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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信電力を制御するための制御信号を含む受信信号を基地局から受信する受信部と、
　第１の固有信号と前記受信信号に含まれる前記制御信号とにより求められる相関値を閾
値と比較する比較部と、
　前記比較部による比較結果に基づいて送信電力を制御する制御部と、
　前記閾値を、受信環境に応じて変更する閾値生成部と、
　を備える移動機。
【請求項２】
　前記受信信号に含まれる所定の信号に基づいて前記移動機の受信環境を測定する測定部
をさらに備え、
　前記閾値生成部は、
　測定された受信環境に応じて前記閾値を生成する請求項１記載の移動機。
【請求項３】
　前記閾値は、増加と維持とを判定する第１閾値と、減少と維持とを判定する第２閾値と
を有し、
　前記閾値生成部は、
　受信環境に応じて前記第１閾値及び前記第２閾値を生成する請求項２記載の移動機。
【請求項４】
　前記受信信号は共通パイロットチャネル信号を含み、
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　前記測定部は、
　前記共通パイロットチャネル信号と第２の固有信号との相関値に基づいて前記移動機の
受信環境を測定する請求項２又は３記載の移動機。
【請求項５】
　前記測定部は、
　前記共通パイロットチャネル信号の相関値に基づいてパス数を判定し、
　前記閾値生成部は、
　判定されたパス数に基づいて係数を選択する選択部と、
　選択された係数を前記共通パイロットチャネル信号の干渉成分に乗算することで前記閾
値を算出する閾値算出部と
　を備える請求項４記載の移動機。
【請求項６】
　測定されたパス数分の前記制御信号の同期検波を行う同期検波部をさらに備える請求項
５記載の移動機。
【請求項７】
　前記受信信号は共通パイロットチャネル信号を含み、
　前記測定部は、
　前記共通パイロットチャネル信号から前記共通パイロットチャネル信号の受信電力を算
出する電力算出部を備え、
　前記閾値生成部は、
　算出された受信電力に基づいて係数を選択する選択部と、
　選択された係数を前記共通パイロットチャネル信号の干渉成分に乗算することで前記閾
値を算出する閾値算出部と、
　を備える請求項２又は３記載の移動機。
【請求項８】
　前記受信信号は共通パイロットチャネル信号を含み、
　前記測定部は、
　前記共通パイロットチャネル信号と第２の固有信号との相関値に基づいてパス数を判定
するパス数判定部と、
　前記共通パイロットチャネル信号から前記共通パイロットチャネル信号の受信電力を算
出する電力算出部とを備え、
　前記閾値生成部は、
　判定されたパス数、及び算出された受信電力に基づいて前記閾値を生成する請求項２又
は３記載の移動機。
【請求項９】
　移動機における電力制御方法であって、
　送信電力を制御するための制御信号を含む受信信号を基地局から受信し、
　第１の固有信号と前記受信信号に含まれる前記制御信号とにより求められる相関値と比
較される閾値を、受信環境に応じて変更し、
　変更された閾値と前記相関値とを比較し、
　比較結果に基づいて送信電力を制御する電力制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信を行なう移動機に関し、例えば、Ｗ－ＣＤＭＡ（Wideband-Code Di
vision Multiple Access）などの無線による無線通信を行う移動機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｗ－ＣＤＭＡ方式は、ＩＭＴ－２０００（International Mobile Telecommunications-
2000）で定められた無線通信インタフェースの１つであり、最も主流の無線通信方式に位
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像、データ等のマルチメディアアクセスを可能にしている。
【０００３】
　近年になってＷ－ＣＤＭＡの技術をベースにしたＨＳＤＰＡ（High Speed Downlink Pa
cket Access）及びＨＳＵＰＡ（High Speed Uplink Packet Access）と呼ばれる無線通信
方式の研究・開発が進められている。
【０００４】
　図１は、ＨＳＵＰＡの通信を説明する図である。ＵＥ（User Equipment）から基地局へ
の上り伝送時にＨＳＵＰＡで通信を行う。ＵＥは、基地局へ上りデータ伝送要求としてＳ
Ｉ（Scheduling Information）を送信する。ＳＩには、ＵＥが送ろうとする送信データに
関する情報がマッピングされており、例えば、「最優先論理チャネルＩＤ」「全論理チャ
ネルデータ量」「最優先論理チャネルデータ量」「ＵＥの送信可能な送信電力」の情報が
マッピングされる。
【０００５】
　上りＥ－ＤＰＣＣＨ（E-DCH Dedicated Physical Control Channel）には、上りデータ
に関する情報がマッピングされており、Ｅ－ＴＦＣＩ(E-DCH Transport Format Combinat
ion Indicator)、ＲＳＮ(Retransmission Sequence Number)、Ｈａｐｐｙｂｉｔがマッピ
ングされる。
【０００６】
　基地局は、ＵＥから送られた複数のＳＩを集計し、ＵＥの通信品質や上りデータの優先
度等に基づいて、上り伝送を行うＵＥの送信タイミングを決めるスケジューリングを行う
。基地局はスケジューリング後、ＵＥへ上り伝送許可としてＧｒａｎｔを送信する。Ｇｒ
ａｎｔには、ａｂｓｏｌｕｔｅ　ｇｒａｎｔとｒｅｌａｔｉｖｅ　ｇｒａｎｔの２種類が
あり、ａｂｓｏｌｕｔｅ　ｇｒａｎｔは、下りＥ－ＡＧＣＨ(E-DCH Absolute Grant Chan
nel)にて送信される。基地局は、各ＵＥが送信することを許される最大電力を各ＵＥに通
知する。また、ｒｅｌａｔｉｖｅ　ｇｒａｎｔは、下りＥ－ＲＧＣＨ(E-DCH Relative Gr
ant Channel)にて送信される。基地局は、各ＵＥが送信する電力を現在より増加させるか
、減少させるか、維持するかを、「Ｕｐ（増加）、Ｄｏｗｎ（減少）、又はＨｏｌｄ（維
持）」を信号成分として各ＵＥに通知する。
【０００７】
　ＵＥは、Ｇｒａｎｔに基づいて上り伝送を許可されてから、Ｅ－ＤＣＨ（Enhanced Ded
icated Channel）と呼ばれる個別チャネルによって、ユーザ情報を基地局へ伝送すること
で、高速上りアクセスを可能にする。ＨＳＵＰＡシステムでは、ＨＳＤＰＡシステムと同
様に再送制御処理を行い、下りＥ－ＨＩＣＨ（E-DCH HARQ Acknowledgement Indicator C
hannel）によりＥ－ＤＣＨのＡＣＫ又はＮＡＣＫ情報をＵＥが受信する。
【０００８】
　ＨＳＵＰＡは、基地局のＥ－ＤＣＨの受信電力が所望のスループットとなるように、上
り送信要求のあるＵＥに対して、Ｅ－ＲＧＣＨの信号成分「Ｕｐ、Ｄｏｗｎ、又はＨｏｌ
ｄ」を用いて、送信電力の増加、維持、又は減少を指示する。ＵＥは、Ｅ－ＲＧＣＨの「
Ｕｐ、Ｄｏｗｎ、又はＨｏｌｄ」信号に従い、上りＥ－ＤＣＨの送信電力を決定する。Ｅ
－ＲＧＣＨは、基地局からＥ－ＲＧＣＨ固有のシグネチャパターンを掛けあわせて送信さ
れる。ＵＥはＥ－ＲＧＣＨ固有のシグネチャパターンと受信したＥ－ＲＧＣＨ信号との相
関値を算出することで、Ｅ－ＲＧＣＨが表１のどのＣｏｍｍａｎｄで送信されたかを判断
する。
【０００９】
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【表１】

【００１０】
　ここで、ＵＥ側では、「Ｕｐ、Ｄｏｗｎ、又はＨｏｌｄ」の判定を行うのに、Ｅ－ＲＧ
ＣＨ相関値と閾値とを比較する。例えば、以下のＥ－ＲＧＣＨ信号判定条件を用いる。
ＵＰ　　：　ＣＥ－ＲＧＣＨ　＞　Ｔｈ
ＤＯＷＮ：　ＣＥ－ＲＧＣＨ　＜　－Ｔｈ
ＨＯＬＤ：－Ｔｈ　≦　ＣＥ－ＲＧＣＨ　≦　Ｔｈ
ＣＥ－ＲＧＣＨは、受信したＥ－ＲＧＣＨとＥ－ＲＧＣＨのシグネチャパターンとの相関
値であり、ＴｈはＥ－ＲＧＣＨの閾値である。閾値Ｔｈは、例えば、移動機の出荷前に実
験などを踏まえて適切な値に設定される。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】3GPP TS 25.211,5.3.2.4 E-DCH Relative Grant Channel
【非特許文献２】3GPP TS 25.212,Mapping for E RGCH Relative Grant
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　閾値Ｔｈは、例えば、受信環境の悪い環境下でもＵｐ、Ｄｏｗｎ、又はＨｏｌｄを識別
可能となるように予め設定される値である。受信環境の悪い環境下では、受信したＥ－Ｒ
ＧＣＨとＥ－ＲＧＣＨの固有のシグネチャパターンとの相関値が小さくなり、この相関値
でＵｐ、Ｄｏｗｎ、又はＨｏｌｄを判定するには閾値も小さな値を設定する必要がある。
【００１３】
　図２は、受信環境が悪い場合の相関値及び閾値の一例を示す図である。図２に示すよう
に、受信環境が悪い場合、Ｅ－ＲＧＣＨのシグネチャパターンとの相関値は小さくなるた
め、閾値Ａ、Ｂもその絶対値が小さな値に設定される。以下、閾値Ａ、Ｂの絶対値は同じ
とするが、必ずしも同じである必要はない。
【００１４】
　一方、Ｅ－ＲＧＣＨのＨｏｌｄ信号は、無送信状態なので、シグネチャパターンとの相
関は低くなる。しかし、無送信状態はランダムパターンとなるので、このランダムパター
ンとシグネチャパターンとの相関が若干強くなる場合もある。この場合、無送信状態でも
閾値よりＥ－ＲＧＣＨの相関値が上回ってしまい、Ｕｐ、またはＤｏｗｎと誤判定してし
まう場合がある。以下、具体例について説明する。
【００１５】
　図３は、受信環境が良い場合の相関値及び閾値の一例を示す図である。図３に示すよう
に、受信環境が良い場合には、Ｕｐ信号の相関値は１に近い値となり、Ｄｏｗｎ信号の相
関値は－１に近い値となる。Ｈｏｌｄ信号はランダムパターンとなるので、Ｈｏｌｄ信号
の相関値は０に近い値となる。しかし、図３に示す相関値Ａのように相関値が若干強くな
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るＨｏｌｄ信号もあり、この相関値Ａは閾値Ａ以上となるので、本来はＨｏｌｄであるの
にＵｐと誤判定されてしまう。
【００１６】
　ＨＳＵＰＡシステムとして、通信レートが良好な場合でも、Ｅ－ＲＧＣＨの信号判定を
誤ってしまうため、適正な送信電力設定が行えない場合がある。その結果、送信Ｐｏｗｅ
ｒが低く送信されてスループットの劣化や、送信Ｐｏｗｅｒが過剰に送信されて他の端末
への干渉が高くなり、システムスループットの劣化が発生してしまう。
【００１７】
　そこで、開示の移動機は、上記課題に鑑みてなされたものであり、送信電力を制御する
ための送信信号の判定性能を向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　開示の一態様における移動機は、送信電力を制御するための制御信号を含む受信信号を
基地局から受信する受信部と、第１の固有信号と前記受信信号に含まれる前記制御信号と
により求められる相関値を閾値と比較する比較部と、前記比較部による比較結果に基づい
て送信電力を制御する制御部と、前記閾値を、受信環境に応じて変更する閾値生成部と、
を備える。
【００１９】
　また、他の態様における電力制御方法は、移動機における電力制御方法であって、送信
電力を制御するための制御信号を含む受信信号を基地局から受信し、第１の固有信号と前
記受信信号に含まれる前記制御信号とに求められる相関値と比較される閾値を、受信環境
に応じて変更し、変更された閾値と前記相関値とを比較し、比較結果に基づいて送信電力
を制御する。
【発明の効果】
【００２０】
　開示の移動機、電力制御方法によれば、送信電力を制御するための制御信号の判定性能
を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】ＨＳＵＰＡの通信を説明する図。
【図２】受信環境が悪い場合の相関値及び閾値の一例を示す図。
【図３】受信環境が良い場合の相関値及び閾値の一例を示す図。
【図４】実施例における移動機のハードウェアの一例を示すブロック図。
【図５】実施例１における移動機の機能の一例を示すブロック図。
【図６】パス数を判定する一例を示す図。
【図７】パス数と閾値とを対応付けたテーブルの一例を示す図。
【図８】受信環境が良い場合の判定閾値の一例を示す図。
【図９】受信環境が良くない場合の判定閾値の一例を示す図。
【図１０】測定１を用いる送信電力の制御処理の一例を示すフローチャート。
【図１１】パス数判定処理及び係数選択処理の一例を示すフローチャート。
【図１２】測定１を用いる他の移動機の機能の一例を示すブロック図。
【図１３】測定２を用いる移動機の機能の一例を示すブロック図。
【図１４】測定２を用いる送信電力の制御処理の一例を示すフローチャート。
【図１５】測定３を用いる移動機の機能の一例を示すブロック図。
【図１６】測定３を用いる送信電力の制御処理の一例を示すフローチャート。
【図１７】測定４を用いる移動機の機能の一例を示すブロック図。
【図１８】測定４を用いる送信電力の制御処理の一例を示すフローチャート。
【図１９】測定５を用いる移動機の機能の一例を示すブロック図。
【図２０】測定５を用いる送信電力の制御処理の一例を示すフローチャート。
【図２１】測定６を用いる移動機の機能の一例を示すブロック図。
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【図２２】測定６を用いる送信電力の制御処理の一例を示すフローチャート。
【図２３】測定７を用いる移動機の機能の一例を示すブロック図。
【図２４】測定７を用いる送信電力の制御処理の一例を示すフローチャート。
【図２５】測定８を用いる移動機の機能の一例を示すブロック図。
【図２６】測定８を用いる送信電力の制御処理の一例を示すフローチャート。
【図２７】実施例４における移動機の機能の一例を示すブロック図。
【図２８】実施例４における送信電力の制御処理の一例を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、添付図面を参照しながら実施例について詳細に説明する。
【００２３】
　［実施例１］
　図４は、実施例における移動機のハードウェアの一例を示すブロック図である。図１に
示すように、移動機１は、アンテナ１０、無線部２０、ベースバンド処理部３０、制御部
４０、端末インタフェース部５０を有する。
【００２４】
　アンテナ１０は、送信アンプで増幅された無線信号を送信し、また、基地局から無線信
号を受信する。無線部２０は、ベースバンド処理部３０で拡散された送信信号をＤ／Ａ変
換し、直交変調により高周波信号に変換し、その信号を電力増幅器により増幅する。無線
部２０は、受信した無線信号を増幅し、その信号をＡ／Ｄ変換してベースバンド処理部３
０に伝送する。
【００２５】
　ベースバンド処理部３０は、送信データの誤り訂正符号の追加、データ変調、拡散変調
、受信信号の逆拡散、受信環境の判定、各チャネル信号の閾値判定、誤り訂正復号などの
ベースバンド処理を行う。
【００２６】
　制御部４０は、制御信号の送受信などの無線制御を行う。端末インタフェース部５０は
、データ用アダプタ処理、ハンドセットおよび外部データ端末とのインタフェース処理を
行う。
【００２７】
　図５は、実施例１における移動機１の機能の一例を示すブロック図である。移動機１は
、受信部１０１、逆拡散部１０２、ＣＰＩＣＨチャネル推定部１０３、同期検波部１０４
、測定部１０５、閾値生成部１０６、Ｅ－ＲＧＣＨ閾値比較部１０７、Ｒ－ＲＧＣＨ判定
部１０８、電力制御部１０９、Ｅ－ＡＧＣＨ復号処理部１１０、Ｅ－ＨＩＣＨ閾値比較部
１１１、Ｅ－ＨＩＣＨ判定部１１２を有する。図５に示す機能は、図４に示すベースバン
ド処理部３０で実現されうる。
【００２８】
　受信部１０１は、無線部２０から入力された受信信号をＥ－ＡＧＣＨ、Ｅ－ＨＩＣＨ、
Ｅ－ＲＧＣＨ、ＣＰＩＣＨ（Common Pilot Channel）などの各チャネルに分離する。逆拡
散部１０２は、受信部１０１から出力された各チャネルに対し、送信側の拡散符号と同一
の拡散符号を乗算して逆拡散する。
【００２９】
　逆拡散部１０２は、Ｅ－ＡＧＣＨ逆拡散部１２１、Ｅ－ＨＩＣＨ逆拡散部１２２、Ｅ－
ＲＧＣＨ逆拡散部１２３、ＣＰＩＣＨ逆拡散部１２４を含む。各逆拡散部１２１～１２４
は、各チャネルに拡散符号を乗算して逆拡散する。
【００３０】
　ＣＰＩＣＨチャネル推定部１０３は、ＣＰＩＣＨ逆拡散部１２４から出力されるチャネ
ルの逆拡散値を取得し、取得した逆拡散値に基づいてチャネル補償を行う位相回転量を算
出する。ＣＰＩＣＨチャネル推定部１０３は、算出した位相回転量を同期検波部１０４に
出力する。ＣＰＩＣＨチャネル推定部１０３は、逆拡散値を取得したタイミングを復調タ
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イミングとして同期検波部１０４に出力する。
【００３１】
　同期検波部１０４は、逆拡散部１０２から出力される各逆拡散値を取得し、取得した各
逆拡散値に対して、ＣＰＩＣＨチャネル推定部１０３から取得した復調タイミングで、位
相回転量により位相補償を行って同期検波を行う。同期検波部１０４は、各チャネル信号
の逆拡散値を同期検波するため、Ｅ－ＡＧＣＨ同期検波部１３１、Ｅ－ＨＩＣＨ同期検波
部１３２、Ｅ－ＲＧＣＨ同期検波部１３３、ＣＰＩＣＨ同期検波部１３４を有する。
【００３２】
　Ｅ－ＡＧＣＨ同期検波部１３１は、同期検波された信号をＥ－ＡＧＣＨ復号処理部１１
０に出力する。Ｅ－ＨＩＣＨ同期検波部１３２は、Ｅ－ＨＩＣＨ相関値を算出し、算出し
た相関値をＥ－ＨＩＣＨ閾値比較部１１１に出力する。
【００３３】
　Ｅ－ＲＧＣＨ同期検波部１３３は、逆拡散された信号に含まれるシグネチャパターンと
Ｅ－ＲＧＣＨ固有のシグネチャパターンとの相関値であるＥ－ＲＧＣＨ相関値を算出し、
算出した相関値をＥ－ＲＧＣＨ閾値比較部１０７に出力する。Ｅ－ＲＧＣＨ信号は、送信
電力を制御するための制御信号である。
【００３４】
　ＣＰＩＣＨ同期検波部１３４は、ＣＰＩＣＨの同期検波後、ＣＰＩＣＨ信号成分Ｓと干
渉成分Ｉとを以下の式により算出する。
【００３５】
【数１】

ＣｐｉｃｈＳｙｍ（ｉ）：０シンボル目からＮ－１シンボル目までのＣＰＩＣＨ逆拡散値
Ｓ：ＣＰＩＣＨ信号成分
Ｉ：ＣＰＩＣＨ干渉成分
ＣＰＩＣＨ同期検波部１３４は、所定の固有信号とＣＰＩＣＨ信号との相関値を算出し、
算出した相関値を測定部１０５に出力する。
【００３６】
　測定部１０５は、移動機１の受信環境を測定する。実施例１において、測定部１０５は
、ＣＰＩＣＨ信号に基づいて受信環境を測定する。ＣＰＩＣＨ信号に基づく場合、様々な
手法により受信環境が求められるが、詳細は後述する。測定部１０５は、求められた受信
環境に関する情報、例えばパス数を閾値生成部１０６に出力する。
【００３７】
　閾値生成部１０６は、Ｅ－ＲＧＣＨ信号のＵｐ、Ｄｏｗｎ、又はＨｏｌｄの判定に用い
る判定閾値を生成する。判定閾値は、以下、閾値ともいう。閾値生成部１０６は、例えば
、ＣＰＩＣＨ信号の干渉成分Ｉと受信環境を示す情報とに基づいて、閾値を生成する。閾
値の生成の詳細は受信環境の判定と合わせて後述する。閾値生成部１０６は、生成した閾
値をＥ－ＲＧＣＨ閾値比較部１０７に出力する。閾値生成部１０６は、移動機１の受信環
境に応じて判定閾値を動的に生成することで、判定閾値を変更する。
【００３８】
　Ｅ－ＲＧＣＨ閾値比較部１０７は、Ｅ－ＲＧＣＨ同期検波部１３３から取得したＥ－Ｒ
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ＧＣＨ相関値と、閾値生成部１０６から取得した閾値とを比較する。Ｅ－ＲＧＣＨ閾値比
較部１０７は、比較結果をＥ－ＲＧＣＨ判定部１０８に出力する。
【００３９】
　Ｅ－ＲＧＣＨ判定部１０８は、取得した比較結果に基づいて、Ｅ－ＲＧＣＨの信号成分
のＵｐ、Ｄｏｗｎ、又はＨｏｌｄの判定を行う。具体的な判定は以下の通りである。
Ｕｐ　　　　：　ＣＥ－ＲＧＣＨ＞Ｔｈ
Ｄｏｗｎ　　：　ＣＥ－ＲＧＣＨ＞－Ｔｈ
Ｈｏｌｄ　　：－Ｔｈ≦ＣＥ－ＲＧＣＨ≦Ｔｈ
Ｅ－ＲＧＣＨ判定部１０８は、Ｕｐ、Ｄｏｗｎ、又はＨｏｌｄの判定結果を電力制御部１
０９に出力する。Ｅ－ＲＧＣＨ閾値比較部１０７とＥ－ＲＧＣＨ判定部１０８は１つの機
能としてもよい。
【００４０】
　電力制御部１０９は、Ｅ－ＲＧＣＨ判定部１０８の判定結果に基づいて送信電力を制御
する。例えば、電力制御部１０９は、Ｕｐと判定されていれば送信電力を上げるような制
御信号を無線部１０の送信電力増幅器に送信する。電力制御部１０９は、Ｈｏｌｄと判定
されていれば送信電力を維持するため、送信電力増幅器に対して制御信号を出力しない。
電力制御部１０９は、Ｄｏｗｎと判定されていれば送信電力を下げるような制御信号を無
線部１０の送信電力増幅器に送信する。
【００４１】
　Ｅ－ＡＧＣＨ復号処理部１１０は、Ｅ－ＡＧＣＨ信号の復号処理を行う。Ｅ－ＨＩＣＨ
閾値比較部１１１は、Ｅ－ＨＩＣＨ同期検波部１３２からＥ－ＨＩＣＨ相関値を取得し、
Ａｃｋ／Ｎａｃｋの判定をするため、Ｅ－ＨＩＣＨ相関値と閾値との比較を行う。比較結
果は、Ｅ－ＨＩＣＨ判定部１１２に出力される。
【００４２】
　Ｅ－ＨＩＣＨ判定部１１２は、Ｅ－ＨＩＣＨ閾値比較部１１１から比較結果を取得し、
取得した比較結果に基づいて、ＡＣＫ又はＮＡＣＫの判定を行う。
【００４３】
　これにより、移動機１の受信環境に応じて送信電力を制御するための閾値を可変にする
ことで、相対的許可チャネルＥ－ＲＧＣＨの信号の判定性能を向上させ、安定したスルー
プットでの通信が可能となる。以下、ＣＰＩＣＨ信号に基づいた受信環境の測定方法につ
いて説明する。
【００４４】
　（測定１）
　測定１は、ＣＰＩＣＨ信号からマルチパスを判定して受信環境を測定する。図５に示す
測定部１０５は、相関値タイミング検出部１４１、相関値比較判定部１４２、パス数判定
部１４３を有する。
【００４５】
　相関値タイミング検出部１４１は、タイミングを徐々に変化させて、各タイミングでの
相関値をＣＰＩＣＨ同期検波部１３４から取得し、さらに相関値が大きいいくつかのパス
のタイミングを検出する。相関値比較判定部１４２は、相関値タイミング検出部１４１で
検出されたタイミングでの相関値を相関閾値と比較し、比較結果をパス数判定部１４３に
出力する。
【００４６】
　パス数判定部１４３は、ＣＰＩＣＨの相関値のピーク値と相関閾値との比較結果に基づ
いてパス数を判定する。図６は、パス数を判定する一例を示す図である。図６に示す例で
は、相関値が相関閾値を超えた数をカウントし、カウント数が１であれば１パス、カウン
ト数が２以上であればマルチパスであると判定する。他のパス判定方法として、最大ピー
ク値が他のピーク値の合計以上であれば１パス、小さければマルチパスと判定してもよい
。他にも、最大ピーク値から所定値を減算した値より大きければピークと判定してもよい
。１パスかマルチパスかの判定結果は、閾値生成部１０６に出力される。
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【００４７】
　なお、パス数判定部１４３は、１パスかマルチパスかの判定だけでなく、マルチパスを
さらに分けて判定してもよい。例えば、パス数判定部１４３は、１パス、２～４パス、４
～７パス、８パス以上という判定をしてもよい。パス数判定部１４３は、パス数が切り替
わった時にだけ、パス数を係数選択部１５１に出力するようにしてもよい。例えば、パス
数の出力タイミングは、１パスからマルチパス、又はマルチパスから１パスに判定が変わ
った時などである。
【００４８】
　閾値生成部１０６は、係数選択部１５１、閾値算出部１５２を有する。係数選択部１５
１は、測定部１０５から取得したパス数の判定結果に基づいて、係数を選択する。この係
数は、Ｅ－ＲＧＣＨ信号の判定閾値を生成するための係数である。係数選択部１５１は、
１パスであれば係数α１を選択し、マルチパスであれば係数αｍを選択する。選択された
係数は閾値算出部１５２に出力する。
【００４９】
　閾値算出部１５２は、ＣＰＩＣＨ同期検波部１３４から取得したＣＰＩＣＨ干渉成分Ｉ
と、係数選択部１５１から取得した係数とに基づいて、閾値Ｔｈを求める。例えば、以下
の式により閾値Ｔｈを求めてもよい。
パス数＝１の場合
閾値Ｔｈ＝係数α１×干渉成分Ｉ　　　式（２）
パス数＞１の場合
閾値Ｔｈ＝係数αｍ×干渉成分Ｉ　　　式（３）
α１＞αｍ：α１、αｍは実験により適切な値を与えるとよい。閾値算出部１５２は、算
出された閾値ＴｈをＥ－ＲＧＣＨ閾値比較部１０７に出力する。
【００５０】
　閾値生成部１０６は、上記以外にも、パス数と閾値とを対応付けたテーブルを保持する
ことで、閾値を求めてもよい。図７は、パス数と閾値とを対応付けたテーブルの一例を示
す図である。閾値生成部１０６は、パス数判定部１４３から取得したパス数に基づいて、
図７に示すようなテーブルを参照することで、閾値Ｔｈを求めてもよい。例えば、１パス
であればＴ１を閾値Ｔｈとする。Ｔ１とＴ２との関係は、Ｔ１＞Ｔ２とする。
【００５１】
　測定１によれば、マルチパスよりも１パスの方が、受信環境が良いとし、１パスの場合
には判定閾値をマルチパスの場合よりも大きくする。これにより、移動機１は、パス数に
応じて受信環境を測定し、受信環境に応じてＥ－ＲＧＣＨ信号の判定閾値を可変とするこ
とができる。なお、パス数は、１パスかマルチパス以外にも、さらに細分化して閾値Ｔｈ
を３つ以上求めても良い。
【００５２】
　図８は、受信環境が良い場合の判定閾値の一例を示す図である。図８に示すように受信
環境が良い場合、Ｕｐ又はＨｏｌｄの閾値Ａ及びＤｏｗｎ又はＨｏｌｄの閾値Ｂの絶対値
は、受信環境が良くない場合に比べて大きい。
【００５３】
　図９は、受信環境が良くない場合の判定閾値の一例を示す図である。図９に示すように
受信環境が良くない場合、Ｕｐ又はＨｏｌｄの閾値Ａ及びＤｏｗｎ又はＨｏｌｄの閾値Ｂ
の絶対値は、受信環境が良い場合に比べて小さい。受信環境が悪い場合の判定閾値の絶対
値は、従来の判定閾値の絶対値よりも小さくしてもよい。これにより、受信環境をパス数
に基づいて測定することで、マルチパス干渉による信号劣化に適応することが可能になる
。
【００５４】
　次に、測定１を用いた送信電力の制御処理について説明する。図１０は、測定１を用い
た送信電力の制御処理の一例を示すフローチャートである。図１０に示すステップＳ１０
１で、受信部１０１は、アンテナ１０から信号を受信し、各チャネル信号に分離する受信
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処理を行う。
【００５５】
　ステップＳ１０２で、ＣＰＩＣＨ逆拡散部１２４は、受信部１０１により分離されたＣ
ＰＩＣＨに逆拡散処理を行い、ＣＰＩＣＨ逆拡散値を求める。ステップＳ１０３で、ＣＰ
ＩＣＨチャネル推定部１０３は、ＣＰＩＣＨ逆拡散部１２４から取得したＣＰＩＣＨ逆拡
散値からチャネル推定値を求める。
【００５６】
　ステップＳ１０４で、ＣＰＩＣＨ同期検波部１３４は、ＣＰＩＣＨチャネル推定部１０
３から取得したチャネル推定値を用いて同期検波を行う。同期検波後に、ＣＰＩＣＨ同期
検波部１３４は、ＣＰＩＣＨ干渉成分Ｉを算出し、また、ＣＰＩＣＨ信号の相関値を算出
する。
【００５７】
　ステップＳ１０５で、パス数判定部１４３は、ＣＰＩＣＨ相関値に基づいてパス数を判
定する。ステップＳ１０６で、係数選択部１５１は、パス数判定部１４３により判定され
たパス数に基づいて係数αを選択する。係数の選択は、パス数に応じた係数を保持するテ
ーブルなどを参照することで選択してもよい。ステップＳ１０７で、閾値算出部１５２は
、ＣＰＩＣＨ干渉成分Ｉと係数αを乗算して閾値Ｔｈを求める。
【００５８】
　ステップＳ１０８で、Ｅ－ＲＧＣＨ閾値比較部１０７は、閾値算出部１５２により算出
された閾値とＥ－ＲＧＣＨ相関値との比較を行って判定処理を行う。ステップＳ１０８に
よる判定処理は、例えば、以下の通りである。
｜Ｅ－ＲＧＣＨ相関値｜≦｜閾値Ｔｈ｜　　　・・・条件１
条件１を満たせばステップＳ１０９に進む。ステップＳ１０９で、Ｅ－ＲＧＣＨ判定部１
０８は、条件１を満たす場合Ｈｏｌｄと判定する。
｜Ｅ－ＲＧＣＨ相関値｜＞｜閾値Ｔｈ｜かつＥ－ＲＧＣＨ＞０　　　・・・条件２
条件２を満たせばステップＳ１１０に進む。ステップＳ１１０で、Ｅ－ＲＧＣＨ判定部１
０８は、条件２を満たす場合Ｕｐと判定する。
｜Ｅ－ＲＧＣＨ相関値｜＞｜閾値Ｔｈ｜かつＥ－ＲＧＣＨ＜０　　　・・・条件３
条件３を満たせばステップＳ１１１に進む。ステップＳ１１１で、Ｅ－ＲＧＣＨ判定部１
０８は、条件３を満たす場合Ｄｏｗｎと判定する。
【００５９】
　ステップＳ１１２で、電力制御部１０９は、Ｅ－ＲＧＣＨ相関値の判定結果に基づいて
、基地局に送信する際の電力を制御する。電力制御部１０９は、例えば、判定結果がＵｐ
であれば送信出力を上げるよう制御信号を受信部１０１の送信電力増幅器に出力し、判定
結果がＤｏｗｎであれば制御信号を受信部１０１の送信電力増幅器に出力する。電力制御
部１０９は、判定結果がＨｏｌｄであれば、現在の送信出力を維持するため制御信号を出
力しない。
【００６０】
　次に、ステップＳ１０５のパス数判定処理とステップＳ１０６の係数選択処理との詳細
を説明する。図１１は、パス数判定処理及び係数選択処理の一例を示すフローチャートで
ある。
【００６１】
　パス数判定処理は、ステップＳ２０１からステップＳ２０３まで行う。ステップＳ２０
１で、パス数判定部１４３は、ＣＰＩＣＨ相関値の閾値判定を行う。相関値の閾値判定は
、相関値が相関閾値より大きければステップＳ２０２に進み、相関値が相関閾値以下であ
ればステップＳ２０１に戻る。
【００６２】
　ステップＳ２０２で、パス数判定部１４３は、パス数のカウント値を累積する。ステッ
プＳ２０３で、パス数判定部１４３は、カウントが終了したか否かを判定する。パス数判
定部１４３は、全ての復調タイミングでの相関値の算出が終了していればステップＳ２０
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４に進み、終了していなければステップＳ２０１に戻る。
【００６３】
　係数選択処理は、ステップＳ２０４からステップＳ２０７まで行う。ステップＳ２０４
で、係数選択部１５１は、パス数判定部１４３から取得したパス数がパス閾値以下か否か
を判定する。パス閾値は、例えば１とする。
【００６４】
　ステップＳ２０４で、パス数がパス閾値以下であればステップＳ２０５に進み、パス数
がパス閾値より大きい場合はステップＳ２０６に進む。ステップＳ２０５で、係数選択部
１５１は、係数α１を選択する。ステップＳ２０６で、係数選択部１５１は、係数αｍを
選択する。なお、α１＞αｍである。
【００６５】
　これにより、受信環境をパス数に基づいて測定することで、マルチパス干渉による信号
劣化に適応することが可能になる。
【００６６】
　次に、移動機が、パス数の判定結果をＥ－ＲＧＣＨ同期検波部１０７に適用する場合に
ついて説明する。図１２は、測定１を用いる他の移動機の機能の一例を示すブロック図で
ある。
【００６７】
　以下、パス数判定部２０１、Ｅ－ＲＧＣＨ同期検波部２０２について説明する。その他
の機能は、図５と同様である。パス数判定部２０１は、パス数の判定結果を係数選択部１
５１とＥ－ＲＧＣＨ同期検波部２０２に出力する。
【００６８】
　Ｅ－ＲＧＣＨ同期検波部２０２は、パス数判定部２０１から取得したパス数分のＥ－Ｒ
ＧＣＨ信号の同期検波を行う。例えば、パス数が１であれば、Ｅ－ＲＧＣＨ同期検波部２
０２は、１つだけ同期検波をすればよい。パス数判定部２０１により判定されたパス数を
Ｅ－ＲＧＣＨ同期検波部２０２に出力することで、Ｅ－ＲＧＣＨ同期検波部２０２は、Ｅ
－ＲＧＣＨ信号の復調性能を向上させることができる。
【００６９】
　（測定２）
　測定２は、ＣＰＩＣＨ信号からフェージング速度を判定して受信環境を測定する。図１
３は、測定２を用いる移動機の機能の一例を示すブロック図である。図１３に示す測定部
３０２は、ドップラー周波数算出部３１１、フェージング速度判定部３１２を有する。以
下、測定部３０２によりフェージング速度を判定して閾値を生成する方法について説明す
る。ＣＰＩＣＨチャネル推定部３０１、測定部３０２、係数選択部３０３、ＣＰＩＣＨ同
期検波部３０４以外の機能は、図５に示す機能と同様である。
【００７０】
　ＣＰＩＣＨチャネル推定部３０１は、ＣＰＩＣＨチャネル推定値をＣＰＩＣＨ同期検波
部１３４及び測定部３０２に出力する。
【００７１】
　測定部３０２は、ＣＰＩＣＨチャネル推定値に基づいてフェージング速度を求める。フ
ェージング速度の求め方は以下説明する。ドップラー周波数算出部３１１は、取得したチ
ャネル推定値に基づいて位相のズレを示すドップラー周波数を算出する。フェージング速
度判定部３１２は、ドップラー周波数に基づいてフェージング速度を判定する。フェージ
ング速度は、一般的な技術を用いて求めればよい。フェージング速度判定部３１２は、判
定したフェージング速度を係数選択部３０３に出力する。フェージング速度判定部３１２
は、速度閾値が、今回判定したフェージング速度と前回判定したフェージング速度との間
にある場合に、今回判定したフェージング速度を係数選択部３０３に出力するようにして
もよい。これにより、フェージング速度判定部３１２は、フェージング速度を判定する度
に、判定したフェージング速度を係数選択部３０３に出力しなくてもよい。
【００７２】
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　係数選択部３０３は、フェージング速度判定部３１２から取得したフェージング速度に
基づいて係数を選択する。係数は、Ｅ－ＲＧＣＨ信号の判定閾値を生成するのに用いられ
る係数である。係数選択部３０３は、例えば、フェージング速度が６０ｋｍ／ｈ（速度閾
値）未満であれば係数αＡを選択し、フェージング速度が、６０ｋｍ／ｈ以上であれば係
数αＢを選択する。フェージング速度の速度閾値である６０ｋｍ／ｈは、適宜設定変更可
能としてもよい。
【００７３】
　αＡとαＢとの関係は、αＡ＞αＢである。αＡとαＢを総称してαとする。係数αは
、実験等により適切な値が設定されればよい。係数選択部３０３は、選択した係数αを閾
値算出部１５２に出力する。閾値算出部１５２は、測定１同様、係数αとＣＰＩＣＨ干渉
成分Ｉとを乗算して判定閾値Ｔｈを求める。
【００７４】
　ＣＰＩＣＨ同期検波部３０４は、同期検波後、ＣＰＩＣＨ信号成分ＳとＣＰＩＣＨ干渉
成分Ｉとを算出し、ＣＰＩＣＨ信号成分Ｓは、閾値生成部１０６に出力する。
【００７５】
　図１４は、測定２を用いた送信電力の制御処理の一例を示すフローチャートである。図
１４に示す処理で、図１０と同様の処理のものは同じ符号を付す。ステップＳ３０１で、
ＣＰＩＣＨチャネル推定部３０１は、求めたチャネル推定値をＣＰＩＣＨ同期検波部３０
４及び測定部３０２を出力する。
【００７６】
　ステップＳ３０２で、ＣＰＩＣＨ同期検波部３０４は、同期検波後、ＣＰＩＣＨ信号成
分ＳとＣＰＩＣＨ干渉成分Ｉを算出し、ＣＰＩＣＨ干渉成分Ｉを閾値算出部１５２に出力
する。
【００７７】
　ステップＳ３０３で、測定部３０２は、ＣＰＩＣＨチャネル推定値からドップラー周波
数を算出し、フェージング速度を判定する。判定したフェージング速度は、係数選択部３
０３に出力される。
【００７８】
　ステップＳ３０４で、係数選択部３０３は、フェージング速度が例えば６０ｋｍ／ｈ未
満であれば係数αＡを選択し、フェージング速度が例えば６０ｋｍ／ｈ以上であれば係数
αＢを選択する。係数が決まれば、以降の処理は図１０に示す処理と同様である。
【００７９】
　これにより、フェージング速度から受信環境を測定することで、端末の高速移動による
信号劣化に適応してＥ－ＲＧＣＨ信号の判定閾値を可変にすることができる。
【００８０】
　（測定３）
　測定３は、ＣＰＩＣＨ信号からＣＰＩＣＨのＳＩＲ（Signal to Interference Ratio）
を算出して受信環境を測定する。ＳＩＲは、信号対干渉比である。図１５は、測定３を用
いる移動機の機能の一例を示すブロック図である。図１５に示す測定部４０２は、ＳＩＲ
算出部４１１を有する。以下、測定部４０２によりＳＩＲ値を算出して閾値を生成する方
法について説明する。ＣＰＩＣＨ同期検波部４０１、測定部４０２、係数選択部４０３以
外の機能は、図５に示す機能と同様である。
【００８１】
　ＣＰＩＣＨ同期検波部４０１は、同期検波後、式１により、ＣＰＩＣＨ信号成分ＳとＣ
ＰＩＣＨ干渉成分Ｉとを算出する。ＣＰＩＣＨ同期検波部４０１は、算出したＣＰＩＣＨ
信号成分Ｓ及びＣＰＩＣＨ干渉成分Ｉを測定部４０２に出力し、ＣＰＩＣＨ干渉成分Ｉを
閾値生成部１０６に出力する。
【００８２】
　測定部４０２に含まれるＳＩＲ算出部４１１は、取得したＣＰＩＣＨ信号成分Ｓ及びＣ
ＰＩＣＨ干渉成分Ｉに基づいてＳＩＲ値を算出する。ＳＩＲ値は、信号成分Ｓを干渉成分
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Ｉで除算することにより求められる。ＳＩＲ算出部４１１は、算出したＳＩＲ値を係数選
択部４０３に出力する。ＳＩＲ算出部４１１は、ＳＩＲ閾値が、今回算出したＳＩＲ値と
前回算出したＳＩＲ値との間にある場合に、今回算出したＳＩＲ値を係数選択部４０３に
出力するようにしてもよい。これにより、ＳＩＲ算出部４１１は、ＳＩＲ値を算出する度
に、算出したＳＩＲ値を係数選択部４０３に出力しなくてもよい。
【００８３】
　係数選択部４０３は、ＳＩＲ算出部４１１から取得したＳＩＲ値に基づいて係数を選択
する。係数は、Ｅ－ＲＧＣＨ信号の判定閾値を生成するのに用いられる。係数選択部４０
３は、ＳＩＲ値が例えば１０ｄＢ（ＳＩＲ閾値）未満であれば係数αＡを選択し、ＳＩＲ
値が１０ｄＢ以上であれば係数αＢを選択する。αＡとαＢとの関係は、αＡ＞αＢであ
る。係数選択部４０３は、選択した係数αを閾値算出部１５２に出力する。閾値算出部１
５２は、測定１同様、係数αとＣＰＩＣＨ干渉成分Ｉとを乗算して判定閾値Ｔｈを求める
。
【００８４】
　図１６は、測定３を用いた送信電力の制御処理の一例を示すフローチャートである。図
１６に示す処理で、図１０と同様の処理のものは同じ符号を付す。ステップＳ４０１で、
ＣＰＩＣＨ同期検波部４０１は、算出したＣＰＩＣＨ信号成分Ｓ及びＣＰＩＣＨ干渉成分
Ｉを測定部４０２に出力し、ＣＰＩＣＨ干渉成分Ｉを閾値生成部１０６に出力する。
【００８５】
　ステップＳ４０２で、ＳＩＲ算出部４１１は、ＣＰＩＣＨ信号成分ＳとＣＰＩＣＨ干渉
成分Ｉとを用いてＳＩＲ値を算出する。ＳＩＲ算出部４１１は、算出したＳＩＲ値を係数
選択部４０３に出力する。
【００８６】
　ステップＳ４０３で、係数選択部４０３は、取得したＳＩＲ値に基づいて閾値を算出す
るのに用いる係数を選択する。係数選択部４０３は、例えば、ＳＩＲ値が１０ｄＢ以上で
あれば係数αＢを選択し、１０ｄＢ未満であれば係数αＡを選択する。係数が決まれば、
以降の処理は図１０に示す処理と同様である。
【００８７】
　これにより、ＳＩＲ値に基づいて受信環境を測定することで、干渉電力の信号劣化に適
応してＥ－ＲＧＣＨ信号の判定閾値を可変にすることができる。
【００８８】
　（測定４）
　測定４は、ＣＰＩＣＨ信号からＣＰＩＣＨのＳＩＲを算出してＣＱＩ（Channel Qualit
y Indicator）に変換し、受信環境を測定する。ＣＱＩは、チャネル品質インジケータで
ある。図１７は、測定４を用いる移動機の機能の一例を示すブロック図である。図１７に
示す測定部５０１は、ＳＩＲ算出部４１１、ＣＱＩ変換部５１１を有する。以下、測定部
５０１によりＣＱＩ値を算出して閾値を生成する方法について説明する。測定部５０１、
係数選択部５０２以外の機能は、図５及び図１５に示す機能と同様である。
【００８９】
　測定部５０１は、算出したＳＩＲ値からＣＱＩ値に変換する。具体的には、ＣＱＩ変換
部５１１は、ＳＩＲ算出部４１１から取得したＳＩＲ値に基づいてＣＱＩ値に変換する。
ＣＱＩ変換部５１１は、例えば、ＳＩＲ値からＣＱＩ値へ変換する変換テーブルを保持し
、この変換テーブルを参照することでＣＱＩ値へ変換してもよい。ＣＱＩ変換部５１１は
、変換したＣＱＩ値を係数選択部５０２に出力する。ＣＱＩ変換部５１１は、ＣＱＩ閾値
が、今回変換したＣＱＩ値と前回変換したＣＱＩ値との間にある場合に、今回変換したＣ
ＱＩ値を係数選択部５０２に出力するようにしてもよい。これにより、ＣＱＩ変換部５１
１は、ＣＱＩ値に変換する度に、変換したＣＱＩ値を係数選択部５０２に出力しなくても
よい。
【００９０】
　係数選択部５０２は、ＣＱＩ変換部５１１から取得したＣＱＩ値に基づいて係数を選択
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する。係数は、Ｅ－ＲＧＣＨ信号の判定閾値を生成するのに用いられる。係数選択部５０
２は、ＣＱＩ値が例えば１０（ＣＱＩ閾値）未満であれば係数αＡを選択し、ＣＱＩ値が
１０以上であれば係数αＢを選択する。αＡとαＢとの関係は、αＡ＞αＢである。係数
選択部５０２は、選択した係数αを閾値算出部１５２に出力する。閾値算出部１５２は、
測定１同様、係数αとＣＰＩＣＨ干渉成分Ｉとを乗算して判定閾値Ｔｈを求める。
【００９１】
　図１８は、測定４を用いる送信電力の制御処理の一例を示すフローチャートである。図
１６に示す処理で、図１０及び図１６と同様の処理のものは同じ符号を付す。ステップＳ
５０１で、測定部５０１は、ＣＱＩ値を求める。具体的には、ＣＱＩ変換部５１１は、Ｓ
ＩＲ算出部４１１からＳＩＲ値を取得し、ＳＩＲ値をＣＱＩ値に変換する。ＣＱＩ変換部
５１１は、ＣＱＩ値を係数選択部５０２に出力する。
【００９２】
　ステップＳ５０２で、係数選択部５０２は、取得したＣＱＩ値に基づいて閾値を算出す
るのに用いる係数を選択する。係数選択部５０２は、例えば、ＣＱＩ値が１０以上であれ
ば係数αＢを選択し、１０未満であれば係数αＡを選択する。係数が決まれば、以降の処
理は図１０に示す処理と同様である。
【００９３】
　これにより、ＣＱＩ値に基づいて受信環境を測定することで、端末の受信品質を指標化
した値に応じてＥ－ＲＧＣＨ信号の判定閾値を可変にすることができる。
【００９４】
　（測定５）
　測定５は、ＣＰＩＣＨ信号からＣＰＩＣＨの受信電力を算出して受信環境を測定する。
図１９は、測定５を用いる移動機の機能の一例を示すブロック図である。図１９に示す測
定部６０２は、受信電力算出部６１１を有する。以下、測定部６０２により受信電力を算
出して閾値を生成する方法について説明する。ＣＰＩＣＨ同期検波部６０１、測定部６０
２、係数選択部６０３以外の機能は、図５に示す機能と同様である。
【００９５】
　ＣＰＩＣＨ同期検波部６０１は、同期検波後、式１により、ＣＰＩＣＨ信号成分ＳとＣ
ＰＩＣＨ干渉成分Ｉとを算出する。ＣＰＩＣＨ同期検波部６０１は、算出したＣＰＩＣＨ
信号成分Ｓを測定部６０２に出力し、ＣＰＩＣＨ干渉成分Ｉを閾値生成部１０６に出力す
る。
【００９６】
　測定部６０２に含まれる受信電力算出部６１１は、ＣＰＩＣＨ信号成分Ｓに基づいて所
定の周期でＣＰＩＣＨの受信電力ＲＳＣＰ（Received Signal Code Power）を算出する。
受信電力算出部６１１は、算出した受信電力を係数選択部６０３に出力する。受信電力算
出部６１１は、電力閾値が、今回算出した受信電力と前回算出した受信電力との間にある
場合に、今回算出した受信電力を係数選択部６０３に出力するようにしてもよい。これに
より、受信電力算出部６１１は、受信電力を算出する度に、算出した受信電力を係数選択
部６０３に出力しなくてもよい。
【００９７】
　係数選択部６０３は、受信電力算出部６１１から取得した受信電力に基づいて係数を選
択する。係数は、Ｅ－ＲＧＣＨ信号の判定閾値を生成するのに用いられる。係数選択部６
０３は、受信電力が例えば５０ｄＢｍ（電力閾値）未満であれば係数αＡを選択し、受信
電力が５０ｄＢｍ以上であれば係数αＢを選択する。αＡとαＢとの関係は、αＡ＞αＢ

である。係数選択部６０３は、選択した係数αを閾値算出部１５２に出力する。閾値算出
部１５２は、測定１同様、係数αとＣＰＩＣＨ干渉成分Ｉとを乗算して判定閾値Ｔｈを求
める。
【００９８】
　図２０は、測定５を用いる送信電力の制御処理の一例を示すフローチャートである。図
２０に示す処理で、図１０と同様の処理のものは同じ符号を付す。ステップＳ６０１で、
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ＣＰＩＣＨ同期検波部６０１は、算出したＣＰＩＣＨ信号成分Ｓを測定部６０２に出力し
、ＣＰＩＣＨ干渉成分Ｉを閾値生成部１０６に出力する。
【００９９】
　ステップＳ６０２で、受信電力算出部６１１は、ＣＰＩＣＨ信号成分Ｓを用いて受信電
力を算出する。受信電力算出部６１１は、算出した受信電力を係数選択部６０３に出力す
る。
【０１００】
　ステップＳ６０３で、係数選択部６０３は、取得した受信電力に基づいて閾値を算出す
るのに用いる係数を選択する。係数選択部６０３は、例えば、受信電力が５０ｄＢｍ以上
であれば係数αＢを選択し、５０ｄＢｍ未満であれば係数αＡを選択する。係数が決まれ
ば、以降の処理は図１０に示す処理と同様である。
【０１０１】
　これにより、受信電力に基づいて受信環境を測定することで、端末が弱電界環境にある
か否かに適応してＥ－ＲＧＣＨ信号の判定閾値を可変にすることができる。
【０１０２】
　以上、実施例１によれば、ＣＰＩＣＨ信号に基づいて測定した受信環境に応じてＥ－Ｒ
ＧＣＨの判定閾値を可変にすることで、相対的許可チャネルＥ－ＲＧＣＨの信号成分の判
定性能を向上させることができる。
【０１０３】
　［実施例２］
　次に、実施例２における移動機について説明する。実施例２では、ＤＰＣＨ信号に基づ
いて受信環境を測定する。以下、ＤＰＣＨ信号に基づいて受信環境を測定する測定６と測
定７について説明する。
【０１０４】
　（測定６）
　図２１は、測定６を用いる移動機の機能の一例を示すブロック図である。図２１に示す
移動機は、受信部７０１、逆拡散部７０２、同期検波部７０３、ＤＰＣＨ復号処理部７０
４、係数選択部７０５を有する。その他の機能は、図５に示す機能と同様であるため、同
じ符号を付す。受信部７０１は、受信信号を受信し、Ｅ－ＡＧＣＨ、Ｅ－ＨＩＣＨ、Ｅ－
ＲＧＣＨ、ＤＰＣＨ、ＣＰＩＣＨの各チャネル信号に分離する。
【０１０５】
　ＤＰＣＨ逆拡散部７１１は、受信部７０１から取得したＤＰＣＨ信号に逆拡散処理を行
い、ＤＰＣＨの逆拡散値を求める。ＤＰＣＨ逆拡散部７１１は、求めた逆拡散値をＤＰＣ
Ｈ同期検波部７２１に出力する。
【０１０６】
　ＤＰＣＨ同期検波部７２１は、ＤＰＣＨ逆拡散部７１１から逆拡散値を取得し、ＣＰＩ
ＣＨチャネル推定部１０３から取得した位相回転量により位相補償を行って同期検波を行
う。同期検波された信号は、ＤＰＣＨ復号処理部７０４に出力される。
【０１０７】
　ＣＰＩＣＨ同期検波部７２２は、ＣＰＩＣＨのチャネル推定値からＣＰＩＣＨの干渉成
分Ｉを算出する。算出の仕方は例えば式１の通りである。ＣＰＩＣＨ同期検波部７２２は
、ＣＰＩＣＨの干渉成分Ｉを閾値算出部１５２に出力する。
【０１０８】
　ＤＰＣＨ復号処理部７０４は、同期検波されたＤＰＣＨ信号に対して復号処理を行う。
復号処理は、誤り訂正処理、ＣＲＣ（Cyclic Redundancy Check）判定までの復号処理を
行なう。ＤＰＣＨ復号処理部７０４は、ＣＲＣの判定結果を係数選択部７０５に出力する
。測定６では、ＤＰＣＨ復号処理部７０４が受信環境を測定する測定部の機能に相当する
。ＤＰＣＨ復号処理部７０４は、ＣＲＣ閾値が、今回判定したＣＲＣ結果と前回判定した
ＣＲＣ結果との間にある場合に、今回判定したＣＲＣ結果を係数選択部７０５に出力する
ようにしてもよい。
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【０１０９】
　係数選択部７０５は、ＤＰＣＨ復号処理部７０４から取得したＣＲＣ判定結果に基づい
て係数を選択する。係数は、Ｅ－ＲＧＣＨ信号の判定閾値を生成するのに用いられる。係
数選択部７０５は、ＤＰＣＨ信号のＢＬＥＲ（BLock Error Rate）が、例えば０．０５未
満であれば係数αＡを選択し、ＢＬＥＲが０．０５（ＣＲＣ閾値）以上であれば係数αＢ

を選択する。αＡとαＢとの関係は、αＡ＞αＢである。係数選択部７０５は、選択した
係数αを閾値算出部１５２に出力する。閾値算出部１５２は、測定１同様、係数αとＣＰ
ＩＣＨ干渉成分Ｉとを乗算して判定閾値Ｔｈを求める。
【０１１０】
　図２２は、測定６を用いる送信電力の制御処理の一例を示すフローチャートである。図
２２に示す処理で、図１０と同様の処理のものは同じ符号を付す。ステップＳ７０１で、
ＤＰＣＨ逆拡散部７１１は、ＤＰＣＨ逆拡散値をＤＰＣＨ同期検波部７２１に出力する。
【０１１１】
　ステップＳ７０２で、ＤＰＣＨ同期検波部７２１は、ＤＰＣＨ逆拡散値に対し、同期検
波を行い、同期検波後の信号をＤＰＣＨ復号処理部７０４に出力する。
【０１１２】
　ステップＳ７０３で、ＤＰＣＨ復号処理部７２１は、ＤＰＣＨ信号の復号処理を行い、
ＣＲＣ判定による判定結果から取得できるＢＬＥＲ（ブロックエラーレート）を係数選択
部７０５に出力する。
【０１１３】
　ステップＳ７０４で、係数選択部７０５は、取得したＣＲＣ判定結果、例えばＢＬＥＲ
に基づいて閾値を算出するのに用いる係数を選択する。係数選択部７０５は、例えば、Ｂ
ＬＥＲが０．０５以上であれば係数αＢを選択し、０．０５未満であれば係数αＡを選択
する。係数が決まれば、以降の処理は図１０に示す処理と同様である。
【０１１４】
　これにより、ＤＰＣＨの誤り率に基づいて受信環境を測定することで、端末の復号性能
に適応してＥ－ＲＧＣＨの判定閾値を可変にすることができる。
【０１１５】
　（測定７）
　図２３は、測定７を用いる移動機の機能の一例を示すブロック図である。図２３に示す
移動機は、ＤＰＣＨ同期検波部８０１、ＤＰＣＨ復号処理部８０２、係数選択部８０３を
有する。その他の機能は、図２１に示す機能と同様であるため、同じ符号を付す。測定７
を用いる場合は、ＤＰＣＨ同期検波部８０１が受信環境の測定を行う測定部の機能に相当
する。
【０１１６】
　ＤＰＣＨ同期検波部８０１は、例えば、同期検波を行ったＤＰＣＨ信号に含まれるＤＰ
ＤＣＨ（Dedicated Physical Data Channel）信号のＳＩＲ値を求める。ＤＰＣＨ同期検
波部８０１は、ＤＰＤＣＨ信号のＳＩＲ値を係数選択部８０３に出力する。ＤＰＣＨ同期
検波部８０１は、同期検波されたＤＰＣＨ信号をＤＰＣＨ復号処理部８０２に出力する。
ＤＰＣＨ同期検波部８０１は、ＳＩＲ閾値が、今回算出したＳＩＲ値と前回算出したＳＩ
Ｒ値との間にある場合に、今回算出したＳＩＲ値を係数選択部８０３に出力するようにし
てもよい。これにより、ＤＰＣＨ同期検波部８０１は、ＳＩＲ値を算出する度に、算出し
たＳＩＲ値を係数選択部８０３に出力しなくてもよい。
【０１１７】
　ＤＰＣＨ復号処理部８０２は、同期検波されたＤＰＣＨ信号に対して復号処理を行う。
復号処理は、誤り訂正処理、ＣＲＣ（Cyclic Redundancy Check）判定などの復号処理を
行なう。
【０１１８】
　係数選択部８０３は、ＤＰＣＨ同期検波部８０１から取得したＤＰＤＣＨ信号のＳＩＲ
値に基づいて係数を選択する。係数は、Ｅ－ＲＧＣＨ信号の判定閾値を生成するのに用い
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られる。係数選択部８０３は、ＤＰＤＣＨ信号のＳＩＲ値が、例えば１０ｄＢ（ＳＩＲ閾
値）未満であれば係数αＡを選択し、ＳＩＲ値が１０以上であれば係数αＢを選択する。
αＡとαＢとの関係は、αＡ＞αＢである。係数選択部８０３は、選択した係数αを閾値
算出部１５２に出力する。閾値算出部１５２は、測定１同様、係数αとＣＰＩＣＨ干渉成
分Ｉとを乗算して判定閾値Ｔｈを求める。
【０１１９】
　図２４は、測定７を用いる送信電力の制御処理の一例を示すフローチャートである。図
２４に示す処理で、図１０及び図２２と同様の処理のものは同じ符号を付す。ステップＳ
８０１で、ＤＰＣＨ同期検波部８０１は、ＤＰＣＨ逆拡散値に対し、同期検波を行い、Ｄ
ＰＤＣＨ信号のＳＩＲ値を係数選択部８０３に出力する。
【０１２０】
　ステップＳ８０２で、係数選択部８０３は、取得したＳＩＲ値に基づいて閾値を算出す
るのに用いる係数を選択する。係数選択部８０３は、例えば、ＳＩＲ値が１０ｄＢ以上で
あれば係数αＢを選択し、１０ｄＢ未満であれば係数αＡを選択する。係数が決まれば、
以降の処理は図１０に示す処理と同様である。
【０１２１】
　これにより、ＣＰＩＣＨ以外のチャネル品質に基づいて受信環境を測定することで、受
信性能に適応してＥ－ＲＧＣＨ信号の判定閾値を可変にすることができる。
【０１２２】
　以上、実施例２によれば、ＤＰＣＨ信号に基づいて測定した受信環境に応じてＥ－ＲＧ
ＣＨの判定閾値を可変にすることで、相対的許可チャネルＥ－ＲＧＣＨの信号成分の判定
性能を向上させることができる。
【０１２３】
　［実施例３］
　次に、実施例３における移動機について説明する。実施例３では、各チャネル信号に基
づいて受信環境を測定する。以下、各チャネル信号に基づいて受信環境を測定する測定８
について説明する。
【０１２４】
　（測定８）
　図２５は、測定８を用いる移動機の機能の一例を示すブロック図である。図２５に示す
移動機は、逆拡散部９０１、同期検波部９０２、Ｉｏｒ／Ｉｏｃ算出部９０３、係数選択
部９０４を有する。その他の機能は、図５に示す機能と同様であるため、同じ符号を付す
。測定８を用いる場合は、Ｉｏｒ／Ｉｏｃ算出部９０３が受信環境の測定を行う測定部の
機能に相当する。
【０１２５】
　逆拡散部９０２は、受信部７０１から取得した各チャネル信号に逆拡散処理を行う。逆
拡散部９０２は、Ｅ－ＡＧＣＨ逆拡散部９１１、Ｅ－ＨＩＣＨ逆拡散部９１２、Ｅ－ＲＧ
ＣＨ逆拡散部９１３、ＤＰＣＨ逆拡散部９１４、ＰＤＳＣＨ（Physical Downlink Shared
 Channel）逆拡散部９１５、ＳＣＣＨ（Shared Control Channel）逆拡散部９１６、ＣＰ
ＩＣＨ逆拡散部９１７を有する。各逆拡散部９１１～９１７は、逆拡散を行った逆拡散値
をＩｏｒ／Ｉｏｃ算出部９０３及び同期検波部９０２に出力する。
【０１２６】
　同期検波部９０２に含まれるＣＰＩＣＨ同期検波部９２１は、ＣＰＩＣＨの逆拡散値を
同期検波した後に算出したＣＰＩＣＨ干渉成分Ｉを、閾値算出部１５２及びＩｏｒ／Ｉｏ
ｃ算出部９０３に出力する。
【０１２７】
　Ｉｏｒ／Ｉｏｃ算出部９０３は、取得した各チャネルの逆拡散値から全てのチャネルの
信号（Ｉｏｒ）を求め、ＣＰＩＣＨ干渉成分Ｉからノイズ信号（Ｉｏｃ）を求める。Ｉｏ
ｒ／Ｉｏｃ算出部９０３は、ＩｏｒをＩｏｃで除算してＩｏｒ／Ｉｏｃ値を算出する。算
出されたＩｏｒ／Ｉｏｃ値は、係数選択部９０４に出力される。Ｉｏｒ／Ｉｏｃ算出部９
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０３は、Ｉｏｒ／Ｉｏｃ閾値が、今回算出したＩｏｒ／Ｉｏｃ値と前回算出したＩｏｒ／
Ｉｏｃ値との間にある場合に、今回算出したＩｏｒ／Ｉｏｃ値を係数選択部９０４に出力
するようにしてもよい。これにより、Ｉｏｒ／Ｉｏｃ算出部９０３は、Ｉｏｒ／Ｉｏｃ値
を算出する度に、算出したＩｏｒ／Ｉｏｃ値を算出しなくてもよい。
【０１２８】
　係数選択部９０４は、Ｉｏｒ／Ｉｏｃ算出部９０３から取得したＩｏｒ／Ｉｏｃ値に基
づいて係数を選択する。係数は、Ｅ－ＲＧＣＨの判定閾値を生成するのに用いられる。係
数選択部９０４は、Ｉｏｒ／Ｉｏｃ値が、例えば１０ｄＢ（Ｉｏｒ／Ｉｏｃ閾値）未満で
あれば係数αＡを選択し、Ｉｏｒ／Ｉｏｃ値が１０ｄＢ以上であれば係数αＢを選択する
。αＡとαＢとの関係は、αＡ＞αＢである。係数選択部９０４は、選択した係数αを閾
値算出部１５２に出力する。閾値算出部１５２は、測定１同様、係数αとＣＰＩＣＨ干渉
成分Ｉとを乗算して判定閾値Ｔｈを求める。
【０１２９】
　図２６は、測定８を用いる送信電力の制御処理の一例を示すフローチャートである。図
２６に示す処理で、図１０と同様の処理のものは同じ符号を付す。ステップＳ９０１で、
逆拡散部９０１は、各チャネルの逆拡散値をＩｏｒ／Ｉｏｃ算出部９０２に出力する。
【０１３０】
　ステップＳ９０２で、Ｉｏｒ／Ｉｏｃ算出部９０３は、当該移動機宛ての信号の全てを
示すＩｏｒを当該移動機宛てではない信号を示すＩｏｃで除算してＩｏｒ／Ｉｏｃ値を算
出する。
【０１３１】
　ステップＳ９０３で、係数選択部９０４は、取得したＩｏｒ／Ｉｏｃ値に基づいて閾値
を算出するのに用いる係数を選択する。係数選択部９０４は、例えば、Ｉｏｒ／Ｉｏｃ値
が１０ｄＢ以上であれば係数αＢを選択し、１０ｄＢ未満であれば係数αＡを選択する。
係数が決まれば、以降の処理は図１０に示す処理と同様である。
【０１３２】
　これにより、移動機の受信信号成分と干渉電力成分とを考慮したＩｏｒ／Ｉｏｃ値に基
づいて受信環境を測定することで、受信性能に適応してＥ－ＲＧＣＨ信号の判定閾値を可
変にすることができる。
【０１３３】
　以上、実施例３によれば、各チャネル信号に基づいて測定した受信環境に応じてＥ－Ｒ
ＧＣＨの判定閾値を可変にすることで、相対的許可チャネルＥ－ＲＧＣＨの信号成分の判
定性能を向上させることができる。
【０１３４】
　［実施例４］
　次に、実施例４における移動機について説明する。実施例４では、前述した各測定を任
意に組み合わせて受信環境を測定する。以下、測定１と測定５とを組み合わせる例につい
て説明する。
【０１３５】
　図２７は、実施例４における移動機の機能の一例を示すブロック図である。図２７に示
す移動機は、ＣＰＩＣＨ同期検波部１００１、測定部１００２、係数選択部１００３を有
する。その他の機能は、図５と図１９に示す機能と同様であるため、同じ符号を付す。
【０１３６】
　ＣＰＩＣＨ同期検波部１００１は、算出したＣＰＩＣＨ相関値及びＣＰＩＣＨ信号成分
Ｓを測定部１００２に出力する。
【０１３７】
　測定部１００２は、測定１で説明したように相関値タイミング算出部１４１、相関値比
較判定部１４２、パス数判定部１４３により、パス数を判定し、判定したパス数を係数選
択部１００３に出力する。測定部１００２は、測定５で説明したように受信電力算出部６
１１により、受信電力を算出し、算出した受信電力を係数選択部１００３に出力する。



(19) JP 5310603 B2 2013.10.9

10

20

30

40

50

【０１３８】
　係数選択部１００３は、測定部１００２から取得したパス数、及び受信電力に基づいて
係数を選択する。係数は、Ｅ－ＲＧＣＨ信号の判定閾値を生成するのに用いられる。係数
選択部１００３は、パス数がパス閾値（例えば１）より大きい場合、もしくは、受信電力
が電力閾値（例えば５０ｄＢｍ）以上の場合に受信環境が悪いと判定して係数αＢを選択
する。係数選択部１００３は、パス数がパス閾値以下、かつ、受信電力が電力閾値未満の
場合に受信環境が良いと判定して係数αＡを選択する。係数選択部１００３は、選択した
係数αを閾値算出部１５２に出力する。閾値算出部１５２は、測定１同様、係数αとＣＰ
ＩＣＨ干渉成分Ｉとを乗算して判定閾値Ｔｈを求める。
【０１３９】
　図２８は、実施例４における送信電力の制御処理の一例を示すフローチャートである。
図２８に示す処理で、図１０と同様の処理のものは同じ符号を付す。ステップＳ１００１
で、ＣＰＩＣＨ同期検波部１００１は、算出したＣＰＩＣＨ相関値及びＣＰＩＣＨ信号成
分Ｓを測定部１００２に出力する。
【０１４０】
　ステップＳ１００２で、測定部１００３は、ＣＰＩＣＨ相関値に基づいてパス数を判定
する。また、測定部１００３は、ＣＰＩＣＨ信号成分Ｓに基づいて受信電力を算出する。
パス数及び受信電力は、係数選択部１００３に出力される。
【０１４１】
　ステップＳ１００３で、係数選択部１００３は、取得したパス数及び受信電力に基づい
て閾値を算出するのに用いる係数を選択する。係数選択部９０４は、例えば、パス数がパ
ス閾値以下、かつ、受信電力が電力閾値未満の場合に受信環境が良いと判定して係数αＡ

を選択し、それ以外の場合は受信環境が悪いと判定して係数αＢを選択する。係数が決ま
れば、以降の処理は図１０に示す処理と同様である。
【０１４２】
　これにより、例えば２つの測定方法を組み合わせることにより、受信環境が良いと判定
される条件を制限し、１つの測定方法を用いるよりもＥ－ＲＧＣＨ信号の誤判定を少なく
することもできる。実際は受信環境が悪いにも係わらず、受信環境が良いと判定された場
合、判定閾値の値が大きくなってしまうことで、誤判定が多くなってしまうことを防止す
る。
【０１４３】
　実施例４では、測定１と測定５とを組み合わせたが、他の測定同士を組み合わせて、い
ずれも受信環境が良いと判定された場合に、係数選択部１００３は、受信環境が良いと判
定して係数αＡを選択してもよい。
【０１４４】
　以上、実施例４によれば、受信環境の各測定方法を任意に組み合わせて測定した受信環
境に応じてＥ－ＲＧＣＨ信号の判定閾値を可変にすることで、相対的許可チャネルＥ－Ｒ
ＧＣＨの信号成分の判定性能を向上させることができる。
【０１４５】
　次に、上述した各実施例における変形例について説明する。上述した各実施例で説明し
た送信電力の制御手順を移動機に実行させるためのプログラムとし、このプログラムをイ
ンストールして、移動機に実行させることにより上述した送信電力の制御処理を実現させ
ることも可能である。
【０１４６】
　また、このプログラムを、インターネットを介して移動機に送信し、このプログラムを
受信した移動機は、このプログラムをインストールして、前述した送信電力の制御処理を
実現させることも可能である。上記各実施例では、係数αは２つの場合の例を示したが、
３つ以上あってもよく、この場合、受信環境を細分化して測定すればよい。各実施例にお
いて、係数αを選択する方法を説明したが、各閾値生成部は、測定１で説明したように、
受信環境の指標と判定閾値とを対応付けたテーブルによって、判定閾値を生成又は選択し
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てもよい。
【０１４７】
　また、上記実施例では、ＨＳＵＰＡ通信を例に説明したが、Ｅ－ＲＧＣＨ信号のように
、移動機の送信電力を制御するための制御信号を用いる通信であれば、上記実施例は適用
可能である。
【０１４８】
　以上、各実施例について詳述したが、特定の実施例に限定されるものではなく、特許請
求の範囲に記載された範囲内において、上記変形例以外にも種々の変形及び変更が可能で
ある。
【０１４９】
　なお、以上の実施例に関し、さらに以下の付記を開示する。
（付記１）
　送信電力を制御するための制御信号を含む受信信号を基地局から受信する受信部と、
　前記受信信号に含まれる前記制御信号と第１の固有信号とにより求められる相関値を閾
値と比較する比較部と、
　前記比較部による比較結果に基づいて送信電力を制御する制御部と、
　前記閾値を、受信環境に応じて変更する閾値生成部と、
　を備える移動機。
（付記２）
　前記受信信号に含まれる所定の信号に基づいて前記移動機の受信環境を測定する測定部
をさらに備え、
　前記閾値生成部は、
　測定された受信環境に応じて前記閾値を生成する付記１記載の移動機。
（付記３）
　前記閾値は、増加と維持とを判定する第１閾値と、減少と維持とを判定する第２閾値と
を有し、
　前記閾値生成部は、
　受信環境に応じて前記第１閾値及び前記第２閾値を生成する付記２記載の移動機。
（付記４）
　前記受信信号は共通パイロットチャネル信号を含み、
　前記判定部は、
　前記共通パイロットチャネル信号と固有の信号との相関値に基づいて前記移動機の受信
環境を判定する付記２又は３記載の移動機。
（付記５）
　前記測定部は、
　前記共通パイロットチャネル信号の相関値に基づいてパス数を判定し、
　前記閾値生成部は、
　判定されたパス数に基づいて係数を選択する選択部と、
　選択された係数を前記共通パイロットチャネル信号の干渉成分に乗算することで前記閾
値を算出する閾値算出部と
　を備える付記４記載の移動機。
（付記６）
　判定されたパス数分の前記制御信号の同期検波を行う同期検波部をさらに備える付記５
記載の移動機。
（付記７）
　前記受信信号は共通パイロットチャネル信号を含み、
　前記測定部は、
　前記共通パイロットチャネル信号から前記共通パイロットチャネル信号の受信電力を算
出する電力算出部を備え、
　前記閾値生成部は、
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　算出された受信電力に基づいて係数を選択する選択部と、
　選択された係数を前記共通パイロットチャネル信号の干渉成分に乗算することで前記閾
値を算出する閾値算出部と、
　を備える付記２又は３記載の移動機。
（付記８）
　前記測定部は、
　前記受信環境を測定する方法を複数有し、
　前記閾値生成部は、
　複数の前記受信環境の測定結果に応じて前記閾値を生成する付記１記載の移動機。
（付記９）
　前記受信信号は共通パイロットチャネル信号を含み、
　前記測定部は、
　前記共通パイロットチャネル信号の相関値に基づいてパス数を判定するパス数判定部と
、
　前記共通パイロットチャネル信号から前記共通パイロットチャネルの受信電力を算出す
る電力算出部とを備え、
　前記閾値生成部は、
　判定されたパス数、及び算出された受信電力に基づいて前記閾値を生成する付記２又は
８記載の移動機。
（付記１０）
　前記受信信号は共通パイロットチャネル信号を含み、
　前記測定部は、
　前記共通パイロットチャネル信号のチャネル推定値からフェージング速度を判定する速
度判定部を備え、
　前記閾値判定部は、
　判定されたフェージング速度に応じて係数を選択する選択部と、
　選択された係数を前記共通パイロットチャネル信号の干渉成分に乗算することで前記閾
値を算出する閾値算出部と、
　を備える付記２又は３記載の移動機。
（付記１１）
　前記受信信号は共通パイロットチャネル信号を含み、
　前記測定部は、
　前記共通パイロットチャネル信号の受信品質を算出する品質算出部を備え、
　前記閾値生成部は、
　算出された受信品質に応じて係数を選択する選択部と、
　選択された係数を前記共通パイロットチャネル信号の干渉成分に乗算することで前記閾
値を算出する閾値算出部と、
　を備える付記２又は３記載の移動機。
（付記１２）
　前記受信信号は個別物理チャネル信号を含み、
　前記閾値生成部は、
　前記個別物理チャネル信号に含まれる個別物理データチャネル信号のＣＲＣの計算結果
、又は信号対干渉比の計算結果に基づいて前記閾値を生成する付記２又は３記載の移動機
。
（付記１３）
　前記閾値生成部は、
　前記受信信号に含まれる各チャネル信号の逆拡散値と共通パイロットチャネル信号の干
渉成分とに基づいてＩｏｒ／Ｉｏｃ値を算出する算出部と、
　算出されたＩｏｒ／Ｉｏｃ値に応じて係数を選択する選択部と、
　選択された係数を前記共通パイロットチャネル信号の干渉成分に乗算することで前記閾
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　を備える付記２又は３記載の移動機。
（付記１４）
　移動機における電力制御方法であって、
　送信電力を制御するための制御信号を含む受信信号を基地局から受信し、
　前記受信信号に含まれる前記制御信号と第１の固有信号とにより求められる相関値と比
較される閾値を、受信環境に応じて変更し、
　変更された閾値と前記相関値とを比較し、
　比較結果に基づいて送信電力を制御する電力制御方法。
【符号の説明】
【０１５０】
１０　無線部
２０　ベースバンド処理部
４０　制御部
５０　端末インタフェース部
１０１、７０１　受信部
１０２、７０２、９０１　逆拡散部
１０３、３０１　ＣＰＩＣＨチャネル推定部
１０４、７０３、９０２　同期検波部
１０５、３０２、４０２、５０１、６０２、１００２　測定部
１０６　閾値生成部
１０７　Ｅ－ＲＧＣＨ閾値比較部
１０８　Ｅ－ＲＧＣＨ判定部
１０９　電力制御部
１５１、３０３、４０３、５０２、６０３、７０５、８０３、９０４、１００３　係数選
択部
２０１　パス数判定部
２０２　Ｅ－ＲＧＣＨ同期検波部
３０４、４０１、６０１　ＣＰＩＣＨ同期検波部
７０４、８０２　ＤＰＣＨ復号処理部
８０１　ＤＰＣＨ同期検波部
９０３　Ｉｏｒ／Ｉｏｃ算出部
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