
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
受信信号より希望波の電力を検出する希望波電力検出手段と、
前記受信信号より干渉波の電力を検出する干渉波電力検出手段と、
前記干渉波電力検出手段の出力を平均する平均化手段と、
前記干渉波電力検出手段の出力より干渉波電力の変動量の大きさを検出する干渉変動量検
出手段と、
前記干渉変動量検出手段の出力に応じて前記平均化手段における平均長を可変する平均長
可変手段と、
前記希望波電力検出手段の出力と前記平均化手段の出力との比を求めるＳＩＲ計算手段と
、
を具備することを特徴とするＳＩＲ測定装置。
【請求項２】
受信信号より希望波の電力を検出する希望波電力検出手段と、
前記受信信号より干渉波の電力を検出する干渉波電力検出手段と、
前記干渉波電力検出手段の出力をそれぞれ異なる平均長で平均化する複数の平均化手段と
、
前記複数の平均化手段の各出力のうちの１つを選択する選択手段と、
前記複数の平均化手段の各出力の差を求める差分手段と、
前記差分手段の出力より干渉波電力の変動量を検出し、検出した干渉波電力の変動量の大
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きさに応じて前記複数の平均化手段の各出力のうちの１つを選択するように前記選択手段
を制御する干渉変動量検出手段と、
前記希望波電力検出手段の出力と前記選択手段により選択された前記平均化手段の出力と
の比を求めるＳＩＲ計算手段と、
を具備することを特徴とするＳＩＲ測定装置。
【請求項３】
複数の平均化手段は、長区間スロットに亘って平均化処理を行う第１の平均化手段と、前
記第１の平均化手段よりも短い短区間スロットに亘って平均化処理を行う第２の平均化手
段であり、差分手段は、前記第１の平均化手段の出力と前記第２の平均化手段の出力との
差を求め、選択手段は、干渉変動量検出手段の制御によって前記第１の平均化手段の出力
と前記第２の平均化手段の出力の一方を選択することを特徴とする請求項２記載のＳＩＲ
測定装置。
【請求項４】
受信信号より希望波の電力を検出する希望波電力検出手段と、
前記受信信号より干渉波の電力を検出する干渉波電力検出手段と、
前記干渉波電力検出手段の出力を遅延させる遅延手段と、
前記干渉波電力検出手段の出力と前記遅延手段の出力との差を求める減算手段と、
前記減算手段の出力より干渉波電力の変動量を検出する干渉変動量検出手段と、
前記干渉波電力検出手段の出力を平均する平均化手段と、
前記干渉変動量検出手段により検出された干渉波電力の変動量の大きさに応じて前記平均
化手段における平均長を制御する平均化長制御手段と、
前記希望波電力検出手段の出力と前記平均化手段の出力との比を求めるＳＩＲ計算手段と
、
を具備することを特徴とするＳＩＲ測定装置。
【請求項５】
受信信号より希望波の電力を検出する希望波電力検出手段と、
前記受信信号より干渉波の電力を検出する干渉波電力検出手段と、
前記干渉波電力検出手段の出力値の分散を求める分散計算手段と、
前記分散計算手段の出力より干渉波電力の変動量を検出する干渉変動量検出手段と、
前記干渉波電力検出手段の出力を平均する平均化手段と、
前記干渉変動量検出手段により検出された干渉波電力の変動量の大きさに応じて前記平均
化手段における平均長を制御する平均長制御手段と、
前記希望波電力検出手段の出力と前記平均化手段の出力との比を求めるＳＩＲ計算手段と
、
を具備することを特徴とするＳＩＲ測定装置。
【請求項６】
受信信号より希望波の電力を検出する希望波電力検出手段と、
前記受信信号より干渉波の電力を検出する干渉波電力検出手段と、
前記干渉波電力検出手段の出力を遅延させる遅延手段と、
前記干渉波電力検出手段の出力と前記遅延手段の出力との差を求める減算手段と、
前記減算手段の出力より干渉波電力の変動量を検出する干渉変動量検出手段と
前記干渉波電力検出手段の出力を平均する平均化手段と、
前記干渉変動量検出手段により検出された干渉波電力の変動量の大きさに応じて前記平均
化手段をリセットするリセット信号の出力を制御するリセット信号制御手段と、
前記希望波電力検出手段の出力と前記平均化手段の出力との比を求めるＳＩＲ計算手段と
、
を具備することを特徴とするＳＩＲ測定装置。
【請求項７】
リセット信号制御手段は、干渉変動量検出手段により検出された干渉波電力の変動量の大
きさが所定の閾値を超えるときにリセット信号を出力することを特徴とする請求項６記載
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のＳＩＲ測定装置。
【請求項８】
請求項１から請求項７のいずれかに記載のＳＩＲ測定装置を具備することを特徴とする移
動局装置。
【請求項９】
請求項１から請求項７のいずれかに記載のＳＩＲ測定装置を具備することを特徴とする基
地局装置。
【請求項１０】
受信信号より希望波電力を検出する一方、前記受信信号より干渉波電力を検出すると共に
時間的に前後する干渉波電力検出値を平均化し、更に干渉波電力の変動の大きさを検出し
て、検出した干渉波電力の変動量の大きさに応じて干渉波電力平均化時の平均長を変化さ
せて、前記希望波電力と前記干渉波電力の平均値との比を求めることを特徴とするＳＩＲ
測定方法。
【請求項１１】
受信信号より希望波電力を検出する一方、前記受信信号より干渉波電力を検出すると共に
時間的に前後する干渉波電力検出値を複数の異なる平均長でそれそれ平均化し、更に複数
の平均値の差を求めて干渉波電力の変動量の大きさを検出し、検出した干渉波電力の変動
量の大きさに応じて前記複数の平均値のうちの１つを選択し、選択した平均値と前記希望
波電力との比を求めることを特徴とするＳＩＲ測定方法。
【請求項１２】
受信信号より希望波電力を検出する一方、前記受信信号より干渉波電力を検出すると共に
時間的に前後する干渉波電力検出値を平均化し、更に時間的に前後する干渉波電力の検出
値の差より干渉波電力の変動量の大きさを検出し、検出した干渉波電力の変動量の大きさ
に応じて干渉波電力平均化時の平均長を変化させて、前記希望波電力と前記干渉波電力の
平均値との比を求めることを特徴とするＳＩＲ測定方法。
【請求項１３】
受信信号より希望波電力を検出する一方、前記受信信号より干渉波電力を検出すると共に
時間的に前後する干渉波電力検出値を平均化し、更に検出した干渉波電力値の分散を求め
、求めた分散値より干渉波電力の変動量の大きさを検出し、検出した干渉波電力の変動量
の大きさに応じて干渉波電力平均化時の平均長を変化させて、前記希望波電力と前記干渉
波電力の平均値との比を求めることを特徴とするＳＩＲ測定方法。
【請求項１４】
受信信号より希望波電力を検出する一方、前記受信信号より干渉波電力を検出すると共に
時間的に前後する干渉波電力検出値を平均化し、この干渉波電力の平均値と前記希望波電
力のとの比を求め、更に時間的に前後する干渉波電力の検出値の差より干渉波電力の変動
量の大きさを検出して、検出した干渉波電力の変動量の大きさに応じて平均化処理を終了
させることを特徴とするＳＩＲ測定方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＣＤＭＡ（符号分割多元接続）方式の移動体通信におけるＳＩＲ測定装置及び
ＳＩＲ測定方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ＣＤＭＡ方式の移動体通信においては、送信電力制御が行われている。この送信電
力制御は、受信局側におけるＳＩＲ（希望信号対干渉信号電力比）を算出し、その値が受
信時に一定になるように送信局側で送信電力を制御するものである。
【０００３】
ＳＩＲ測定装置としては、例えば特開平１０－１３３６４号公報で開示されているように
、送信側から送信された既知のパイロット信号を用いて希望波電力と干渉波電力を求める
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方法が検討されている。この方式では、以下の手順で受信希望波電力と受信干渉波電力を
算出するようにしている。
【０００４】
すなわち、受信希望波電力は、ベースバンド受信信号からパイロット信号を検出すること
で伝達関数を推定し、推定した伝達関数の位相を反転して受信信号に乗算して平均した後
、電力を計算して受信希望波電力を算出する。
【０００５】
一方、受信干渉波電力は、ベースバンド受信信号からパイロット信号を検出することで伝
達関数を推定し、推定した伝達関数の位相を反転して受信信号に乗算して１スロット分を
バッファに蓄積すると共に平均処理を行う。平均値と１スロット分の電力の差分を計算し
て電力を計算して受信干渉波電力を算出する。そして、算出した干渉波電力を複数に亘っ
て平均化する。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来のＳＩＲ測定装置においては、干渉波電力の平均は複数スロットに亘
って単純に平均されるため、次のような問題がある。
【０００７】
すなわち、平均するスロットの数が少な過ぎると十分な平均が行われないために、干渉電
力測定の精度が劣化して、ＳＩＲ測定精度が劣化する。これに対して、平均するスロット
の数が多過ぎると突発的に発生する干渉に対して正確な干渉電力測定が行えなくなり、Ｓ
ＩＲ測定精度が劣化する。
【０００８】
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、干渉が突発的に発生するような環境にお
いても精度良くＳＩＲ測定を行うことが可能なＳＩＲ測定装置及びＳＩＲ測定方法を提供
することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明のＳＩＲ測定装置は、受信信号より希望波の電力を検出する希望波電力検出手段と
、前記受信信号より干渉波の電力を検出する干渉波電力検出手段と、前記干渉波電力検出
手段の出力を平均する平均化手段と、前記干渉波電力検出手段の出力より干渉波電力の変
動量の大きさを検出する干渉変動量検出手段と、前記干渉変動量検出手段の出力に応じて
前記平均化手段における平均長を可変する平均長可変手段と、前記希望波電力検出手段の
出力と前記平均化手段の出力との比を求めるＳＩＲ計算手段と、を具備する構成を採る。
【００１０】
この構成によれば、干渉波電力の変動量の大きさを検出し、この干渉変動量の大きさに応
じて干渉波電力平均化時の平均長を変化させる、例えば干渉変動量が大きいときは平均化
長を短く、干渉変動量が小さいときは平均化長を長くするので、干渉が突発的に発生する
ような環境においても精度良くＳＩＲ測定を行うことが可能となる。
【００１１】
ここで、ＳＩＲの算出について詳細に説明する。
図３は、希望信号が受信されている状態で、ある時刻（干渉混入時刻）から干渉信号が突
然混入するときの状態を示している。
まず、干渉が混入する以前において、干渉信号の平均は長区間の平均が必要であることを
説明する。
【００１２】
干渉信号電力値をみると、値にバラツキがあるために、そのままでＳＩＲを算出すると精
度の良いＳＩＲが求められない。また、短区間の平均をとってもでもまだバラツキがある
。そこで、長区間の平均をとることで、はじめてバラツキが抑えられ、精度の良いＳＩＲ
測定が可能となる。
【００１３】
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次に、干渉が混入した直後では、長区間の平均では不十分であることを説明する。
長区間の平均値をみると、突然の干渉に対する追従が遅いため、干渉混入直後から実際の
値からのずれが大きくなっている。これにより、干渉混入直後は長区間の平均を行ってい
るだけでは精度の良いＳＩＲを求めることができない。
【００１４】
そこで、干渉量が変化した場合にのみ短区間平均値の出力でＳＩＲ算出を行い、それ以外
の場合には長区間平均値の出力でＳＩＲ算出を行うことで、干渉の急激な変動に対応しな
がら、精度の良いＳＩＲ測定を行うことが可能となる。
【００１５】
また、本発明のＳＩＲ測定装置は、受信信号より希望波の電力を検出する希望波電力検出
手段と、前記受信信号より干渉波の電力を検出する干渉波電力検出手段と、前記干渉波電
力検出手段の出力をそれぞれ異なる平均長で平均化する複数の平均化手段と、前記複数の
平均化手段の各出力のうちの１つを選択する選択手段と、前記複数の平均化手段の各出力
の差を求める差分手段と、前記差分手段の出力より干渉波電力の変動量を検出し、検出し
た干渉波電力の変動量の大きさに応じて前記複数の平均化手段の各出力のうちの１つを選
択するように前記選択手段を制御する干渉変動量検出手段と、前記希望波電力検出手段の
出力と前記選択手段により選択された前記平均化手段の出力との比を求めるＳＩＲ計算手
段と、を具備する構成を採る。
【００１６】
この構成によれば、異なる平均長で平均化した複数の干渉波電力の差から干渉波電力の変
動量を検出し、この干渉変動量の大きさに応じて複数の平均化干渉波電力のうちの１つを
選択する、例えば複数の干渉波電力間の差が大きい場合には平均長の短い平均化干渉波電
力を選択し、複数の干渉波電力間の差が小さい場合には平均長の長い平均化干渉波電力を
選択するので、干渉が突発的に発生するような環境においても精度良くＳＩＲ測定を行う
ことが可能となる。
【００１７】
また、本発明のＳＩＲ測定装置は、上記ＳＩＲ測定装置において、複数の平均化手段は、
長区間スロットに亘って平均化処理を行う第１の平均化手段と、前記第１の平均化手段よ
りも短い短区間スロットに亘って平均化処理を行う第２の平均化手段であり、差分手段は
、前記第１の平均化手段の出力と前記第２の平均化手段の出力との差を求め、選択手段は
、干渉変動量検出手段の制御によって前記第１の平均化手段の出力と前記第２の平均化手
段の出力の一方を選択する構成を採る。
【００１８】
また、本発明のＳＩＲ測定装置は、受信信号より希望波の電力を検出する希望波電力検出
手段と、前記受信信号より干渉波の電力を検出する干渉波電力検出手段と、前記干渉波電
力検出手段の出力を遅延させる遅延手段と、前記干渉波電力検出手段の出力と前記遅延手
段の出力との差を求める減算手段と、前記減算手段の出力より干渉波電力の変動量を検出
する干渉変動量検出手段と、前記干渉波電力検出手段の出力を平均する平均化手段と、前
記干渉変動量検出手段により検出された干渉波電力の変動量の大きさに応じて前記平均化
手段における平均長を制御する平均化長制御手段と、前記希望波電力検出手段の出力と前
記平均化手段の出力との比を求めるＳＩＲ計算手段と、を具備する構成を採る。
【００１９】
この構成によれば、時間的に前後する平均化干渉波電力の差から干渉波電力の変動量の大
きさを検出し、この干渉変動量の大きさに応じて干渉波電力平均化時の平均長を変化させ
る、例えば干渉変動量が大きい場合には平均化長を短く、干渉変動量が小さい場合には平
均化長を長くするので、干渉が突発的に発生するような環境においても精度良くＳＩＲ測
定を行うことが可能となる。
【００２０】
また、本発明のＳＩＲ測定装置は、受信信号より希望波の電力を検出する希望波電力検出
手段と、前記受信信号より干渉波の電力を検出する干渉波電力検出手段と、前記干渉波電
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力検出手段の出力値の分散を求める分散計算手段と、前記分散計算手段の出力より干渉波
電力の変動量を検出する干渉変動量検出手段と、前記干渉波電力検出手段の出力を平均す
る平均化手段と、前記干渉変動量検出手段により検出された干渉波電力の変動量の大きさ
に応じて前記平均化手段における平均長を制御する平均長制御手段と、前記希望波電力検
出手段の出力と前記平均化手段の出力との比を求めるＳＩＲ計算手段と、を具備する構成
を採る。
【００２１】
この構成によれば、干渉波電力値の分散を求めて、その大きさから干渉波電力の大きさを
検出し、この干渉変動量の大きさに応じて干渉波電力平均化時の平均長を変化させる、例
えば干渉変動量が大きい場合には平均化長を短く、干渉変動量が小さい場合には平均化長
を長くするので、干渉が突発的に発生するような環境においても精度良くＳＩＲ測定を行
うことが可能となる。
【００２２】
また、本発明のＳＩＲ測定装置は、受信信号より希望波の電力を検出する希望波電力検出
手段と、前記受信信号より干渉波の電力を検出する干渉波電力検出手段と、前記干渉波電
力検出手段の出力を遅延させる遅延手段と、前記干渉波電力検出手段の出力と前記遅延手
段の出力との差を求める減算手段と、前記減算手段の出力より干渉波電力の変動量を検出
する干渉変動量検出手段と、前記干渉波電力検出手段の出力を平均する平均化手段と、前
記干渉変動量検出手段により検出された干渉波電力の変動量の大きさに応じて前記平均化
手段をリセットするリセット信号の出力を制御するリセット信号制御手段と、前記希望波
電力検出手段の出力と前記平均化手段の出力との比を求めるＳＩＲ計算手段と、を具備す
る構成を採る。
【００２３】
この構成によれば、時間的に前後する平均化干渉波電力の差から干渉波電力の変動量の大
きさを検出し、この干渉変動量の大きさに応じて平均化手段をリセットするリセット信号
を制御する、例えば干渉が大きく変動した場合には平均化手段をリセットするので、干渉
が突発的に発生するような環境においても精度良くＳＩＲ測定を行うことが可能となる。
【００２４】
また、本発明のＳＩＲ測定装置は、上記ＳＲＩ測定装置において、リセット信号制御手段
は、干渉変動量検出手段により検出された干渉波電力の変動量の大きさが所定の閾値を超
えるときにリセット信号を出力する構成を採る。
【００２５】
本発明の移動局装置は、上記ＳＩＲ測定装置を具備する構成を採る。
【００２６】
この構成によれば、干渉が突発的に発生するような環境においても精度良くＳＩＲ測定を
行うことができるので、基地局装置に対して高精度の送信電力制御が可能となる。
【００２７】
本発明の基地局装置は、上記ＳＩＲ測定装置を具備する構成を採る。
【００２８】
この構成によれば、干渉が突発的に発生するような環境においても精度良くＳＩＲ測定を
行うことができるので、移動局装置に対して高精度の送信電力制御が可能となる。
【００２９】
本発明のＳＩＲ測定方法は、受信信号より希望波電力を検出する一方、前記受信信号より
干渉波電力を検出すると共に時間的に前後する干渉波電力検出値を平均化し、更に干渉波
電力の変動の大きさを検出して、検出した干渉波電力の変動量の大きさに応じて干渉波電
力平均化時の平均長を変化させて、前記希望波電力と前記干渉波電力の平均値との比を求
める。
【００３０】
また、本発明のＳＩＲ測定方法は、受信信号より希望波電力を検出する一方、前記受信信
号より干渉波電力を検出すると共に時間的に前後する干渉波電力検出値を複数の異なる平
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均長でそれそれ平均化し、更に複数の平均値の差を求めて干渉波電力の変動量の大きさを
検出し、検出した干渉波電力の変動量の大きさに応じて前記複数の平均値のうちの１つを
選択し、選択した平均値と前記希望波電力との比を求める。
【００３１】
また、本発明のＳＩＲ測定方法は、受信信号より希望波電力を検出する一方、前記受信信
号より干渉波電力を検出すると共に時間的に前後する干渉波電力検出値を平均化し、更に
時間的に前後する干渉波電力の検出値の差より干渉波電力の変動量の大きさを検出し、検
出した干渉波電力の変動量の大きさに応じて干渉波電力平均化時の平均長を変化させて、
前記希望波電力と前記干渉波電力の平均値との比を求める。
【００３２】
また、本発明のＳＩＲ測定方法は、受信信号より希望波電力を検出する一方、前記受信信
号より干渉波電力を検出すると共に時間的に前後する干渉波電力検出値を平均化し、更に
検出した干渉波電力値の分散を求め、求めた分散値より干渉波電力の変動量の大きさを検
出し、検出した干渉波電力の変動量の大きさに応じて干渉波電力平均化時の平均長を変化
させて、前記希望波電力と前記干渉波電力の平均値との比を求める。
【００３３】
また、本発明のＳＩＲ測定方法は、受信信号より希望波電力を検出する一方、前記受信信
号より干渉波電力を検出すると共に時間的に前後する干渉波電力検出値を平均化し、この
干渉波電力の平均値と前記希望波電力のとの比を求め、更に時間的に前後する干渉波電力
の検出値の差より干渉波電力の変動量の大きさを検出して、検出した干渉波電力の変動量
の大きさに応じて平均化処理を終了させる。
【００３４】
これらの方法によれば、干渉が突発的に発生するような環境においても精度良くＳＩＲ測
定を行うことが可能となる。
【００３５】
【発明の実施の形態】
本発明の骨子は、受信信号より干渉波電力の変動量を検出し、干渉波電力の変動量の大き
さに応じて平均長を変化させて干渉波電力の平均値を求めることである。
以下、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。
【００３６】
（実施の形態１）
図１は、本発明の実施の形態１に係るＳＩＲ測定装置の構成を示すブロック図である。
【００３７】
この図において、本実施の形態のＳＩＲ測定装置は、希望波電力検出部１０、干渉波電力
検出部１１、長平均化部１２、短平均化部１３、差分器１４、干渉変動量検出部１５、選
択部１６及びＳＩＲ計算部１７を備えて構成されている。
希望波電力検出部１０は、ベースバンド受信信号より希望波の電力を検出して出力する。
干渉波電力検出部１１は、ベースバンド受信信号より干渉波の電力を検出して出力する。
【００３８】
希望波電力検出部１０と干渉波電力検出部１１は従来より用いられているものであり、例
えば図２のブロック図に示すように、パイロット検出部３０と、伝播路推定部３１と、位
相反転部３２と、乗算器３３と、平均化部３４と、電力計算部３５と、バッファ３６と、
差分器３７と、複数スロット平均部３８と、電力計算部３９とを備えて構成されており、
電力計算部３５からは受信希望波電力が出るされ、電力計算部３９からは受信干渉波電力
が出力される。
【００３９】
図１に戻り、長平均化部１２は、干渉波電力検出部１５の出力を長区間平均した平均値を
出力する。短平均化部１３は、干渉波電力検出部１５の出力を短区間平均した平均値を出
力する。差分器１４は、長区間平均値と短区間平均値との差を求めて出力する。干渉変動
量検出部１５は、差分器１４の出力より干渉波電力の変動量を検出し、検出した変動量が
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予め定められた閾値を超える場合には短区間平均値を、超えない場合は長区間平均値を出
力するように選択部１６を制御する。ＳＩＲ計算部１７は、希望波電力検出部１０の出力
と選択部１６により選択された長平均化部１２又は短平均化部１３の出力との比を求め、
その結果をＳＩＲ測定値として出力する。
【００４０】
次に、実施の形態１のＳＩＲ測定装置の動作について説明する。
１スロット分のベースバンド受信信号から希望波の電力が希望波電力検出部１０で検出さ
れ、干渉波の電力が干渉波電力検出部１１で検出される。干渉波電力検出部１１で検出さ
れた干渉波電力は長平均化部１２と短平均化部１３にそれぞれ入力される。長平均化部１
２では、長区間スロットに亘って平均化処理を行い、短平均化部１３では、短区間スロッ
トに亘って平均化処理を行う。長平均化部１２の出力と短平均化部１３の出力は差分器１
４に入力されて、差が算出される。
【００４１】
干渉変動量検出部１５では、差分器１４の出力を監視し、該出力が閾値を超える場合には
短区間で平均された平均値を、閾値を超えない場合には長区間で平均された平均値を選択
するように選択部１６を制御する。この動作により、図３に示すように、干渉波電力の変
動が大きい場合には短区間の平均値が、干渉波電力の変動が小さい場合には長区間の平均
値が選択される。ＳＩＲ計算部１７では、希望波電力検出部１０の出力と干渉波電力検出
部１１の出力を平均した平均値の比をＳＩＲ値として出力する。
【００４２】
このように実施の形態１では、受信信号より希望波電力を検出する一方、受信信号より干
渉波電力を検出すると共に、時間的に前後する干渉波電力検出値を
長区間スロットに亘る平均化処理と、短区間スロットに亘る平均化処理を行い、更に２つ
平均値の差を求めて干渉波電力の変動量の大きさを検出し、検出した干渉波電力の変動量
が大きい場合には短区間の平均値を、変動量が小さい場合には長区間の平均値を選択し、
選択した平均値と希望波電力との比を求める。
したがって、干渉が突発的に発生するような環境においても精度良くＳＩＲ測定を行うこ
とが可能となる。
【００４３】
（実施の形態２）
図４は、本発明の実施の形態２に係るＳＩＲ測定装置の構成を示すブロック図である。な
お、この図において前述した図１と共通する部分には同一の符号を付けている。
【００４４】
この図において、実施の形態２のＳＩＲ測定装置は、希望波電力検出部１０、干渉波電力
検出部１１、ＳＩＲ計算部１７の他に、平均長を可変可能であって、干渉波電力検出部１
１の出力を平均する平均化部２２と、干渉波電力検出部１１の出力を遅延させる遅延部１
８と、遅延部１８によって遅延されることで時間的に前後になる二つの干渉波電力を減算
して差を求める減算器１９と、減算器１９の出力より干渉波電力の変動量を検出する干渉
変動量検出部２０と、干渉変動量検出部２０により検出された干渉波電力の変動量の大き
さに応じて平均化部２２における平均長を制御する平均化長制御部２１と、を備えて構成
されている。
【００４５】
実施の形態２のＳＩＲ測定装置では、時間的に前後する平均化干渉波電力の差から干渉波
電力の変動量の大きさを検出し、この干渉変動量の大きさに応じて干渉波電力平均化時の
平均長を変化させる。即ち、干渉変動量が大きい場合には平均化長を短く、干渉変動量が
小さい場合には平均化長を長くする。
したがって、実施の形態２においても、干渉が突発的に発生するような環境においても精
度良くＳＩＲ測定を行うことが可能である。
【００４６】
（実施の形態３）
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図５は、本発明の実施の形態３に係るＳＩＲ測定装置の構成を示すブロック図である。な
お、この図において、前述した図１と共通する部分には同一の符号を付けてその説明を省
略する。
【００４７】
実施の形態３のＳＩＲ測定装置は、上述した実施の形態２のＳＩＲ測定装置の遅延部１８
、減算器１９、干渉変動量検出部２０に代わって、干渉電力検出部１１の出力より分散を
求める分散算出器２３と、分散算出器２３にて算出された分散値より干渉波電力の変動量
の大きさを検出する干渉変動量検出部２４とを備えている。
平均長制御部２１は、干渉変動量検出部２４にて検出された干渉波電力の変動量の大きさ
に応じて平均化部２２における平均長を変化させる。即ち、干渉変動量が大きい場合には
平均化長を短く、干渉変動量が小さい場合には平均化長を長くする。
このように、実施の形態３においても、干渉が突発的に発生するような環境においても精
度良くＳＩＲ測定を行うことが可能である。
【００４８】
（実施の形態４）
図６は、本発明の実施の形態４に係るＳＩＲ測定装置の構成を示すブロック図である。な
お、この図において、前述した図１と共通する部分には同一の符号を付けてその説明を省
略する。
【００４９】
実施の形態４のＳＩＲ測定装置は、上述した実施の形態２のＳＩＲ測定装置の平均長制御
部２１、平均化部２２に代わって、干渉変動量検出部２０により検出された干渉波電力の
変動量の大きさに応じてリセット信号の出力を制御するリセット信号制御部２５と、リセ
ット信号が入力されることでリセット状態となる平均化部２６とを備えている。リセット
信号制御部２５は、干渉変動量検出部２０により検出された干渉波電力の変動量の大きさ
が所定の閾値を超えるときにリセット信号を出力する。
このように、実施の形態４においても、干渉が突発的に発生するような環境においても精
度良くＳＩＲ測定を行うことが可能である。
【００５０】
なお、上記各実施の形態のＳＩＲ測定装置を、ＣＤＭＡ（符号分割多元接続）方式の移動
体通信における移動体装置及び基地局装置に用いることで、干渉が突発的に発生するよう
な環境においても精度良くＳＩＲ測定を行うことができるので、基地局装置から移動局装
置に対して、又は移動局装置から基地局装置に対して高精度の送信電力制御が可能となる
。
【００５１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、干渉が突発的に発生するような環境においても精
度良くＳＩＲ測定を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１に係るＳＩＲ測定装置の構成を示すブロック図
【図２】実施の形態１に係るＳＩＲ測定装置の希望波電力検出部及び干渉波電力検出部の
構成を示すブロック図
【図３】実施の形態１に係るＳＩＲ測定装置の動作を説明するための図
【図４】本発明の実施の形態２に係るＳＩＲ測定装置の構成を示すブロック図
【図５】本発明の実施の形態３に係るＳＩＲ測定装置の構成を示すブロック図
【図６】本発明の実施の形態４に係るＳＩＲ測定装置の構成を示すブロック図
【符号の説明】
１０　希望波電力検出部
１１　干渉波電力検出部
１２、１３、２２、２６　平均化部
１４　差分器
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１５、２０，２４　干渉変動量検出部
１６　選択部
１７　ＳＩＲ計算部
１８　遅延部
１９　減算器
２１　平均長制御部
２３　分散算出器
２５　リセット制御部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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