
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パイロットシンボルと送信パワー制御シンボルのみを含む送信フレームを生成する送信
フレーム生成手段と、
　前記送信フレームの送信間隔を 制御する送信間隔制
御手段と、
　前記送信フレームの送信 する送信手段と、
を具備することを特徴とするＣＤＭＡ送信装置。
【請求項２】
　前記送信間隔制御手段は、前記送信フレームの送信間隔を非周期的にすることを特徴と
する請求項１記載のＣＤＭＡ送信装置。
【請求項３】
　前記送信フレームを連続的に配置するリピティション処理を行うリピティション処理手
段を具備することを特徴とする請求項１ 記載のＣＤＭＡ送信装置。
【請求項４】
　送信電力を制御する送信電力制御手段を具備し、
　前記送信手段は、前記リピティション処理を行った送信フレームを、前記リピティショ
ン処理前より低い電力で送信することを特徴とする 記載のＣＤＭＡ送信装置。
【請求項５】
　前記送信フレーム生成手段は、前記送信パワー制御シンボルの代わりにバースト送信電
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力用シンボルを用いて送信フレームを生成し、前記送信手段は、該フレームの送信電力値
を受信データから抽出した送信電力値で送信することを特徴とする

記載のＣＤＭＡ送信装置。
【請求項６】
　 記載のＣＤＭＡ送信装置と、このＣＤＭＡ送信装
置と通信を行う基地局装置とからなるＣＤＭＡ通信システム。
【請求項７】
　パイロットシンボルと送信パワー制御シンボルのみを含む送信フレームを生成する工程
と、
　前記送信フレームの送信間隔を 制御する工程と、
　前記送信フレームの送信を実行する工程と、
を具備することを特徴とするＣＤＭＡ送信方法。
【請求項８】
　前記送信フレームの送信間隔を非周期的にすることを特徴とする 記載のＣＤＭ
Ａ送信方法。
【請求項９】
　前記送信フレームを連続的に配置するリピティション処理を行うことを特徴とする

記載のＣＤＭＡ送信方法。
【請求項１０】
　前記リピティション処理を行った送信フレームを、前記リピティション処理前より低い
電力で送信することを特徴とする 記載のＣＤＭＡ送信方法。
【請求項１１】
　前記送信パワー制御シンボルの代わりにバースト送信電力用シンボルを用いて送信フレ
ームを生成し、該フレームの送信電力値を受信データから抽出した送信電力値で送信する
ことを特徴とする 記載のＣＤＭＡ送信方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、セルラ無線通信システムに用いるディジタル自動車電話、携帯電話等の

に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、ディジタル自動車電話、携帯電話等の無線通信システムが急速に普及してきている
。無線通信システムでは、限られた周波数帯域の中で多くのユーザーが同時に通信できる
ように、１つの基地局に対して複数の移動局が接続する多元接続方式が採られている。こ
の多元接続方式の回線交換方式として、周波数利用効率の高さから、各チャンネルの信号
に符号化処理を施して多元接続するＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉ
ｐｕｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ：符号分割多元接続）方式が採用され始めている。
【０００３】
従来のＣＤＭＡ移動送信装置の送信データのタイミングについて図９を用いて説明する。
図９は、従来のＣＤＭＡ移動送信装置におけるデータ送信タイミング図である。
【０００４】
図９（ａ）は、送信データがある状態を示す。送信データは、フレームを生成して送信先
の基地局に送信される。　フレームとは、送信データにパイロットシンボル（以下「ＰＬ
」という）と送信電力制御用シンボル（以下「ＴＰＣ」という）とが定期的に挿入されて
生成される同期通信方式におけるデータブロックをいう。　そして、定期的に挿入された
ＰＬの先頭から次のＰＬの先頭までを１スロットという。一般的に、１フレームは、１６
スロット、１０ｍｓで構成される。
【０００５】
図９（ｂ）は、送信待機の状態を示す。送信待機の状態とは、送信データの送信を終了し
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てからＫフレーム未満の間、または、受信データのＣＲＣ検出の結果がＮＧとなったフレ
ームがＬフレーム未満の間（Ｋ、Ｌは予め設定される定数）の状態をいう。送信待機の状
態では、ＣＤＭＡ移動送信装置は、ＰＬとＴＰＣのみからなるフレーム（以下「バースト
フレーム」という）を生成して、送信先にバーストフレームを生成したデータ（以下「バ
ーストデータ」という）を送信する。
【０００６】
ここで、ＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ）検出とは、情報ビ
ットをｎ次の生成多項式で除算した剰余多項式の係数で与えられるＣＲＣビットについて
、受信したＣＲＣビットと受信データから生成したＣＲＣビットとの比較判別である。そ
して、両者がすべて一致すれば受信データが正しく受信された（ＯＫ）と判断し、１つで
も一致しなければ受信データに誤りが存在する（ＮＧ）ことを示す。
【０００７】
図９（ｃ）は、送信終了の状態を示す。送信終了した状態とは、送信データの送信を終了
してからＫフレーム以上、かつ、受信データのＣＲＣ検出の結果がＮＧとなったフレーム
がＬフレーム以上検出された状態をいう。
【０００８】
従来のＣＤＭＡ移動送信装置は、送信アンプの消費電力を抑えるため、通信が終了して一
定時間経過した後にバーストデータの送信を停止する。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
ここで、送信を再開する場合、送信電力制御が可能になるためには、送信側である移動局
と受信側である基地局で、送信データの同期が確立する必要がある。そして、送信データ
の同期が確立するまでの間、音声またはデータ端末からの情報である送信データの変わり
にダミー信号を送信する。
【００１０】
上記従来のＣＤＭＡ移動送信装置は、送信を再開してから送信データの同期が確立するま
で時間がかかり、その間は不要な信号であるダミー信号の送信を行わねばならず、伝送効
率を低下させるという問題がある。
【００１１】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、送信データが存在しない時に、消費電
力を抑えながら、基地局との同期を維持することができる

を提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明は上記課題を解決するために、以下のような手段を講じた。
【００１３】
　請求項１記載の発明は、パイロットシンボルと送信パワー制御シンボルのみを含む送信
フレームを生成する送信フレーム生成手段と、前記送信フレームの送信間隔を

制御する送信間隔制御手段と、前記送信フレームの送信を実行す
る送信手段と、を具備する構成を採る。
【００１４】
　 記載の発明は、パイロットシンボルと送信パワー制御シンボルのみを含む送信
フレームを生成する工程と、前記送信フレームの送信間隔を

制御する工程と、前記送信フレームの送信を実行する工程と、を具備する方法を採
る。
【００１５】
これらの構成及び方法により、送信データが存在しないときにバーストデータを送信でき
、しかも、バーストデータの送信間隔を長くすることができるので、基地局との送信デー
タの同期を維持しつつ、送信アンプによる蓄電池の電力消費を抑えることができる。よっ
て、移動局は送信を再開してから同期が確立するまでの時間を短縮でき、不要な信号であ
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るダミー信号の送信を減らし伝送効率を向上できる。また、スロットに空きがあるバース
トデータを送信することにより他局との干渉を低減できる。
【００１６】
　また、 記載の発明は、請求項１ 記載の発明において、前記送信
フレームを連続的に配置するリピティション処理を行うリピティション処理手段を具備す
る構成を採る。また、 送信電力を
制御する送信電力制御手段を具備し、前記送信手段は、前記リピティション処理を行った
送信フレームを、前記リピティション処理前より低い電力で送信する構成を採る。
【００１７】
　また、 記載の発明は、 記載の発明において、前記送信
フレームを連続的に配置するリピティション処理を行う方法を採る。また、

前記リピティション処理を行った送信フレー
ムを、前記リピティション処理前より低い電力で送信する方法を採る。
【００１８】
リピティション（Ｒｅｐｉｔｉｔｉｏｎ：反復）処理とは、同一情報をｎ回（ｎは自然数
）繰り返して送信する処理である。同一情報をｎ回繰り返すことにより、送信電力値を１
／ｎとしても受信側の同期を維持できる。
【００１９】
これらの構成及び方法により、バーストデータのパイロットシンボル及び送信電力制御用
シンボルを夫々連続的に配列することができるため、送信データの送信電力を低減しても
受信側の同期を維持できる。よって、送信電力を低くすることにより他局との干渉を低減
できる。
【００２０】
　また、 記載の発明は、請求項１記載の発明において、前記送信間隔制御手段は
、前記送信フレームの送信間隔を非周期的にする構成を採る。
【００２１】
　また、 記載の発明は、 発明において、前記送信フレームの送信
間隔を非周期的にする方法を採る。
【００２２】
これらの構成及び方法により、装置から送信されるバーストデータは不定期となる。
【００２３】
　また、 記載の発明は、 記載の発明におい
て、前記送信フレーム生成手段は、前記送信パワー制御シンボルの代わりにバースト送信
電力用シンボルを用いて送信フレームを生成し、前記送信手段は、該フレームの送信電力
値を受信データから抽出した送信電力値で送信する構成を採る。
【００２４】
　また、 記載の発明は、 記載の発明に
おいて、前記送信パワー制御シンボルの代わりにバースト送信電力用シンボルを用いて送
信フレームを生成し、該フレームの送信電力値を受信データから抽出した送信電力値で送
信する方法を採る。
【００２５】
バースト送信電力用シンボル（以下「ＰＯＷ」という）とは、基地局がデータを非周期で
送信し、ＴＰＣを送信することができない場合、ＴＰＣの代りにフレームに載せるシンボ
ルである。
【００２６】
これらの構成及び方法により、非周期送信において基地局側がＴＰＣを送信できないとき
に、バーストデータの送信電力値を受信データの電力値と同じ値に保つことができるため
、高すぎる電力値で送信することにより他局に干渉を与えることを防止でき、低すぎる電
力値で送信することにより受信側との同期維持ができなくなることを防止できる。
【００２７】
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　また、 記載の発明は、ＣＤＭＡ通信システムに関するものであり、
記載のＣＤＭＡ送信装置と、このＣＤＭＡ送信装置と通信を行

う基地局装置とからなる構成を採る。
【００２８】
この構成により、ＣＤＭＡ移動送信装置と基地局装置との通信において、送信データが存
在しない時に、消費電力を抑えながら、基地局との同期を維持することができる。よって
、通信を再開したときに、ダミー信号の送信時間を短くすることができる。
【００２９】
【発明の実施形態】
以下、本発明の実施形態を添付図面を参照して詳細に説明する。
（実施形態１）
図１は、本発明の実施形態１におけるＣＤＭＡ移動送信装置の構成を示すブロック図であ
る。
【００３０】
図１に示すように、本実施形態においてＣＤＭＡ移動送信装置は、データ端末からのデー
タの送信のＯＮ／ＯＦＦ制御を行うデータ検出回路１と、受信データに作用するデータ受
信部２と、送信データに作用するデータ送信部３と、データの全タイミング及びシーケン
スの制御を行うタイミング制御回路４を有し、送信データ及び受信データの送受信タイミ
ングを図り、データの送受信動作を制御する。
【００３１】
データ受信部２は、受信データを受信する受信アンテナ２０１と、受信データをベースバ
ンドの周波数に変換する受信回路２０２と、変換された受信データを相関検出する逆拡散
回路２０３と、相関検出した受信データを復調する復調回路２０４と、復調したフレーム
構造の受信データを制御信号と音声データまたはデータ端末用データに分離し、ＣＲＣ検
出する受信データ変換回路２０５とを有し、受信したデータを端末部へ送る。
【００３２】
データ送信部３は、送信データにＰＬ及びＴＰＣを挿入してフレームを生成し、ＣＲＣ符
号化する送信データ変換回路３０１と、フレームを生成した送信データを各種変調方式に
より変調する変調回路３０２と、変調した送信データを符号拡散する拡散回路３０３と、
拡散した送信データを所望のキャリア周波数に変換する変換送信回路３０４と、変換した
送信データを送信先基地局へ送信する送信アンテナ３０５と、受信データや受信レベル等
により送信データの送信電力及びＴＰＣを決定する送信電力制御回路３０６とを有し、端
末部から入力されたデータを送信する。
【００３３】
また、データ送信部３は、送信ＯＦＦ時にＰＬとＴＰＣのみのバーストフレームを生成す
るバーストフレーム生成回路３０７と、バーストフレームを生成したバーストデータの送
信間隔を制御する送信間隔制御回路３０８と、データ検出回路１からの送信ＯＮ／ＯＦＦ
信号により、変調回路３０２に対する送信データ変換回路３０１と送信間隔制御回路３０
８との接続を切替えるスイッチ３０９とを有し、送信データが存在しない場合に、基地局
と同期をとるためのバーストデータを送信する。
【００３４】
これにより、通話を再開してから同期が確立するまでの時間を短縮できると共に、バース
トデータの送信間隔を長くとることにより、移動局は、送信アンプによる蓄電池の電力消
費を抑えて通話時間を長くできる。しかも、スロットに空きのあるバーストデータを送信
することにより他局との干渉を低減できる。
【００３５】
以上のように構成されたＣＤＭＡ移動送信装置におけるデータの送信タイミングについて
図２を用いて説明する。図 2は、実施形態１におけるＣＤＭＡ移動送信装置のデータ送信
タイミング図である。以下、タイミング図は、横軸に時間をとり、縦軸に送信電力をとる
。
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【００３６】
まず、送信データがある状態について述べる。　図２（ａ）は、送信データがある状態を
示す。
【００３７】
ＣＤＭＡ移動送信装置に、音声又はデータ端末からのデータが送られてきた場合、データ
検出回路１は、受信データ変換回路２０５のＣＲＣ検出結果からデータ送信のＯＮ／ＯＦ
Ｆを制御する。
【００３８】
データ検出回路１は、データを送信する場合、送信ＯＮ信号をスイッチ３０９に発信する
。スイッチ３０９は、送信ＯＮ信号により、送信データ変換回路３０１と変調回路３０２
を接続する。送信データは、データ検出回路１から送信データ変換回路３０１に送られる
。そして、送信データ変換回路３０１にて、送信データにＰＬとＴＰＣを挿入してフレー
ムを生成する。
【００３９】
フレ－ムが生成された送信データは、切替えスイッチ３０９を通り、変調回路３０２にて
各種変調方式により変調され、拡散回路３０３にて符号拡散され、送信回路３０４にて所
望のキャリア周波数に変換され、送信アンテナ３０５から送信先の基地局に送信される。
【００４０】
次に、送信データがない場合について、送信待機の状態と送信終了の状態に分けて述べる
。
【００４１】
図２（ｂ）は、送信待機の状態を示す。この送信待機の状態とは、送信データの送信を終
了してからＫフレーム未満の間、または、受信データのＣＲＣ検出結果がＮＧとなったフ
レームがＬフレーム未満の間（Ｋ、Ｌは予め設定される定数）の状態をいう。送信待機の
状態では、送信データが存在しないので、ＰＬとＴＰＣのバーストデータのみ書き込まれ
、他のビットは空き空間となるバーストフレームが生成される。
【００４２】
バーストデータを送信することにより、基地局と送信データの同期がとれるため、ユーザ
ーが送信を再開した場合、即座に送信データを送信できる。ただし、送信を終了してから
長時間、バーストデータを送信し続けると、送信アンプからの消費電力が多くなり、通話
時間が減少する。また、バーストデータの送信を全く止めてしまうと、送信を再開したと
きに、送信データの同期をとるまでに時間がかかる。そこで、送信データの送信を終了し
たときは以下の処理を行う。
【００４３】
図２（ｃ）は、送信終了した状態を示す。送信終了した状態とは、送信データの送信を終
了してからＫフレーム以上、かつ、受信データのＣＲＣ検出結果がＮＧとなったフレーム
がＬフレーム以上検出された状態をいう。
【００４４】
まず、データ検出回路１は、送信ＯＦＦ信号をスイッチ３０９に発信する。スイッチ３０
９は、データ検出回路１からの送信ＯＦＦ信号により、送信間隔制御回路３０８と変調回
路３０２を接続する。
【００４５】
バーストフレーム生成回路３０７は、ＰＬとＴＰＣのみからバーストフレームを生成し、
バーストデータを送信間隔制御回路３０８へ送る。送信間隔制御回路３０８は、バースト
データの送信間隔を１スロットのＮ倍（Ｎは自然数）にする。
【００４６】
ここで、バーストデータの送信間隔は、非周期的であってもよい。
【００４７】
送信間隔制御回路３０８から送られたバーストデータは、切替えスイッチ３０９を通り、
変調回路３０２にて各種変調方式により変調され、拡散回路３０３にて符号拡散され、送
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信回路３０４にて所望のキャリア周波数に変換され、送信アンテナから送信先の基地局に
送信される。
【００４８】
これにより、送信を再開した場合、基地局との同期を速くとることができ、しかも、バー
ストデータの送信間隔が１スロットのＮ倍（Ｎは自然数）に制御されているので、送信ア
ンプの消費電力を抑えることができる。
【００４９】
（実施形態２）
次に、実施形態２について図３及び図４を用いて説明する。
【００５０】
図３は、本発明の実施形態２におけるＣＤＭＡ移動送信装置の構成を示すブロック図であ
る。
【００５１】
図３に示すように、本実施形態におけるＣＤＭＡ移動送信装置は、実施形態１の構成に加
えて、データ送信部３にパイロットシンボル及び送信電力制御用シンボルを夫々連続的に
配列するリピティション処理回路３１０を有する。
【００５２】
リピティション処理を行うことにより、送信回路３０４にてデータの送信電力を低減して
も、受信側の同期を維持できるので、他局との干渉を低減できる。なお、上記以外の回路
構成は、実施形態１と同様である。
【００５３】
以上のように構成されたＣＤＭＡ移動送信装置におけるデータの送信タイミングについて
図４を用いて説明する。図４は、　ＣＤＭＡ移動送信装置の実施形態２におけるデータ送
信タイミング図である。
【００５４】
図４（ａ）は、送信データがある状態を示す。また、図４（ｂ）は、送信待機の状態を示
す。送信データがある状態、及び、送信待機の状態のデータ送信タイミングは実施形態１
と同様である。
【００５５】
本実施形態では、送信データの送信を終了したときに以下の処理を行う。
【００５６】
図４（ｃ）は、送信終了した状態を示す。まず、データ検出回路１は、送信ＯＦＦ信号を
スイッチ３０９に発信する。スイッチ３０９は、データ検出回路１からの送信ＯＦＦ信号
により、送信間隔制御回路３０８と変調回路３０２を接続する。
【００５７】
バーストフレーム生成回路３０７は、ＰＬとＴＰＣのみからバーストフレームを生成し、
バーストデータをリピティション処理回路３１０に送る。リピティション処理回路３１０
は、バーストデータのパイロットシンボル及び送信電力制御用シンボルを夫々連続的に配
列するリピティション処理を行い、送信間隔制御回路３０８に送る。送信間隔制御回路３
０８は、リピティション処理されたバーストデータ（以下、「リピティション処理データ
」という）の送信間隔を１スロットのＮ倍（Ｎは自然数）にする。なお、リピティション
処理データの送信間隔は、非周期的であってもよい。
【００５８】
送信間隔制御回路３０８から送られたリピティション処理データは、切替えスイッチ３０
９を通り、変調回路３０２にて各種変調方式により変調され、拡散回路３０３にて符号拡
散され、送信回路３０４にて所望のキャリア周波数に変換され、送信アンテナから送信先
の基地局に送信される。
【００５９】
リピティション処理により、送信回路３０４において送信データの送信電力を低減しても
、受信側は同期を維持できるので、他局との干渉を低減できる。
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【００６０】
（実施形態３）
次に、実施形態３について図５及び図６を用いて説明する。
【００６１】
実施形態３は、非周期送信において基地局側がＴＰＣを送信できないときに、バーストデ
ータを受信データから抽出した送信電力値で送信する場合である。
【００６２】
図５は、本発明の実施形態３におけるＣＤＭＡ移動送信装置の構成を示すブロック図であ
る。
【００６３】
図５に示すように、本実施形態におけるＣＤＭＡ移動送信装置は、実施形態１の構成に加
えて、データ送信部３に、ＴＰＣの代りにＰＯＷを用いてバーストデータの送信電力値を
制御するバースト送信電力制御回路３１１と、データ検出回路１からの送信ＯＮ／ＯＦＦ
信号により、送信回路３０４に対する送信電力制御回路３０６とバースト送信電力制御回
路３１１との接続を切替えるスイッチ３１２を有する。バーストデータの送信電力値を受
信データから抽出した送信電力値とすることにより、高すぎる電力値で送信することによ
り他局に干渉を与えることを防止でき、低すぎる電力値で送信することにより受信側との
同期維持ができなくなることを防止できる。なお、上記以外の回路構成は、実施形態１と
同様である。
【００６４】
以上のように構成されたＣＤＭＡ移動送信装置におけるデータの送信タイミングについて
図６を用いて説明する。図６は、実施形態３におけるＣＤＭＡ移動送信装置のデータ送信
タイミング図である。
【００６５】
図６（ａ）は、送信データがある状態を示す。また、図６（ｂ）は、送信待機の状態を示
す。送信データがある状態、及び、送信待機の状態のデータ送信タイミングは実施形態１
と同様である。
【００６６】
本実施形態では、送信データの送信を終了したときに以下の処理を行う。
【００６７】
図６（ｃ）は、送信終了した状態を示す。まず、データ検出回路１は、送信ＯＦＦ信号を
スイッチ３０９及びスイッチ３１２に発信する。スイッチ３０９は、データ検出回路１か
らの送信ＯＦＦ信号により、送信間隔制御回路３０８と変調回路３０２を接続する。また
、スイッチ３１２は、データ検出回路１からの送信ＯＦＦ信号により、送信回路３０４と
バースト送信電力制御回路３１１を接続する。
【００６８】
バーストフレーム生成回路３０７は、ＰＬとＰＯＷのみからバーストフレームを生成し、
フレーム生成したバーストデータを送信間隔制御回路３０８に送る。
【００６９】
送信間隔制御回路３０８は、バーストデータの送信間隔を１スロットのＮ倍（Ｎは自然数
）で、かつ、非周期的にする。
【００７０】
送信間隔制御回路３０８から送られたバーストデータは、切替えスイッチ３０９を通り、
変調回路３０２にて各種変調方式により変調され、拡散回路３０３にて符号拡散され、送
信回路３０４にて所望のキャリア周波数に変換され、送信アンテナから送信先の基地局に
送信される。
【００７１】
非周期送信において基地局側がＴＰＣを送信できないときに、送信回路３０４にて、デー
タの送信電力を受信データから抽出した送信電力値とすることにより、高すぎる電力値で
送信することにより他局に干渉を与えることを防止でき、低すぎる電力値で送信すること
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により受信側との同期維持ができなくなることを防止できる。
【００７２】
なお、本実施形態にリピティション処理回路３１０を追加し、バーストデータにリピティ
ション処理を行うことも可能である。
【００７３】
図７は、本発明の実施形態３にリピティション処理回路を追加したＣＤＭＡ移動送信装置
の構成を示すブロック図である。
【００７４】
図８は、本発明の実施形態３にリピティション処理を行った場合におけるＣＤＭＡ移動送
信装置のデータ送信タイミング図である。
【００７５】
これにより、バーストデータのパイロットシンボル及びバースト送信電力用シンボルを夫
々連続的に配列することができるため、送信データの送信電力を低減しても受信側の同期
を維持できる。よって、送信電力を低くすることにより他局との干渉を低減できる。
【００７６】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明によれば、送信データが存在しない時に、消費電力を抑えな
がら、基地局との同期を維持することができる
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態１におけるＣＤＭＡ移動送信装置の構成を示すブロック図。
【図２】本発明の実施形態１におけるＣＤＭＡ移動送信装置のデータ送信タイミング図。
【図３】本発明の実施形態２におけるＣＤＭＡ移動送信装置の構成を示すブロック図。
【図４】本発明の実施形態２におけるＣＤＭＡ移動送信装置のデータ送信タイミング図。
【図５】本発明の実施形態３におけるＣＤＭＡ移動送信装置の構成を示すブロック図。
【図６】本発明の実施形態３におけるＣＤＭＡ移動送信装置のデータ送信タイミング図。
【図７】本発明の実施形態３にリピティション処理回路を追加したＣＤＭＡ移動送信装置
の構成を示すブロック図。
【図８】本発明の実施形態３にリピティション処理を行った場合におけるＣＤＭＡ移動送
信装置のデータ送信タイミング図。
【図９】従来のＣＤＭＡ移動送信装置のデータ送信タイミング図。
【符号の説明】
１　データ検出回路
２　データ受信部
３　データ送信部
４　タイミング制御回路
３０１　送信データ変換回路
３０２　変調回路
３０３　拡散回路
３０４　送信回路
３０５　送信アンテナ
３０６　送信電力制御回路
３０７　バーストフレーム生成回路
３０８　送信間隔制御回路
３０９　スイッチ
３１０　リピティション回路
３１１　バースト送信電力制御回路
３１２　スイッチ
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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 】
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