度第２番目のパケットを送信（再送
）する。すなわち、基地局装置は、移動局装置からＡＣＫ信号を受信しない限り、同一の
パケットを再送する。ＡＲＱでは、このようにして高品質伝送を実現している。
【０００７】
上記ＡＲＱにおいては高品質伝送を実現することができるが、再送を繰り返すことにより
伝搬遅延が大きくなることがある。特に、伝搬環境が悪い場合には、データの誤り率が高
くなるため、再送回数が増えて伝搬遅延が急激に大きくなる。このＡＲＱにおける伝搬遅
延に対応するための技術として、高速パケット伝送を行う無線通信システムでは、Ｈ－Ａ
ＲＱが用いられている。
【０００８】
Ｈ－ＡＲＱは、ＡＲＱに誤り訂正符号を組み合わせた方式であり、誤り訂正を用いて受信
信号の誤り率を向上させることにより、再送回数を減らしてスループットを向上させるこ
とを目的としている。このＨ－ＡＲＱの有力な方式として、 Chase Combining型と、 Incre
mental Redundancy型の２つの方式が提案されている。
【０００９】
上記 Chase Combining型のＨ－ＡＲＱ（以下“ＣＣ型Ｈ－ＡＲＱ”と称する）は、基地局
装置が、前回送信したパケットと同一のパケットを再送することを特徴とする。移動局装
置は、再送されたパケットを受信すると、前回までに受信したパケットと今回再送された
パケットとを合成し、合成後の信号に対して誤り訂正復号を行う。このようにＣＣ型Ｈ－
ＡＲＱでは、前回までに受信したパケットに含まれる符号語と今回再送されたパケットに
含まれる符号語とを合成して受信レベルを向上させるので、再送を繰り返すたびに誤り率
特性が改善される。これにより、通常のＡＲＱよりも少ない再送回数で誤り無しとなるの
で、スループットを向上させることができる。
【００１０】
一方、 Incremental Redundancy型のＨ－ＡＲＱ（以下“ＩＲ型Ｈ－ＡＲＱ”と称する）は
、基地局装置が、前回までに送信したパケットに含まれるパリティビットと異なるパリテ
ィビットを含んで構成されるパケットを再送することを特徴とする。移動局装置は、受信
した各パリティビットをバッファに保持しておき、再送パケットを受信すると、前回まで
に受信したパケットに含まれるパリティビットと再送時に受信したパケットに含まれるパ
リティビットとを共に用いて誤り訂正復号を行う。このようにＩＲ型では、再送の度に誤
り訂正復号に用いるパリティビットが増加（インクリメント）されるので、移動局装置の
誤り訂正能力が向上し、その結果、再送を繰り返すたびに誤り率特性が改善される。これ
により、通常のＡＲＱよりも少ない再送回数で誤り無しとなるので、スループットを向上
させることができる。
【００１１】
これらのＨ－ＡＲＱでは、再送パケットは、誤り率特性を改善するにあたり初回送信パケ
ットに対して補助的に用いられる。
【００１２】
以下、高速パケット伝送を行う無線通信システムの基地局装置および移動局装置の動作に
ついて概説する。
【００１３】
基地局装置は、各移動局装置から送信された下り回線状態の報告値に基づいて回線品質を
予測し、最も回線品質が良い移動局装置を送信先として、各タイムスロットにその送信先
へのパケットを割り当てる。そして、基地局装置は、スケジューリング結果を示す情報お
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よびスケジューリングにより定めた方式でパケットを誤り訂正符号化および変調して送信
先となる移動局装置に送信する。
【００１４】
各移動局装置は、受信したスケジューリング結果を示す情報に基づいて、自局宛のパケッ
トが割り当てられたタイムスロットにおいて復調を行い、ＣＲＣ検出等を行って、パケッ
トデータを正しく復調できた場合にはこれを示すＡＣＫ信号を送信する。一方、各移動局
装置は、パケットデータに誤りがあり、パケットデータを正しく復調できなかった場合に
はこれを示すＮＡＣＫ信号を基地局装置に送信することによってパケットデータの再送を
要求する。
【００１５】
基地局装置は、ＡＣＫ信号を受信すると次のパケットを送信し、ＮＡＣＫ信号を受信する
と同一パケットを再送する。
【００１６】
このように、下り高速パケット伝送方式は、セルまたはセクタ内に存在する全ての移動局
装置で１つのチャネルを共有して効率的にパケットを伝送するので、コードリソースを有
効活用することができる。
【００１７】
ところで、下り高速パケット伝送に適応変調とＨ－ＡＲＱを使用する場合において、移動
局装置で受信したパケットの受信品質（例えば、Ｅ c/Ｎ０、ＳＩＲ、ＣＩＲ等）に応じて
ＭＣＳを最適化する技術が、例えば下記非特許文献１に開示されている。非特許文献１に
おいては、下りパケットの送信電力は、図１９に示すように、初回送信時および再送時に
かかわらず、常に一定と仮定されている。
【００１８】
【非特許文献１】
Comparison of Hybrid ARQ Packet Combining Algorithm in High Speed Downlink Packe
t Access in a Multipath Fading Channel, IEICE TRANS. FUNDAMENTALS, VOL.E85-A, NO
.7, JULY 2002, 1557-1568頁
【００１９】
【発明が解決しようとする課題】
Ｈ－ＡＲＱでは上述したように、再送パケットは、誤り率特性を改善するにあたり初回送
信パケットに対して補助的に用いられるため、移動局装置においては、再送時には初回送
信時ほどの受信品質は必要とされない。これにもかかわらず、上記非特許文献１のように
下りパケットの送信電力が初回送信時および再送時にかかわらず常に一定では、再送時に
余分な送信電力を使用していることとなり、送信電力リソースを有効に使用するという点
から見て適切ではない。
【００２０】
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、下り高速パケット伝送にＨ－ＡＲＱを使
用する場合に、再送パケットに対して適切な送信電力制御を行って送信電力リソースを有
効に使用するとともに、無線通信システムに与える干渉を減らすことができる基地局装置
および再送パケットの送信電力制御方法を提供することを目的とする。
【００２１】
【課題を解決するための手段】
本発明では、上記課題を解決し、目的を達成するために、基地局装置が、再送パケットの
送信電力を、再送パケットの移動局装置における受信品質が初回送信パケットの移動局装
置における受信品質よりも低くなる送信電力値に制御することを特徴とする。この特徴に
より、送信電力リソースを有効に使用するとともに、無線通信システムに与える干渉を減
らすことができる。
【００２２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の
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説明では、下り高速パケット伝送方式の例として、ＨＳＤＰＡ（ High Speed Downlink Pa
cket Access）を用いることとする。ＨＳＤＰＡでは、ＨＳ－ＰＤＳＣＨ（ High Speed - 
Physical Downlink Shared Channel）、ＨＳ－ＳＣＣＨ（ Shared Control Channel of HS
-PDSCH）、Ａ－ＤＰＣＨ（ Associated-Dedicated Physical Channel for HS-PDSCH）、Ｈ
Ｓ－ＤＰＣＣＨ（ High Speed - Dedicated Physical Control Channel）等の複数のチャ
ネルが用いられる。
【００２３】
ＨＳ－ＰＤＳＣＨは、パケットの伝送に使用される下り方向の共有チャネルでる。ＨＳ－
ＳＣＣＨは、下り方向の共有チャネルであり、リソース割り当てに関する情報 (ＴＦＲＩ
： Transport-format and Resource related Information)、Ｈ－ＡＲＱ制御に関する情報
等が伝送される。
【００２４】
Ａ－ＤＰＣＨは、上り方向および下り方向の個別付随チャネルであり、そのチャネル構成
やハンドオーバ制御等はＤＰＣＨと変わらない。Ａ－ＤＰＣＨでは、パイロット信号、Ｔ
ＰＣコマンド等が伝送される。上り方向のＨＳ－ＤＰＣＣＨでは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号
、ＣＱＩ（ Channel Quality Indicator）信号が伝達される。なお、ＣＱＩ信号は、移動
局装置において復調可能なパケットデータの変調方式および符号化率を示す信号であり、
下り回線状態を報告する報告値の役割を果たす。
【００２５】
（実施の形態１）
図１は、本発明の実施の形態１に係る基地局装置の構成を示すブロック図である。以下、
図１の基地局装置１００の各構成部分について説明する。
【００２６】
共用器１０２は、アンテナ１０１に受信された信号を受信ＲＦ部１０３に出力する。また
、共用器１０２は、送信ＲＦ部１６６から出力された信号をアンテナ１０１から無線送信
する。
【００２７】
受信ＲＦ部１０３は、共用器１０２から出力された無線周波数の受信信号をベースバンド
のディジタル信号に変換し、復調部１０４に出力する。
【００２８】
復調部１０４は、無線通信を行う移動局装置の数だけ用意され、受信ベースバンド信号に
対して逆拡散、ＲＡＫＥ合成、誤り訂正復号等の復調処理を行い、分離部１０５に出力す
る。
【００２９】
分離部１０５は、復調部１０４の出力信号をデータと制御信号とに分離する。分離部１０
５にて分離された制御信号には、ＤＬ（ Down Link）用ＴＰＣコマンド、ＣＱＩ信号、Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫ信号等が含まれる。ＣＱＩ信号およびＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号はスケジュー
ラ１５１に出力され、ＤＬ用ＴＰＣコマンドは送信電力制御部１５８に出力される。
【００３０】
ＳＩＲ測定部１０６は、無線通信を行う移動局装置の数だけ用意され、復調の過程で測定
される希望波レベルおよび干渉波レベルによって上り回線の受信ＳＩＲを測定し、ＳＩＲ
を示す信号をＴＰＣコマンド生成部１０７に出力する。
【００３１】
ＴＰＣコマンド生成部１０７は、無線通信を行う移動局装置の数だけ用意され、上り回線
の受信ＳＩＲと目標ＳＩＲとの大小関係により、上り回線の送信電力の増減を指示するＵ
Ｌ（ Up Link）用ＴＰＣコマンドを生成する。
【００３２】
スケジューラ１５１は、パケット伝送用制御信号、各移動局装置からのＣＱＩ信号、ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫ信号に基づいてパケットを送信する移動局装置を決定し、その移動局装置お
よび送信するパケットデータを示す情報をバッファ（ Queue）１５２に出力する。また、
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スケジューラ１５１は、移動局装置からのＣＱＩ信号に基づいて変調方式、符号化率およ
びコード多重数を決定し、変調部１５３に指示する。また、スケジューラ１５１は、移動
局装置からのＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号に基づいてパケットデータの送信電力を決定し、送信
電力を示す信号を送信電力制御部１５４に出力する。また、スケジューラ１５１は、ＨＳ
－ＳＣＣＨによって移動局装置に送信する信号（以下「ＨＳ -ＳＣＣＨ信号」という）を
増幅部１６１に出力する。ＨＳ -ＳＣＣＨ信号には、パケットデータを送信するタイミン
グ、パケットデータの符号化率および変調方式等を示す情報（ＴＦＲＩ）が含まれる。な
お、スケジューラ１５１の内部構成については後述する。
【００３３】
バッファ１５２は、スケジューラ１５１に指示された移動局装置に対するパケットデータ
を変調部１５３に出力する。
【００３４】
変調部１５３は、スケジューラ１５１の指示に従ってパケットデータに対して誤り訂正符
号化、変調および拡散を行って増幅部１５５に出力する。
【００３５】
送信電力制御部１５４は、増幅部１５５の増幅量を制御することにより、変調部１５３の
出力信号の送信電力をスケジューラ１５１で決定された値となるように制御する。増幅部
１５５の出力信号は、ＨＳ－ＰＤＳＣＨで送信される信号であって、多重部１６５に出力
される。
【００３６】
多重部１５６は、無線通信を行う移動局装置の数だけ用意され、各移動局装置に送信する
個別データ（制御信号も含む）にパイロット信号およびＵＬ用ＴＰＣコマンドを多重して
変調部１５７に出力する。
【００３７】
変調部１５７は、無線通信を行う移動局装置の数だけ用意され、多重部１５６の出力信号
に対して誤り訂正符号化、変調および拡散を行って増幅部１５９に出力する。
【００３８】
送信電力制御部１５８は、無線通信を行う移動局装置の数だけ用意され、ＤＬ用ＴＰＣコ
マンドに従って増幅部１５９の増幅量を制御することにより、変調部１５７の出力信号の
送信電力を制御する。また、送信電力制御部１５８は、送信電力値を示す信号を送信電力
制御部１６０に出力する。増幅部１５９にて増幅された信号は、ＤＰＣＨ（Ａ－ＤＰＣＨ
を含む）で送信される信号であって、多重部１６５に出力される。
【００３９】
送信電力制御部１６０は、送信電力制御部１５８の送信電力値にオフセットをつけた値で
増幅部１６１の増幅量を制御することにより、スケジューラ１５１から出力されたＨＳ－
ＳＣＣＨ信号の送信電力を制御する。増幅部１６１にて増幅された信号は、ＨＳ－ＳＣＣ
Ｈで送信される信号であって、多重部１６５に出力される。なお、送信電力制御部１６０
は、再送状態等によりオフセット値を補正してもよい。
【００４０】
変調部１６２は、共通制御データに対して誤り訂正符号化、変調および拡散を行って増幅
部１６４に出力する。送信電力制御部１６３は、増幅部１６４の増幅量を制御することに
より、変調部１６２の出力信号の送信電力を制御する。増幅部１６４の出力信号は、ＣＰ
ＩＣＨ等で送信される信号であって、多重部１６５に出力される。
【００４１】
多重部１６５は、増幅部１５５、増幅部１５９、増幅部１６１および増幅部１６４の各出
力信号を多重し、送信ＲＦ部１６６に出力する。
【００４２】
送信ＲＦ部１６６は、変調部１５９から出力されたベースバンドのディジタル信号を無線
周波数の信号に変換して共用器１０２に出力する。
【００４３】
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図２は、図１に示した基地局装置と無線通信を行う移動局装置の構成を示すブロック図で
ある。図２の移動局装置２００は、基地局装置１００から個別データ、共通制御データ、
パケットデータ、ＨＳ－ＳＣＣＨ信号を受信する。以下、図２の移動局装置２００の各構
成部分について説明する。
【００４４】
共用器２０２は、アンテナ２０１に受信された信号を受信ＲＦ部２０３に出力する。また
、共用器２０２は、送信ＲＦ部２５８から出力された信号をアンテナ２０１から無線送信
する。
【００４５】
受信ＲＦ部２０３は、共用器２０２から出力された無線周波数の受信信号をベースバンド
のディジタル信号に変換し、ＨＳ－ＰＤＳＣＨの信号をバッファ２０４に出力し、ＨＳ－
ＳＣＣＨ信号を復調部２０５に出力し、ＤＰＣＨの信号を復調部２０８に出力し、共通制
御チャネルの信号をＣＩＲ（ Carrier to Interference Ratio）測定部２１２にする。
【００４６】
バッファ２０４は、ＨＳ－ＰＤＳＣＨの信号を一時的に保存して復調部２０６に出力する
。
【００４７】
復調部２０５は、ＨＳ－ＳＣＣＨ信号に対して逆拡散、ＲＡＫＥ合成、誤り訂正復号等の
復調処理を行い、自局宛パケットデータの到来タイミング、当該パケットデータの符号化
率および変調方式等、パケットデータの復調に必要な情報を取得して復調部２０６に出力
する。
【００４８】
復調部２０６は、復調部２０５にて取得された情報に基づいてバッファに保存されている
ＨＳ－ＰＤＳＣＨの信号に対して逆拡散、ＲＡＫＥ合成、誤り訂正復号等の復調処理を行
い、復調処理によって得られたパケットデータを誤り検出部２０７に出力する。
【００４９】
誤り検出部２０７は、復調部２０６から出力されたパケットデータに対して誤り検出を行
い、誤りが検出されなかった場合にはＡＣＫ信号を、誤りが検出されなかった場合にはＮ
ＡＣＫ信号を多重部２５１に出力する。
【００５０】
復調部２０８は、ＤＰＣＨの信号に対して逆拡散、ＲＡＫＥ合成、誤り訂正復号等の復調
処理を行い、分離部２０９に出力する。
【００５１】
分離部２０９は、復調部２０８の出力信号をデータと制御信号とに分離する。分離部２０
９にて分離された制御信号には、ＵＬ用ＴＰＣコマンド等が含まれる。ＵＬ用ＴＰＣコマ
ンドは送信電力制御部２５７に出力される。
【００５２】
ＳＩＲ測定部２１０は、復調の過程で測定される希望波レベルおよび干渉波レベルによっ
て下り回線の受信ＳＩＲを測定し、測定した全ての受信ＳＩＲをＴＰＣコマンド生成部２
１１に出力する。
【００５３】
ＴＰＣコマンド生成部２１１は、ＳＩＲ測定部２１０から出力された受信ＳＩＲと目標Ｓ
ＩＲとの大小関係によりＤＬ用ＴＰＣコマンドを生成し、多重部２５４に出力する。
【００５４】
ＣＩＲ測定部２１２は、基地局装置からの共通制御チャネルの信号を用いてＣＩＲを測定
し、測定結果をＣＱＩ生成部２１３に出力する。ＣＱＩ生成部２１３は、基地局装置から
送信された信号のＣＩＲに基づくＣＱＩ信号を生成して多重部２５１に出力する。
【００５５】
多重部２５１は、ＣＱＩ信号およびＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を多重して変調部２５２に出力
する。変調部２５２は、多重部２５１の出力信号に対して誤り訂正符号化、変調および拡
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散を行って多重部２５６に出力する。
【００５６】
変調部２５３は、基地局装置１００に送信するデータに対して誤り訂正符号化、変調およ
び拡散を行って多重部２５６に出力する。
【００５７】
多重部２５４は、ＤＬ用ＴＰＣコマンド、パイロット信号を多重して変調部２５５に出力
する。変調部２５５は、多重部２５４の出力信号に対して誤り訂正符号化、変調および拡
散を行って多重部２５６に出力する。
【００５８】
多重部２５６は、変調部２５２、変調部２５３および変調部２５５の各出力信号を多重し
、送信ＲＦ部２５８に出力する。
【００５９】
送信電力制御部２５７は、ＵＬ用ＴＰＣコマンドに従って送信ＲＦ部２５８の増幅量を制
御することにより、多重部２５６の出力信号の送信電力を制御する。なお、複数の基地局
装置と接続している場合、送信電力制御部２５７は、全てのＵＬ用ＴＰＣコマンドが送信
電力の上昇を指示する場合のみ送信電力を上昇させる制御を行う。
【００６０】
送信ＲＦ部２５８は、多重部２５６から出力されたベースバンドのディジタル信号を増幅
し、無線周波数の信号に変換して共用器１０２に出力する。
【００６１】
次に、基地局装置１００のスケジューラ１５１の内部構成について図３を用いて説明する
。
【００６２】
スケジューラ１５１は、送信先決定部３０１と、ＭＣＳ決定部３０２と、送信電力決定部
３０３と、ＨＳ－ＳＣＣＨ信号生成部３０４とから主に構成される。
【００６３】
送信先決定部３０１は、パケット伝送用制御信号よりパケットを送信する候補となる各移
動局装置を選択し、選択した各移動局装置からのＣＱＩ信号に基づいてパケット送信先の
移動局装置を決定する。例えば、ＣＱＩ信号に基づいて受信品質が最も良い移動局装置を
パケット送信先として決定する。そして、送信先決定部３０１は、送信先となった移動局
装置を示す情報をバッファ１５２、ＭＣＳ決定部３０２、およびＨＳ－ＳＣＣＨ信号生成
部３０４に出力する。また、送信先決定部３０１は、ＡＣＫ信号を入力した場合には新し
いパケットを送信するように、ＮＡＣＫ信号を入力した場合には前回送信したパケットを
再送するようにバッファ１５２に指示する。
【００６４】
ＭＣＳ決定部３０２は、移動局装置のＣＱＩ信号に基づいてＭＣＳ選択（変調方式、符号
化率およびコード多重数の決定）を行い、そのＭＣＳを変調部１５３に指示するとともに
ＨＳ－ＳＣＣＨ信号生成部３０４に入力する。
【００６５】
送信電力決定部３０３は、移動局装置からＡＣＫ信号を受信した場合とＮＡＣＫ信号を受
信した場合とでパケットの送信電力を異ならせて、再送パケットの移動局装置における受
信品質（例えば、Ｅ c/Ｎ０、ＳＩＲ、ＣＩＲ等）を、初回送信パケットの受信品質よりも
低くするようにする。具体的には、送信電力決定部３０３は、ＡＣＫ信号を受信した場合
には、図４に示すように、次に送信する初回送信パケット（送信＃１）の送信電力を所定
値Ｐ（１）［ｄＢ］に決定する。一方、初回送信パケット（送信＃１）に対してＮＡＣＫ
信号を受信した場合には、図４に示すように、１回目の再送パケット（送信＃２）の送信
電力を、初回送信パケット（送信＃１）の送信電力Ｐ（１）［ｄＢ］よりも所定値Ｘ［ｄ
Ｂ］だけ低い値に決定する。また、１回目の再送パケット（送信＃２）に対してさらにＮ
ＡＣＫ信号を受信した場合には、図４に示すように、２回目の再送パケット（送信＃３）
の送信電力も、初回送信パケット（送信＃１）の送信電力Ｐ（１）［ｄＢ］よりも所定値
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Ｘ［ｄＢ］だけ低い値に決定する。つまり、１回目の再送パケット（送信＃２）の送信電
力と２回目の再送パケット（送信＃３）の送信電力は共に、初回送信パケット（送信＃１
）の送信電力Ｐ（１）［ｄＢ］よりも所定値Ｘ［ｄＢ］だけ低い値に決定される。このよ
うにして、送信電力決定部３０３は、ＨＳ－ＰＤＳＣＨについて、再送パケットの送信電
力を初回送信パケットの送信電力よりも低くすることにより、再送パケットの移動局装置
における受信品質を初回送信パケットの受信品質よりも低くする。そして、送信電力決定
部３０３は、決定した送信電力を指示する信号を送信電力制御部１５４に出力する。この
指示に従い、送信電力制御部１５４は、再送パケットの送信電力を初回送信パケットの送
信電力よりもＸ［ｄＢ］だけ低い値に制御する。
【００６６】
ＨＳ－ＳＣＣＨ信号生成部３０４は、ＭＣＳ決定部３０２で選択されたＭＣＳを含む移動
局装置用のＨＳ -ＳＣＣＨ信号を生成し、増幅部１６１に出力する。
【００６７】
このように、本実施の形態によれば、再送パケットの送信電力を初回送信パケットの送信
電力よりも低くすることにより、再送パケットの移動局装置における受信品質を初回送信
パケットの受信品質よりも低くするため、無線通信システムへ与える干渉を減らすことが
できるとともに、送信電力リソースの使用を節約することができる。また、移動局装置に
おいては、初回送信パケットによりある程度必要なデータは既に受信できているため、再
送パケットの受信品質が低くなってもＨ－ＡＲＱを行うことにより誤り率特性を向上させ
ることができる。つまり、Ｈ－ＡＲＱを行う移動局装置では、再送パケットは初回送信パ
ケットに対して補助的に用いられるため、再送パケットの受信品質が低くなっても誤り率
特性を改善するにあたり特に問題はない。
【００６８】
（実施の形態２）
Ｈ－ＡＲＱでは、再送回数が増えるほど、再送パケットが誤り率の改善に対して寄与する
度合いが小さくなっていく。つまり、移動局装置においては、１回目の再送よりも２回目
の再送の方が、再送パケットの受信品質が低くて足りる。そこで、本実施の形態に係る基
地局装置は、初回送信パケットに対する再送パケットの送信電力減少幅を再送回数に応じ
て変化させる。つまり、再送回数が増えるほど送信電力を低くする。
【００６９】
本実施の形態に係る基地局装置では、図３に示す送信電力決定部３０３は、ＡＣＫ信号を
受信した場合には、図５に示すように、次に送信する初回送信パケット（送信＃１）の送
信電力を所定値Ｐ（１）［ｄＢ］に決定する。一方、初回送信パケット（送信＃１）に対
してＮＡＣＫ信号を受信した場合には、図５に示すように、１回目の再送パケット（送信
＃２）の送信電力を、初回送信パケット（送信＃１）の送信電力Ｐ（１）［ｄＢ］よりも
所定値Ｘ（２）［ｄＢ］だけ低い値に決定する。また、１回目の再送パケット（送信＃２
）に対してさらにＮＡＣＫ信号を受信した場合には、図４に示すように、２回目の再送パ
ケット（送信＃３）の送信電力を、初回送信パケット（送信＃１）の送信電力Ｐ（１）［
ｄＢ］よりも所定値Ｘ（３）［ｄＢ］（＞Ｘ（１）［ｄＢ］）だけ低い値に決定する。つ
まり、再送回数が多くなるほど、再送パケットの送信電力を徐々に低くする。
【００７０】
このように、再送回数が多くなるほど再送パケットの送信電力を徐々に低くすることによ
り、無線通信システムへ与える干渉をさらに減らすことができるとともに、送信電力リソ
ースの使用をさらに節約することができる。
【００７１】
（実施の形態３）
本実施の形態では、下り回線状態の変化を考慮して再送パケットの送信電力制御を行う場
合について説明する。図６は、本実施の形態に係る基地局装置のスケジューラの内部構成
を示すブロック図であり、図３と比較して、ＣＱＩ差計算部３０５を追加した構成を採る
。
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【００７２】
ＣＱＩ差計算部３０５は、入力されるＣＱＩ信号に基づき、初回送信時のＣＱＩ値と再送
時のＣＱＩ値との差を求め、このＣＱＩ値の差を送信電力決定部３０３に入力する。送信
電力決定部３０３は、入力されたＣＱＩ値の差を用いて再送パケットの送信電力を決定す
る。
【００７３】
移動局装置は下り回線品質に応じて定めた変調方式および符号化率の組み合わせに対応す
るＣＱＩ信号を基地局装置に送信するので、ＣＱＩ信号は下り回線品質を示しているとも
言える。また、ＣＱＩ信号は、下り回線品質に応じて、例えば‘１’～‘３０’のＣＱＩ
値で示され、値が大きくなるほど下り回線品質が良いことを示す。また、ＣＱＩ値の差は
、ｄＢ単位の差とほぼ等しくなる。よって、ＣＱＩ差計算部３０５が、初回送信時のＣＱ
Ｉ値と再送時のＣＱＩ値との差を求めることで、初回送信パケット送信時の下り回線品質
と再送パケット送信時の下り回線品質との差をｄＢ単位で求めることができる。
【００７４】
以下、図７～図９を用いて具体的に説明する。
【００７５】
まず、図７に示すようにして、ＣＱＩ差計算部３０５が、初回送信時のＣＱＩ値と再送時
のＣＱＩ値との差を求める。すなわち、初回送信パケット（送信＃１）のＣＱＩ値である
ＣＱＩ（１）と１回目の再送パケット（送信＃２）のＣＱＩ値であるＣＱＩ（２）との差
ＣＱＩ _ｄ（２）は、以下の式（１）により計算される。
ＣＱＩ _ｄ（２）＝ＣＱＩ（１）－ＣＱＩ（２）　　　…（１）
【００７６】
ここでは、初回送信時（送信＃１）よりも１回目の再送時（送信＃２）の方が下り回線品
質が悪くなっているため、ＣＱＩ（２）はＣＱＩ（１）よりも小さい値になり、その結果
ＣＱＩ _ｄ（２）はプラスの値になる。
【００７７】
また同様に、初回送信パケット（送信＃１）のＣＱＩ値であるＣＱＩ（１）と２回目の再
送パケット（送信＃３）のＣＱＩ値であるＣＱＩ（３）との差ＣＱＩ _ｄ（３）は、以下
の式（２）により計算される。
ＣＱＩ _ｄ（３）＝ＣＱＩ（１）－ＣＱＩ（３）　　　…（２）
【００７８】
ここでは、初回送信時（送信＃１）よりも２回目の再送時（送信＃３）の方が下り回線品
質が良くなっているため、ＣＱＩ（３）はＣＱＩ（１）よりも大きい値になり、その結果
ＣＱＩ _ｄ（３）はマイナスの値になる。
【００７９】
そして、送信電力決定部３０３が、ＣＱＩ差計算部３０５で求められたＣＱＩ値の差に応
じて、図８に示すようにして再送パケットの送信電力を決定する。すなわち、初回送信時
（送信＃１）の送信電力をＰ（１）［ｄＢ］とすると、１回目の再送パケット（送信＃２
）の送信電力値Ｐ（２）は以下の式（３）によって与えられ、また、２回目の再送パケッ
ト（送信＃３）の送信電力値Ｐ（３）は以下の式（４）によって与えられる。なお、以下
の式（３）および（４）におけるＸ［ｄＢ］は、実施の形態１で説明した所定値Ｘ［ｄＢ
］と同一のものである。
Ｐ（２）＝Ｐ（１）－Ｘ＋ＣＱＩ _ｄ（２）　　　…（３）
Ｐ（３）＝Ｐ（１）－Ｘ＋ＣＱＩ _ｄ（３）　　　…（４）
【００８０】
送信電力決定部３０３が、上式（３）および（４）のように、初回送信時と再送時のＣＱ
Ｉ値の差、すなわち、初回送信パケット送信時の下り回線品質と再送パケット送信時の下
り回線品質との差に応じて再送パケットの送信電力を決定するため、初回送信時と再送時
とで下り回線品質が変化しても、移動局装置においては、図９に示すように、ＨＳ－ＰＤ
ＳＣＨについて、再送パケットの受信電力（受信品質）は初回送信パケットの受信電力（
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受信品質）より常に所定値Ｘ［ｄＢ］だけ低い値となる。
【００８１】
このように、本実施の形態によれば、初回送信時と再送時とで下り回線品質が変化した場
合でも、その下り回線品質の変化を考慮して再送パケットの送信電力を決定するため、再
送パケットの移動局装置における受信品質を初回送信パケットの受信品質よりも常に所定
値だけ低くすることができる。
【００８２】
（実施の形態４）
本実施の形態では、Ｈ－ＡＲＱとしてＩＲ型Ｈ－ＡＲＱを使用し、ＣＣ型Ｈ－ＡＲＱに対
するＩＲ型Ｈ－ＡＲＱの利得分だけ再送パケットの送信電力を低くする場合について説明
する。図１０は、本実施の形態に係る基地局装置のスケジューラの内部構成を示すブロッ
ク図であり、図３と比較して、ＩＲ利得決定部３０６を追加した構成を採る。
【００８３】
ＩＲ利得決定部３０６には、ＭＣＳ決定部３０２が決定した変調方式を示す信号が入力さ
れる。また、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号が入力される。そして、ＩＲ利得決定部３０６は、Ｎ
ＡＣＫ信号が入力された場合（すなわち、再送の場合）に、ＣＣ型Ｈ－ＡＲＱに対するＩ
Ｒ型Ｈ－ＡＲＱの利得（ＩＲ利得）を求め、そのＩＲ利得を示す信号を送信電力決定部３
０３に入力する。送信電力決定部３０３は、入力されたＩＲ利得を用いて再送パケットの
送信電力を決定する。
【００８４】
以下、図１１～図１３を用いて具体的に説明する。
【００８５】
まず、ＩＲ利得について説明する。図１１は、変調方式がＱＰＳＫである場合の送信１回
あたりのＳＩＲとＦＥＲ（ Frame Error Rate）との関係を示すグラフである。このグラフ
は、１回のみ送信する場合（１Ｔ x）で得られる受信ＳＩＲと、等電力で２回に分けて送
信した場合（２Ｔ x）の送信１回あたりに得られる受信ＳＩＲとを示す。ここではＨ－Ａ
ＲＱを行っているため、１回のみ送信する場合（１Ｔ x）に比べ、２回に分けて送信した
場合（２Ｔ x）の方が、送信１回あたりに移動局装置において必要となる受信ＳＩＲを低
減できる。また、ＩＲ型Ｈ－ＡＲＱのＳＩＲはＣＣ型Ｈ－ＡＲＱのＳＩＲに対してさらに
低減することができ、このＳＩＲの差がＩＲ利得である。このＩＲ利得は、再送回数が増
加するほど大きくなる。しかし、再送回数が増加するほど移動局装置における符号化率が
徐々に小さくなり、移動局装置においてシステマチックビットおよびパリティビットのす
べての符号化ビットを受信した後は、ＩＲ利得はほぼ一定になる。なお、ＩＲ利得は、符
号化ビットがシステマチックビットおよびパリティビットに分かれる符号化方式（ターボ
符号化）だけでなく、畳み込み符号化等によっても同様に得られる。
【００８６】
図１１に示すようなグラフに基づき、ＩＲ利得決定部３０６には、図１２に示すような、
再送回数とＩＲ利得との対応関係を示すテーブルが変調方式毎に設定されており、ＩＲ利
得決定部３０６は、このテーブルを参照して、再送回数に応じたＩＲ利得を求める。例え
ば、ＭＣＳ決定部３０２が決定した変調方式がＱＰＳＫで、１回目の再送パケット（送信
＃２）の場合は、ＩＲ利得をＹ（２）＝２［ｄＢ］に決定する。また、ＭＣＳ決定部３０
２が決定した変調方式がＱＰＳＫで、２回目の再送パケット（送信＃３）の場合は、ＩＲ
利得をＹ（３）＝４［ｄＢ］に決定する。なお、図１２に示すテーブルにおいては、３回
目の再送パケット（送信＃４）以降、ＩＲ利得は一定である。
【００８７】
そして、送信電力決定部３０３が、ＩＲ利得決定部３０６で求められたＩＲ利得に応じて
、図１３に示すようにして再送パケットの送信電力を決定する。すなわち、初回送信パケ
ット（送信＃１）に対してＮＡＣＫ信号を受信した場合には、図１３に示すように、１回
目の再送パケット（送信＃２）の送信電力を、初回送信パケット（送信＃１）の送信電力
Ｐ（１）［ｄＢ］よりもＹ（２）＝２［ｄＢ］だけ低い値に決定する。また、１回目の再
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送パケット（送信＃２）に対してさらにＮＡＣＫ信号を受信した場合には、図１３に示す
ように、２回目の再送パケット（送信＃３）の送信電力を、初回送信パケット（送信＃１
）の送信電力Ｐ（１）［ｄＢ］よりもＹ（３）＝４［ｄＢ］だけ低い値に決定する。この
ように再送回数が多くなるほどＩＲ利得が大きくなるので、再送パケットの送信電力は徐
々に低くなる。但し図１２に示すテーブルでは、３回目の再送パケット（送信＃４）以降
はＩＲ利得は一定であるため、３回目の再送パケット以降は送信電力は一定になる。
【００８８】
このように、本実施の形態によれば、再送パケットの送信電力の減少量を再送回数に応じ
たＩＲ利得とするため、Ｈ－ＡＲＱとしてＩＲ型Ｈ－ＡＲＱを使用した場合に、移動局装
置における受信品質をＣＣ型Ｈ－ＡＲＱを使用した場合の受信品質以上に保ちつつ、無線
通信システムへ与える干渉を減らすことができるとともに、送信電力リソースの使用を節
約することができる。
【００８９】
（実施の形態５）
本実施の形態では、Ｈ－ＡＲＱとしてＩＲ型Ｈ－ＡＲＱを使用し、かつ、下り回線状態の
変化を考慮して再送パケットの送信電力制御を行う場合について説明する。図１４は、本
実施の形態に係る基地局装置のスケジューラの内部構成を示すブロック図であり、図３と
比較して、ＣＱＩ差計算部３０５およびＩＲ利得決定部３０６を追加した構成を採る。図
１４に示すＣＱＩ差計算部３０５は図６に示すＣＱＩ差計算部３０５と同一のものであり
、また、図１４に示すＩＲ利得決定部３０６は図１０に示すＩＲ利得決定部３０６と同一
のものであるため、これらについてはの説明は省略する。本実施の形態では、送信電力決
定部３０３は、ＣＱＩ差計算部３０５で求められたＣＱＩ値の差と、ＩＲ利得決定部３０
６で決定されたＩＲ利得とを用いて再送パケットの送信電力を決定する。
【００９０】
以下、図１５および図１６を用いて具体的に説明する。
【００９１】
図１５に示すように、初回送信時（送信＃１）の送信電力をＰ（１）［ｄＢ］とすると、
１回目の再送パケット（送信＃２）の送信電力値Ｐ（２）は以下の式（５）によって与え
られ、また、２回目の再送パケット（送信＃３）の送信電力値Ｐ（３）は以下の式（６）
によって与えられる。なお、以下の式（５）および（６）において、ＣＱＩ _ｄ（２）お
よびＣＱＩ _ｄ（３）は、実施の形態３で説明したＣＱＩ _ｄ（２）およびＣＱＩ _ｄ（３
）と同一のものであり、また、Ｙ（２）およびＹ（３）は、実施の形態４で説明したＹ（
２）およびＹ（３）と同一のものである。
Ｐ（２）＝Ｐ（１）－Ｙ（２）＋ＣＱＩ _ｄ（２）　　　…（５）
Ｐ（３）＝Ｐ（１）－Ｙ（３）＋ＣＱＩ _ｄ（３）　　　…（６）
【００９２】
送信電力決定部３０３が、上式（５）および（６）のように、初回送信時と再送時のＣＩ
Ｑ値の差（すなわち、初回送信パケット送信時の下り回線品質と再送パケット送信時の下
り回線品質との差）およびＩＲ利得に応じて再送パケットの送信電力を決定するため、Ｈ
－ＡＲＱとしてＩＲ型Ｈ－ＡＲＱを使用する場合において、初回送信時と再送時とで下り
回線品質が変化しても、移動局装置においては、図１６に示すように、ＨＳ－ＰＤＳＣＨ
について、再送回数が多くなるほど再送パケットの受信電力（受信品質）が低くなる。
【００９３】
このように、本実施の形態によれば、Ｈ－ＡＲＱとしてＩＲ型Ｈ－ＡＲＱを使用する場合
において初回送信時と再送時とで下り回線品質が変化した場合でも、その下り回線品質の
変化およびＩＲ利得を考慮して再送パケットの送信電力を決定するため、再送パケットの
移動局装置における受信品質を初回送信パケットの受信品質よりも常に低くすることがで
きる。
【００９４】
（実施の形態６）
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本実施の形態では、再送パケットの送信電力を下げることによって生じた余剰な送信電力
リソースを他のパケットに配分する場合について説明する。図１７は、本実施の形態に係
る基地局装置のスケジューラの内部構成を示すブロック図であり、図３と比較して、ＩＲ
利得決定部３０６を追加した構成を採る。図１７に示すＩＲ利得決定部３０６は図１０に
示すＩＲ利得決定部３０６と同一のものであるため、これについてはの説明は省略する。
【００９５】
本実施の形態では、送信電力決定部３０３は、ＩＲ利得決定部３０６で決定されたＩＲ利
得を用いて再送パケットの送信電力を決定し、決定した送信電力を指示する信号を送信電
力制御部１５４に出力する。また、送信電力決定部３０３は、送信電力リソースの総量（
総送信電力）を予め知っており、決定した送信電力をこの総送信電力から減ずることによ
って、余剰な送信電力リソース量（余剰送信電力）を求める。そして、余剰送信電力を示
す信号を送信先決定部３０１に入力する。
【００９６】
送信先決定部３０１は、パケット送信先として１つの移動局装置を決定した後、余剰送信
電力がある場合は、他の移動局装置もパケット送信先に加える。つまり、余剰送信電力を
他の移動局装置へ送信される他のパケットに配分する。これにより、余剰送信電力がある
場合は、複数の移動局装置に対する複数の異なるパケットがコード多重されて同時に送信
される。
【００９７】
または、送信先決定部３０１は、パケット送信先として１つの移動局装置を決定した後、
余剰送信電力がある場合は、その１つの移動局装置に対して送信するパケットの数を増加
させる。つまり、余剰送信電力を同一の移動局装置へ送信される他のパケットに配分する
。これにより、余剰送信電力がある場合は、同一の移動局装置に対する複数の異なるパケ
ットがコード多重されて同時に送信される。
【００９８】
以下、余剰送信電力を他の移動局装置へ送信される他のパケットに配分する場合を例に挙
げ、図１８（ａ）～（ｄ）を用いて具体的に説明する。ここでは、移動局装置Ａ～Ｃの３
つの移動局装置が存在するものとする。図１８（ａ）は移動局装置Ａへ配分されるＨＳ－
ＰＤＳＣＨの送信電力、図１８（ｂ）は移動局装置Ｂへ配分されるＨＳ－ＰＤＳＣＨの送
信電力、図１８（ｃ）は移動局装置Ｃへ配分されるＨＳ－ＰＤＳＣＨの送信電力、図１８
（ｄ）は移動局装置Ａ～Ｃへ配分されるＨＳ－ＰＤＳＣＨの総送信電力、をそれぞれ示す
。なお、移動局装置Ａに対する送信電力の決定は、実施の形態４と同様にして行う。
【００９９】
初回送信（送信＃１）では、移動局装置Ａが総送信電力すべてを使用したものとする（図
１８（ａ））。よって、初回送信（送信＃１）では、他の移動局装置Ｂ、Ｃをコード多重
することはできない（図１８（ｂ）～（ｄ））。
【０１００】
次いで、１回目の再送（送信＃２）では、移動局装置Ａへ配分する送信電力が初回送信時
からＹ（２）だけ減少する（図１８（ａ））。つまり、余剰送信電力Ｙ（２）が生じる。
この余剰送信電力Ｙ（２）を移動局装置Ｂへ配分する（図１８（ｂ））。よって、１回目
の再送（送信＃２）では、移動局装置Ａへのパケットと移動局装置Ｂへのパケットがコー
ド多重されて送信される（図１８（ｄ））。
【０１０１】
次いで、２回目の再送（送信＃３）では、移動局装置Ａへ配分する送信電力が初回送信時
からＹ（３）だけ減少する（図１８（ａ））。つまり、余剰送信電力Ｙ（３）が生じる。
この余剰送信電力Ｙ（３）を移動局装置Ｃへ配分する（図１８（ｃ））。よって、２回目
の再送（送信＃３）では、移動局装置Ａへのパケットと移動局装置Ｃへのパケットがコー
ド多重されて送信される（図１８（ｄ））。
【０１０２】
このようにして余剰送信電力を他の移動局装置への他のパケットに配分することにより、
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基地局装置が送信するＨＳ－ＰＤＳＣＨの信号の送信電力は、常に、総送信電力で一定に
なる（図１８（ｄ））。つまり、本実施の形態によれば、送信電力リソースを有効利用す
ることができる。また、パケットのコード多重数を増加させてスループットを向上させる
ことができる。
【０１０３】
なお、本実施の形態では、送信電力決定については実施の形態３を用いたが、上記実施の
形態１～５のいずれを用いてもよい。
【０１０４】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、下り高速パケット伝送にＨ－ＡＲＱを使用する場
合に、再送パケットに対して適切な送信電力制御を行って送信電力リソースを有効に使用
するとともに、無線通信システムに与える干渉を減らすことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１に係る基地局装置の構成を示すブロック図
【図２】本発明の実施の形態１に係る移動局装置の構成を示すブロック図
【図３】本発明の実施の形態１に係る基地局装置のスケジューラの内部構成を示すブロッ
ク図
【図４】本発明の実施の形態１に係る送信電力制御を示す図
【図５】本発明の実施の形態２に係る送信電力制御を示す図
【図６】本発明の実施の形態３に係る基地局装置のスケジューラの内部構成を示すブロッ
ク図
【図７】本発明の実施の形態３に係る下り回線品質の変化を示す図
【図８】本発明の実施の形態３に係る送信電力制御を示す図
【図９】本発明の実施の形態３に係る受信電力を示す図
【図１０】本発明の実施の形態４に係る基地局装置のスケジューラの内部構成を示すブロ
ック図
【図１１】本発明の実施の形態４に係る変調方式がＱＰＳＫである場合の送信１回あたり
のＳＩＲとＦＥＲ（ Frame Error Rate）との関係を示すグラフ
【図１２】本発明の実施の形態４に係る再送回数とＩＲ利得との対応関係を示すテーブル
【図１３】本発明の実施の形態４に係る送信電力制御を示す図
【図１４】本発明の実施の形態５に係る基地局装置のスケジューラの内部構成を示すブロ
ック図
【図１５】本発明の実施の形態５に係る送信電力制御を示す図
【図１６】本発明の実施の形態５に係る受信電力を示す図
【図１７】本発明の実施の形態６に係る基地局装置のスケジューラの内部構成を示すブロ
ック図
【図１８】本発明の実施の形態６に係る送信電力制御を示す図
【図１９】従来の送信電力を示す図
【符号の説明】
１５１　スケジューラ
３０１　送信先決定部
３０２　ＭＣＳ決定部
３０３　送信電力決定部
３０４　ＨＳ－ＳＣＣＨ信号生成部
３０５　ＣＱＩ差計算部
３０６　ＩＲ利得決定部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】
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