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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
送信局と受信局との間で情報を無線伝送するに際して、受信局での受信信号の品質が目標
信号品質を満足するように送信局での送信電力をインナループ制御すると共に、受信局で
の受信信号に含まれる伝送情報の品質が目標情報品質を満足するように上記目標信号品質
をアウタループ制御するようにした送信電力制御方法において、
　情報が送信局から受信局にフレーム毎に間欠的に伝送される状態において、その情報の
伝送が停止された後に情報の伝送が再開されるフレームにおいて、その停止時に得られた
上記目標信号品質の値より高品質となる目標信号品質の値を設定する目標信号品質設定手
順を有し、
　上記目標信号品質設定手順は、上記情報の伝送が停止された後に情報の伝送が再開され
る時に設定されるべき目標信号品質の値を、上記情報の伝送が停止される伝送休止期間の
長さに応じて調整する調整手順を有し、
　当該方法は、上記伝送休止期間に、上記目標情報品質より低い品質を表す擬似的な情報
品質を生成する擬似情報品質生成手順を更に有し、
　上記調整手順は、上記擬似情報品質生成手順にて生成される擬似的な情報品質を伝送情
報の品質として、その品質が上記目標情報品質を満足するように上記目標信号品質を制御
し、
　情報の伝送が再開されたときに得られている目標信号品質の値を、情報の伝送が再開さ
れる時に設定されるべき目標信号品質の値とし、
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　前記擬似的な情報品質は、所定の複数個のフレームの内１つが誤っていることに相当す
るフレームエラーレートで表現される送信電力制御方法。
【請求項２】
請求項１記載の送信電力制御方法において、
　上記調整手順は、上記情報の伝送が停止された後に情報の伝送が再開される時に設定さ
れるべき目標信号品質の値が、上記情報の伝送停止時に得られた目標信号品質の値からそ
の伝送休止期間の長さに応じた差分量だけ増加させた値となるよう調整する送信電力制御
方法。
【請求項３】
請求項１記載の送信電力制御方法において、
　受信局での受信信号に含まれる伝送情報の誤りを測定し、その測定された誤りに基づい
て上記伝送情報の品質を求めるようにし、
　上記擬似情報品質生成手順は、上記測定された伝送情報の誤りとして、所定周期毎に擬
似的に誤りを発生させ、その誤りに基づいて上記擬似的な情報品質を生成し、
　上記情報の伝送が再開された後では、上記擬似的に発生された誤りを加味せずに、測定
された伝送情報の誤りに基づいて上記伝送情報の品質を求めるようにした送信電力制御方
法。
【請求項４】
請求項１乃至３いずれか記載の送信電力制御方法において、
　上記情報の伝送が再開される時に設定されるべき目標信号品質の値は、所定の値以下と
なるように規制されるようにした送信電力制御方法。
【請求項５】
請求項１乃至４いずれか記載の送信電力制御方法において、
　複数のチャネルにて情報が送信局から受信局に間欠的に伝送される状態において、上記
目標信号品質設定手順は、全てのチャネルの情報の伝送が停止された後に上記複数のチャ
ネルのうち少なくとも１つのチャネルの情報の伝送が再開された時に、その停止時に得ら
れた目標信号品質の値より大きな値の目標信号品質を設定するようにした送信電力制御方
法。
【請求項６】
請求項５記載の送信電力制御方法において、
　受信局での受信信号に含まれる各チャネルの伝送情報の品質が対応するチャネルで定め
られた目標情報品質を満足するように上記目標信号品質を制御するようにした送信電力制
御方法。
【請求項７】
送信局と受信局との間で情報を無線伝送するに際して、受信局での受信信号の品質が目標
信号品質を満足するように送信局での送信電力をインナループ制御するための送信電力制
御信号を生成すると共に、受信局での受信信号に含まれる伝送情報の品質が目標情報品質
を満足するように上記目標信号品質をアウタループ制御する送信電力制御装置において、
　情報が送信局から受信局にフレーム毎に間欠的に伝送される状態において、その情報の
伝送が停止された後に情報の伝送が再開されるフレームにおいて、その停止時に得られた
上記目標信号品質の値より高品質となる目標信号品質の値を設定する目標信号品質設定手
段を有し、
　上記目標信号品質設定手段は、上記情報の伝送が停止された後に情報の伝送が再開され
る時に設定されるべき目標信号品質の値を、上記情報の伝送が停止される伝送休止期間の
長さに応じて調整する調整手段を有し、
　当該送信電力制御装置は、上記伝送休止期間に、上記目標情報品質より低い品質を表す
擬似的な情報品質を生成する擬似情報品質生成手段を有し、
　上記調整手段は、上記擬似情報品質生成手段にて生成される擬似的な情報品質を伝送情
報の品質として、その品質が上記目標情報品質を満足するように上記目標信号品質を制御
し、
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　情報の伝送が再開されたときに得られている目標信号品質の値を、情報の伝送が再開さ
れる時に設定されるべき目標信号品質の値とし、
　前記擬似的な情報品質は、所定の複数個のフレームの内１つが誤っていることに相当す
るフレームエラーレートで表現される送信電力制御装置。
【請求項８】
請求項７記載の送信電力制御装置において、
　上記調整手段は、上記情報の伝送が停止された後に情報の伝送が再開される時に設定さ
れるべき目標信号品質の値が、上記情報の伝送停止時に得られた目標信号品質の値からそ
の伝送休止期間の長さに応じた差分量だけ増加させた値となるよう調整する送信電力制御
装置。
【請求項９】
請求項７記載の送信電力制御装置において、
　受信局での受信信号に含まれる伝送情報の誤りを測定し、その測定された誤りに基づい
て上記伝送情報の品質を求めるようにし、
　上記擬似情報品質生成手段は、上記測定された伝送情報の誤りとして、所定周期毎に擬
似的に誤りを発生させ、その誤りに基づいて上記擬似的な情報品質を生成し、
　上記情報の伝送が再開された後では、上記擬似的な発生された誤りを加味せずに、測定
された伝送情報の誤りに基づいて上記伝送情報の品質を求めるようにする擬似誤り取消し
手段を有する送信電力制御装置。
【請求項１０】
請求項７乃至９のいずれか記載の送信電力制御装置において、
　上記目標品質設定手段は、上記情報の伝送が再開される時に設定されるべき目標信号品
質の値を所定の値以下となるように規制するようにした送信電力制御装置。
【請求項１１】
請求項７乃至１０のいずれか記載の送信電力制御装置において、
　複数のチャネルにて情報が送信局から受信局に間欠的に伝送される状態において、上記
目標信号品質設定手段は、全てのチャネルの情報の伝送が停止された後に上記複数のチャ
ネルのうち少なくとも１つのチャネルの情報の伝送が再開された時に、その停止時に得ら
れた目標信号品質の値より大きな値の目標信号品質を設定するようにした送信電力制御装
置。
【請求項１２】
請求項１１記載の送信電力制御装置において、
　受信局での受信信号に含まれる各チャネルの伝送情報の品質が対応するチャネルで定め
られた目標情報品質を満足するように上記目標信号品質を制御する目標信号品質制御手段
を有する送信電力制御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は，送信電力方法及び装置に係り、詳しくは、送信局と受信局との間で情報（デ
ータ）を無線伝送するシステムにおける送信電力制御方法及び装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、国際公開WO97/50197に開示される送信電力制御方法が知られている。この送信電
力制御方法は、CDMA方式の移動通信システムにおける基地局と移動局との間の無線通信に
際して送信局（基地局または移動機）での送信電力を所謂２重閉ループ制御に従って制御
している。この２重閉ループ制御では、受信局において測定された希望波対干渉波及び雑
音電力比（以下、受信ＳＩＲ（SIR：Signal　to　Interference　plus　noise　power　R
atio）という）が目標ＳＩＲとなるように送信局での送信電力を制御する（インナールー
プ制御）。そして、その過程で、受信局における受信情報の品質（例えば、フレーム誤り
率（ＦＥＲ）、ビット誤り率（ＢＥＲ）など）を測定し、その受信情報の品質が目標品質
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となるように、上記目標ＳＩＲを制御する（アウターループ制御）。
【０００３】
　このような２重閉ループ制御の手法に従って送信局での送信電力を制御する方法によれ
ば、受信局での受信情報の品質を所望の品質（目標品質）に維持しつつ、無駄のない送信
電力制御が可能となる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　ところで、送信局と受信局との間で連続的に情報を送受信する場合は、上記のような２
重閉ループ制御により適正な送信電力制御が可能となる。しかし、送信局と受信局との間
で間欠的（バースト的）に情報が送受信される場合（パケットの送受信の場合、制御信号
の送受信の場合など）、次のような問題がある。
【０００５】
　例えば、図１８に示すように、送信局と受信局との間でなされるデータの送受信が時刻
ｔeにて停止され、休止期間後の時刻ｔsにてデータの送受信が再開される場合がある。こ
のような場合、上記休止期間中に移動局となる送信局または受信局の移動に起因して送信
局と受信局との間のマルチパスの状況が変化したりフェージングが発生するなど、送信局
と受信局との間の電波伝搬環境が変化する可能性がある。このように休止期間中に送信局
と受信局との間の電波伝搬環境が変化すると、データの送受信が再開された際（時刻ｔs
）のデータの受信品質が、データの送受信が停止された際（時刻ｔe）のデータの受信品
質より低下している可能性がある。
【０００６】
　このような状況において、例えば、データの送受信の停止時（時刻ｔe）における目標
ＳＩＲの値をデータの送受信の再開時（時刻ｔs）まで維持していると、その目標ＳＩＲ
の値が、休止期間中に送信局と受信局との間の電波伝搬状況から予想されるデータの受信
品質に基づいて本来得られるべき目標ＳＩＲ（図１８に示す破線参照）の値より低くなる
ことがある。このため、データの送受信が再開されたときに、上記アウターループ制御に
よって目標ＳＩＲが本来得られるべき目標ＳＩＲの値に収束するまでに時間を要し、その
データの送受信が再開された後、目標ＳＩＲが収束するまでの時間、そのデータの受信品
質が劣化してしまう。
【０００７】
　そこで、本発明の課題は、所謂２重閉ループ制御を用いた送信電力制御方法及び装置に
おいて、情報が間欠的に送受信される際に情報の送受信の開始時から情報の受信品質の劣
化の少ない送信電力制御を可能にする送信電力制御方法及び装置を提供することである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記第一の課題を解決するため、本発明の一形態によれば、送信局と受信局との間で情
報を無線伝送するに際して、受信局での受信信号の品質が目標信号品質を満足するように
送信局での送信電力を制御すると共に、受信局での受信信号に含まれる伝送情報の品質が
目標情報品質を満足するように上記目標信号品質を制御するようにした送信電力制御方法
において、情報が送信局から受信局に間欠的に伝送される状態において、その情報の伝送
が停止された後に情報の伝送が再開される時に、その停止時に得られた目標信号品質の値
より大きな値の目標信号品質を設定する目標信号品質設定手順を有するように構成される
。
【０００９】
　このような信電力制御方法では、情報の伝送が停止された後に情報の伝送が再開される
時に、受信信号の品質が、その停止時に得られた目標信号品質の値より大きな値の目標信
号品質を満足するように送信局での送信電力が制御される。その結果、情報の伝送が再開
された時には、情報の伝送が停止された時に比べて大きな送信電力にて上記情報の伝送が
なされる。
【００１０】
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　上記受信信号の品質は、送信局からの信号を受信局にて受信した際のその受信信号の品
質であれば、特に限定されず、例えば、受信信号のレベルや、希望波対干渉波及び雑音電
力比（SIR）で表現することができる。
【００１１】
　また、伝送情報は、データ、制御信号等、送信局から受信局に伝送すべき情報であれば
、特に限定されない。その伝送情報の品質は、本来の伝送情報と受信局で得られた伝送情
報との違いの程度を表すものであれば、特に限定されず、例えば、フレーム誤り率（FER
）、ビット誤り率（BER）、それらの平均値、あるいは、情報の伝送単位（例えば、フレ
ーム）における誤りの有無そのものなどで表すことができる。
【００１２】
　上記情報の伝送が再開される時に設定されるべき目標信号品質は、例えば、当該目標信
号品質の制御範囲の上限値またはその近傍の値のような固定値とすることも、種々の状況
に応じて調整するようにすることもできる。
【００１３】
　後者の場合、例えば、情報信号の伝送休止期間の長さに応じて送信局と受信局との間の
電波伝搬環境の変化の程度が異なる状況において、無駄の少ない送信電力制御が可能にな
るという観点から、本発明の一形態によれば、上記送信電力制御方法において、上記目標
信号品質設定手順は、上記情報の伝送が停止された後に情報の伝送が再開される時に設定
されるべき目標信号品質の値を、上記情報の伝送が停止される伝送休止期間の長さに応じ
て調整する調整手順を有するように構成することができる。
【００１４】
　また、本発明の一形態によれば、上記送信電力制御方法において、上記調整手順は、上
記情報の伝送が停止された後に情報の伝送が再開される時に設定されるべき目標信号品質
の値が、上記情報の伝送停止時に得られた目標信号品質の値からその伝送休止期間の長さ
に応じた差分量だけ増加させた値となるよう調整するように構成することができる。
【００１５】
　目標信号品質の調整を情報の伝送休止期間を意識せずに行なうことができるという観点
から、本発明の一形態によれば、上記各送信電力制御方法において、上記伝送休止期間に
、上記目標情報品質より低い品質を表す擬似的な情報品質を生成する擬似情報品質生成手
順を有し、
　上記調整手順は、上記擬似情報品質生成手順にて生成される擬似的な情報品質を伝送情
報の品質として、その品質が上記目標情報品質を満足するように上記目標信号品質を制御
し、情報の伝送が再開されたときに得られている目標信号品質の値を、情報の伝送が再開
される時に設定されるべき目標信号品質の値とするように構成することができる。
【００１６】
　伝送情報の品質を求めるためのアルゴリズムを、擬似的な情報品質の生成にそのまま利
用できると共に、情報の伝送再開時に、より正確な伝送情報の品質を求めることができる
という観点から、本発明の一形態によれば、上記送信電力制御方法において、受信局での
受信信号に含まれる伝送情報の誤りを測定し、その測定された誤りに基づいて上記伝送情
報の品質を求めるようにし、上記擬似情報品質生成手順は、上記測定された伝送情報の誤
りとして、所定周期毎に擬似的に誤りを発生させ、その誤りに基づいて上記擬似的な情報
品質を生成し、上記情報の伝送が再開された後では、上記擬似的な発生された誤りを加味
せずに、測定された伝送情報の誤りに基づいて上記伝送情報の品質を求めるように構成す
ることができる。
【００１７】
　伝送情報が過剰品質になることを防止しつつ適正な送信電力制御が可能になるという観
点から、本発明の一形態によれば、上記各送信電力制御方法において、上記情報の伝送が
再開される時に設定されるべき目標信号品質の値は、所定の値以下となるように規制され
るように構成することができる。
【００１８】
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　複数のチャネルで情報を伝送する場合に適正な送信電力制御が可能になるという観点か
ら、本発明の一形態によれば、上記各送信電力制御方法において、複数のチャネルにて情
報が送信局から受信局に間欠的に伝送される状態において、上記目標信号品質設定手順は
、全てのチャネルの情報の伝送が停止された後に上記複数のチャネルのうち少なくとも１
つのチャネルの情報の伝送が再開された時に、その停止時に得られた目標信号品質の値よ
り大きな値の目標信号品質を設定するように構成することができる。
【００１９】
　また、本発明の一形態によれば、上記送信電力制御方法において、受信局での受信信号
に含まれる各チャネルの伝送情報の品質が対応するチャネルで定められた目標情報品質を
満足するように上記目標信号品質を制御するように構成することができる。
【００２０】
　更に、上記課題を解決するため、本発明の一形態によれば、送信局と受信局との間で情
報を無線伝送するに際して、受信局での受信信号の品質が目標信号品質を満足するように
送信局での送信電力を制御するための送信電力制御信号を生成すると共に、受信局での受
信信号に含まれる伝送情報の品質が目標情報品質を満足するように上記目標信号品質を制
御する送信電力制御装置において、情報が送信局から受信局に間欠的に伝送される状態に
おいて、その情報の伝送が停止された後に情報の伝送が再開される時に、その停止時に得
られた目標信号品質の値より大きな値の目標信号品質を設定する目標信号品質設定手段を
有するように構成される。
【００２１】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００２２】
　本発明の実施の一形態に係る送信電力制御方法が適用される無線通信システムは、例え
ば、図１に示すように構成される。この無線通信システムは、移動局と基地局との間で情
報の送受信がなされる移動通信システムである。
【００２３】
　図１において、移動局１００と基地局２００とが、例えば、CDMA方式に従って信号（パ
ケット、制御信号、音声信号など）の送受信を行なう。移動局１００は、送信装置１１０
、受信装置１２０、信号処理部１３０及びユーザインターフェース１４０を有する。また
、基地局２００は、送信装置２１０、受信装置２２０及び信号処理部２３０を有する。
【００２４】
　移動局１００のユーザインターフェース１４０にてユーザから入力された情報（音声、
文書、画像等）は、信号処理部１３０にて所定の形式の信号となるように処理される。信
号処理部１３０からの信号は、送信装置１１０に供給され、符号化処理、変調処理等の所
定の処理が施される。そして、その処理により得られた信号が送信装置１１０から基地局
２００に送信される。
【００２５】
　移動局１００からの信号を受信した基地局２００の受信装置２２０は、その受信信号に
対して復調処理、復号処理等の所定の処理を施す。そして、受信装置１２０にて生成され
た信号が信号処理部２３０にてネットワーク上を伝送可能な形式に変換され、その信号が
信号処理部２３０からネットワークを介して通信相手の端末に送信される。
【００２６】
　基地局２００において、ネットワークから供給される信号は、信号処理部２３０にて所
定の形式となるように処理される。この信号処理部２３０からの信号は、送信装置２１０
に供給され、符号化処理、変調処理等の所定の処理が施される。その処理により得られた
信号が送信装置２１０から移動局１００に送信される。
【００２７】
　基地局２００からの信号を受信した移動局１００の受信装置１２０は、その受信信号に
対して復調処理、復号処理等の所定の処理を施す。そして、受信装置１２０で生成された
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信号が信号処理部１３０にてユーザインターフェース１４０で処理可能な形式に変換され
、その信号に基づいてユーザインターフェース１４０からユーザに対して情報（音声、文
書（メール）、画像等）の提示がなされる。
【００２８】
　基地局２００の送信装置２１０は、移動局１００から送信される送信電力制御ビット（
電力増加、電力低減を表す）に基づいて送信電力制御（下り送信電力制御）を行う。なお
、移動局１００の送信装置１１０も、基地局２００から送信される送信電力制御ビットに
基づいて送信電力制御（上り送信電力制御）を行なうことができるが、以下、上記下り送
信電力制御について説明する。
【００２９】
　基地局２００の送信装置２１０は、例えば、図２に示すような構成部を有する。
【００３０】
　図２において、この構成部は、無線送信部２１１、誤り検出符号化部２１２、誤り訂正
符号化部２１３及び送信電力制御部２１４を有している。誤り検出符号化部２１２は、送
信すべき情報を表すデータを信号処理部２３０（図１参照）から入力すると、例えば、CR
C（cycle　redundancy　check）の手法に従ってデータの符号化を行ない、誤り検出用の
パリティビットをフレーム単位に付加して出力する。誤り訂正符号化部２１３は、誤り検
出符号化部２１２からのフレーム単位のパリティビット付きデータの符号化を行なう。
【００３１】
　無線送信部２１１は、誤り訂正符号化部２１３からのフレーム単位の符号化データに基
づいて変調を行い、その変調により得られる信号を送信する。送信電力制御部２１４は、
後述するように移動局１００にて生成された送信電力制御ビットを受信装置２２０から取
得し、その送信電力制御ビットに基づいて無線送信部２１１での送信電力を制御する。例
えば、送信電力制御ビットが電力増加を表す場合には、所定量（dB）だけ送信電力を増加
させ、その送信電力ビットが電力低減を表す場合には、所定量（dB）だけ送信電力を低減
させる。
【００３２】
　移動局１００の受信装置１２０は、例えば、図３に示すような構成部を有している。
【００３３】
　図３において、この構成部は、無線受信部１２１、誤り訂正復号／誤り検出部１２２、
誤り率測定部１２３、目標ＳＩＲ決定部１２４、ＳＩＲ測定部１２５、ＳＩＲ比較部１２
６及び送信電力制御ビット決定部１２７を有している。無線受信部１２１は、基地局２０
０から送信される信号を受信し、その受信信号を復調してベースバンド信号を生成する。
そのベースバンド信号は、誤り訂正復号／誤り検出部１２２に供給され、フレーム単位に
誤り訂正復号がなされると共に、CRCの手法に従って誤りの有無の検出がなされる。その
復号結果が情報出力として受信装置１２０から信号処理部１３０（図１参照）に供給され
る。この誤り訂正復号／誤り検出部１２２は、更に、フレーム単位毎に上記誤りの有無を
表す誤り検出結果及び、情報（データ、信号）を受信していない休止期間（図１８参照）
であるか否かを表す休止判定信号を出力する。
【００３４】
　誤り率測定部１２３は、上記誤り訂正復号／誤り検出部１２２からの誤り検出結果に基
づいて、フレーム誤り率（FER：Frame Error Rate）を受信信号（希望波）から復元した
情報の受信品質として演算する。
【００３５】
　ＳＩＲ測定部１２５は、無線受信部１２１にて得られた受信信号に基づいて受信ＳＩＲ
（希望波対干渉波及び雑音電力比）を演算する。この演算周期は、データのフレーム周期
より短い。目標ＳＩＲ決定部１２４は、後述するような手順に従って、誤り率測定部１２
３から出力される情報の受信品質（FER）が目標品質となるように、目標ＳＩＲを決定す
る。ＳＩＲ比較部１２６は、上記ＳＩＲ測定部１２５からの受信ＳＩＲと目標ＳＩＲ決定
部１２４からの目標ＳＩＲとを比較し、その比較結果を出力する。
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【００３６】
　送信電力制御ビット決定部１２７は、ＳＩＲ比較部１２６からの比較結果に基づいて送
信電力制御ビットの値を決定する。受信ＳＩＲが目標ＳＩＲより小さい場合、希望波の受
信レベルが低いとして、送信電力制御ビットが送信電力を増加させるべき値（例えば、「
１」）に決定される。一方、受信ＳＩＲが目標ＳＩＲより大きい場合、希望波の受信レベ
ルが高いとして、送信電力制御ビットが送信電力を低減させるべき値（例えば、「０」）
に決定される。このように値の決定される送信電力制御ビットは、送信電力制御ビット決
定部１２７から送信装置１１０に供給され、その送信装置１１０から基地局２００に送信
される。そして、基地局２００の送信装置２１０では、前述したように、この送信電力制
御ビットに基づいて送信電力制御がなされる。
【００３７】
　上記誤り率測定部１２３は、例えば、図４に示す手順に従ってFERを演算する。
【００３８】
　図４において、誤り率測定部１２３は、休止判定信号に基づいて現時点が休止期間であ
るか否かを判定し（S１）、休止期間でなければ、誤り訂正復号／誤り検出部１２２から
の誤り検出結果の入力待ち状態となる（Ｓ２でＮＯ）。この状態で、フレーム単位に誤り
訂正復号／誤り検出部１２２から出力される誤り検出結果が入力されると（Ｓ２でＹＥＳ
）、その誤り検出結果が誤り有り（CRC＝NG）を表すか否かが判定される（Ｓ３）。その
誤り検出結果が誤り有りを表す場合（Ｓ３でＹＥＳ）、誤りフレーム数のカウンタが＋１
だけカウントアップされる（Ｓ４）と共に、受信フレーム数のカウンタが＋１だけカウン
トアップされる（Ｓ５）。一方、その誤り検出結果が誤りなし（CRC＝OK）を表す場合（
Ｓ３でＮＯ）、誤りフレーム数のカウンタはカウントアップなされることなく、受信フレ
ーム数のカウンタが＋１だけカウントアップされる（Ｓ５）。
【００３９】
　その後、受信フレーム数が所定数に達したか否かが判定される（Ｓ６）。受信フレーム
数が所定数に達していない場合（Ｓ６でＮＯ）、通信中であるか否かの判定（Ｓ８）と共
に、上述した処理（Ｓ１～Ｓ６）が実行される。このようにして、基地局２００と移動局
１００との間でデータの送受信が行なわれている状態（休止期間でない状態）では、誤り
検出結果が入力される毎（Ｓ２でＹＥＳ）に、その誤り検出結果が誤り有りを表す場合に
（Ｓ３でＹＥＳ）、誤りフレーム数のカウンタ及び受信フレーム数のカウンタがカウント
アップされ（Ｓ４、Ｓ５）、その誤り検出結果が誤りなしを表す場合に（Ｓ３でＮＯ）、
受信フレーム数のカウンタだけがカウントアップされる（Ｓ５）。
【００４０】
　上記のような処理（Ｓ１～Ｓ６、Ｓ８）が繰り返し実行される過程で、受信フレーム数
が所定数に達すると（Ｓ６でＹＥＳ）、その時点で得られている受信フレーム数と誤りフ
レーム数からFER（＝誤りフレーム数／受信フレーム数）が演算され、そのFERが誤り率測
定部１２３から出力される（Ｓ７）。このとき、誤りフレーム数のカウンタ及び受信フレ
ーム数のカウンタがリセットされる。以後、基地局２００が移動局１００にデータの送信
がなされている間（Ｓ１でＮＯ）、上述した処理が繰り返し実行される。その結果、誤り
率測定部１２３は、受信装置１２０にて受信されるフレームの数が所定数に達する毎に、
FERを受信信号（希望波）から復元した情報の受信品質として出力する。
【００４１】
　上記所定数は、目標品質に応じて定められる。例えば、目標品質（目標FER）が１０-2

であれば、受信フレーム数１００に対して誤りフレーム数１となる品質であるので、上記
所定数は、１００以上に設定される。
【００４２】
　上述した処理の過程で、現時点が休止期間（送受信される実質的なデータがない期間）
であることを表す休止判定信号が誤り訂正復号／誤り検出部１２２から入力されると（Ｓ
１でＹＥＳ）、上記誤りフレーム数のカウンタ及び受信フレーム数のカウンタの各カウン
タがリセットされる（Ｓ９）。これは、基地局２００からのデータの送信が停止され、休
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止期間後、データの送信が再開されたときに、各カウンタに残っているカウント値に基づ
いてFERが演算されることを防止するためである。これにより、休止期間中に電波伝搬環
境が変化しても、データの送信が再開されたときの電波伝搬環境に基づいた情報の受信品
質（FER）を得ることができるようになる。
【００４３】
　なお、上記誤り率測定部１２３での処理は、基地局２００と移動局１００との間の通信
が終了すると（Ｓ８でＮＯ）、終了する。
【００４４】
　上記目標ＳＩＲ決定部１２４は、例えば、図５に示す手順に従って目標ＳＩＲを決定す
る。
【００４５】
　図５において、目標ＳＩＲ決定部１２４は、休止フラグをリセット（＝０）し（Ｓ１１
）、目標ＳＩＲ（SIRt）を初期値に設定する（Ｓ１２）。その後、目標ＳＩＲ決定部１２
４は、休止判定信号に基づいて現時点が休止期間であるか否かを判定し（Ｓ１３）、休止
期間でなければ、更に、休止フラグがセットされているか（＝１）否かを判定する（Ｓ１
４）。基地局２００から移動局１００にデータの送信がなされる状況で休止フラグがリセ
ットされている（＝０）場合（Ｓ１３でＮＯ）、目標ＳＩＲ決定部１２４は、前述したよ
うに誤り率測定部１２３から所定受信フレーム数毎に出力されるFERの入力待ち状態とな
る（Ｓ１５でＮＯ）。
【００４６】
　この状態で、誤り率測定部１２３からのFERが入力されると、その入力FERと目標誤り率
FERt（目標品質に対応）とが比較される（Ｓ１６）。そして、その比較結果に基づいて入
力FERが目標誤り率FERtの±αの範囲内にあるか否かが判定される（Ｓ１７）。入力FERが
目標誤り率FERtの±αの範囲内にあると（Ｓ１７でＹＥＳ）、現在設定されている目標Ｓ
ＩＲ（SIRt）が維持される（SIRt＝SIRt）（Ｓ１８）。一方、上記入力FERが目標誤り率F
ERtの±αの範囲内にないと（Ｓ１７でＮＯ）、更に、入力FERが目標誤り率の許容上限（
FERt＋α）を超えているか否かが判定される（Ｓ１９）。
【００４７】
　入力FERがこの目標誤り率の許容上限（FERt＋α）を超えていると（Ｓ１９でＹＥＳ）
、受信信号で表される情報の品質が目標品質に達していないとして、目標ＳＩＲ（SIRt）
がΔ1だけ増加される（SIRt＝SIRt＋Δ1）（Ｓ２０）。一方、入力FERが上記目標誤り率
の許容上限（FERt＋α）を超えていない場合（Ｓ１９でＮＯ）、更に、入力FERが目標誤
り率の許容下限（FERt－α）を下回っているか否かが判定される（Ｓ２１）。入力FERが
この目標誤り率の許容下限（FERt－α）を下回っていると（Ｓ２１でＹＥＳ）、受信信号
で表される情報の品質が目標品質に達しているとして、目標ＳＩＲ（SIRt）がΔ2だけ減
少される（SIRt＝SIRt－Δ2）（Ｓ２２）。
【００４８】
　なお、入力FERが上記目標誤り率の許容下限（FERt－α）を下回っていないと判定（Ｓ
２１でＮＯ）は、それまでの判定（Ｓ１７でＮＯ、Ｓ１９でＮＯ）と矛盾するため、現在
設定される目標ＳＩＲ（SIRt）が維持される（SIRt＝SIRt）（Ｓ１８）。
【００４９】
　上記のようにして、誤り率測定部１２３からFERが入力される毎に、その入力FERと目標
誤り率FERtとの相対的な関係に基づいて目標ＳＩＲ（SIRt）が決定される。その結果、例
えば、図６に示すように、基地局２００から移動局１００にデータが送信されている期間
（休止期間以外の期間）では、得られる情報の品質が目標品質より低ければ（入力FERが
目標誤り率の許容上限を超える場合）、その目標ＳＩＲ（SIRt）はΔ1ずつ増加される。
一方、得られる情報の品質が目標品質より高ければ（入力FERが目標誤り率の許容下限を
下回る場合）、その目標ＳＩＲ（SIRt）はΔ2ずつ減少される。そして、得られる情報の
品質が目標品質となれば（入力FERが目標誤り率の±αの範囲内の場合）、その目標ＳＩ
Ｒ（SIRt）が維持される。
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【００５０】
　そして、受信ＳＩＲが、上記のように制御（アウターループ制御）される目標ＳＩＲに
近づくように送信電力制御ビットの値が決定される（インナーループ制御）。その結果、
受信される情報の品質が目標品質となるように基地局の送信装置での送信電力が無駄なく
制御される。
【００５１】
　なお、上記目標ＳＩＲを増加させる単位Δ1と、それを減少させる単位Δ2は、同一であ
っても、異なってもよい。上記増加させる単位Δ1を減少させる単位Δ2より大きく設定す
ることは、情報の受信品質が目標品質より低い場合に、より早くその受信品質が目標品質
に収束できるように送信電力制御が行なわれる点から、好ましい。
【００５２】
　上記のような目標ＳＩＲ決定部１２４での処理の過程で、基地局２００からのデータの
送信が停止され、休止期間が開始されると、目標ＳＩＲ決定部１２４は、休止判定信号に
基づいて現時点が休止期間であると判定する（Ｓ１３でＹＥＳ）。すると、休止フラグが
セットされているか（＝１）否かが判定される（Ｓ２４）。そして、休止フラグがセット
されていなければ（Ｓ２４でＮＯ）、その休止フラグがセットされる（＝１）（Ｓ２５）
。以後、休止フラグがセットされていることの確認が繰り返し実行される（Ｓ１３、Ｓ２
４）。
【００５３】
　この状態で、基地局２００からのデータの送信が再開されると、目標ＳＩＲ決定部１２
４は、休止判定信号に基づいて現時点が休止期間でないと判定する（Ｓ１３でＮＯ）。そ
して、休止フラグがセットされているか否かが判定される（Ｓ１４）。上記休止期間後の
データ伝送開始時（図６に示す時刻ｔs1、ｔs2）では、上記休止期間の開始時（図６に示
す時刻ｔe1、ｔe2）にセットされた休止フラグの状態が維持されているので、休止フラグ
がセットされていると判定される（Ｓ１４でＹＥＳ）。すると、目標ＳＩＲ（SIRt）とし
て所定値SIRtoが設定される（SIRt＝SIRto）（Ｓ２６）。その後、休止フラグがリセット
される（＝０）（Ｓ２７）。以後、上述したような基地局２００からデータが送信されて
いる際の処理（Ｓ１３～Ｓ２２）と同様の処理が繰り返し実行され、入力FERと目標誤り
率FERtとの相対的な関係に基づいて目標ＳＩＲが決定される。
【００５４】
　上記のように休止期間後のデータ伝送再開時において設定される目標ＳＩＲの値SIRto
は、目標ＳＩＲ（SIRt）の制御範囲の上限値またはその近傍の値に定められる。その結果
、図６に示すように、そのデータ伝送再開時ｔs1、ｔs2から所定期間では、その休止期間
に移動局１００と基地局２００との間の電波伝搬環境が変化したとしても、受信ＳＩＲが
その比較的高い目標ＳＩＲの値SIRtoに近づくように送信電力制御がなされるので、移動
局１００で取得される情報の品質（誤り率）は、比較的高く（小さく）維持することがで
きる。
【００５５】
　なお、休止期間後のデータ伝送再開時において設定される目標ＳＩＲの値は、上記のよ
うに目標ＳＩＲの制御範囲の上限値またはその近傍の値に限られない。例えば、休止期間
開始時（ｔe1、ｔe2）に設定されている目標ＳＩＲの値に所定量だけ加算した値を休止期
間後のデータ伝送再開時（ｔs1、ｔs2）に設定することも可能である。この場合、その設
定される目標ＳＩＲの値が基地局２００と移動局１００との間の電波伝搬環境から予想さ
れる適正な目標ＳＩＲより低い場合であっても、従来の方法ように休止期間開始時に得ら
れている目標ＳＩＲから制御を再開する場合に比べて、目標ＳＩＲを上述した手順（Ｓ１
３～Ｓ２２）に従ってその適正な目標ＳＩＲにより早期に収束させることができる。
【００５６】
　なお、上述した目標ＳＩＲの設定のための処理（Ｓ１３～Ｓ２７）は、状況に応じて、
移動局１００と基地局２００との間で通信が継続されている状態（Ｓ２３でＹＥＳ）で繰
り返し実行される。そして、その処理は、移動局１００と基地局２００との間の通信が終
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了されると（Ｓ２３でＮＯ）、終了する。
【００５７】
　目標ＳＩＲ決定部１２４は、例えば、図７に示す手順に従って処理を行うこともできる
。この場合、休止期間の長さに応じて、休止期間後のデータの送信開始時に設定される目
標ＳＩＲの値が制御される。なお、図７において、図５に示す処理ステップと同様の処理
ステップには同じ参照符号が付されている。
【００５８】
　図７において、カウント値Ｎが初期値ゼロ（Ｎ＝０）に設定される（Ｓ３１）と共に、
目標ＳＩＲ（SIRt）が初期値に設定される（Ｓ１２）。その後、目標ＳＩＲ決定部１２４
は、休止判定信号に基づいて現時点が休止期間であるか否かを判定し（Ｓ１３）、休止期
間でなければ、更に、上記カウント値Ｎがゼロであるか否かを判定する（Ｓ１４）。基地
局２００から移動局１００にデータの送信がなされる状況で、上記カウント値Ｎがゼロで
ある場合（Ｓ１３でＮＯ）、目標ＳＩＲ決定部１２４は、前述した例（図５参照）と同様
に、誤り率測定部１２３からのFERが入力される毎に、その入力FERと目標誤り率FERtとの
相対的な関係に基づいて目標ＳＩＲの値を設定する（Ｓ１５～Ｓ２２）。
【００５９】
　上記のような目標ＳＩＲ決定部１２４での処理の過程で、基地局２００からのデータの
送信が停止され、休止期間が開始されると、目標ＳＩＲ決定部１２４は、上記休止判定信
号に基づいて現時点が休止期間であると判定する（Ｓ１３でＹＥＳ）。すると、所定時間
の計測を行なうタイマ処理が行なわれ（Ｓ３３）、上記カウント値Ｎが＋１だけインクリ
メントされる（Ｓ３４）。以後、休止期間の確認（Ｓ１３でＮＯ）と共に、上記タイマ処
理（Ｓ３３）とカウント値Ｎのインクリメント（Ｓ３４）が繰り返し実行される。その結
果、上記カウント値Ｎは上記タイマ処理で計測される時間毎に順次インクリメントされる
。
【００６０】
　この状態で、基地局２００からのデータの送信が再開されると、目標ＳＩＲ決定部１２
４は、休止判定信号に基づいて現時点が休止期間でないと判定する（Ｓ１３でＮＯ）。そ
して、上記カウント値Ｎがゼロであるか否かが判定される（Ｓ３２）。上記休止期間にお
いては、カウント値Ｎが順次インクリメントされ、休止期間の終了時点では、そのカウン
ト値Ｎは、当該休止期間の長さに対応した値となっている。従って、当該カウント値Ｎは
ゼロでないと判定される（Ｓ３２でＮＯ）。
【００６１】
　すると、カウント値Ｎと差分値Δ（Ｎ）との関係を表したテーブルを参照して、上記休
止期間の開始時にセットされて当該休止期間中維持されている目標ＳＩＲ（SIRt）の値に
現時点でのカウント値Ｎに対応した差分値Δ（Ｎ）を加算して新たな目標ＳＩＲが設定さ
れる（SIRt＝SIRt＋Δ（N））（Ｓ３５）。そして、上記カウント値Ｎがリセットされる
（Ｓ３６）。以後、上述したような基地局２００からデータが送信されている際の処理と
同様の処理（Ｓ１５～Ｓ２２）が繰り返し実行され、入力FERと目標誤り率FERtとの相対
的な関係に基づいて目標ＳＩＲが決定される。
【００６２】
　上記とカウント値Ｎと差分値Δ（Ｎ）との関係は、例えば、図８に示すようになってい
る。即ち、カウント値Ｎが増加するに従ってその差分値Δ（Ｎ）が階段状に増加する。そ
の結果、図９に示すように、休止期間ＴN2の開始時ｔe2に設定される目標ＳＩＲの値とそ
の休止期間ＴN2後のデータ伝送再開時ｔs2に設定される目標ＳＩＲとの差分値Δ（Ｎ２）
は、上記休止期間ＴN2より短い休止期間ＴN1の開始時ｔe1に設定される目標ＳＩＲの値と
その休止期間ＴN1後のデータ伝送再開時ｔs1に設定される目標ＳＩＲの値との差分値Δ（
Ｎ１）より大きくなる。
【００６３】
　従って、電波伝搬環境の変化が比較的大きくなると予想される比較的長い休止期間ＴN2
後のデータ伝送再開時ｔs2では、比較的大きな値の目標ＳＩＲが設定され、そのデータ伝
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送再開時ｔs2から所定時間、受信ＳＩＲがその比較的大きな値の目標ＳＩＲに近づくよう
に送信電力制御がなされる。そのため、移動局１００にて取得される情報の品質（誤り率
）が比較的高く（小さく）維持できるようになる。
【００６４】
　一方、電波伝搬環境の変化が比較的小さいと予想される比較的短い休止期間ＴN1後のデ
ータ伝送再開時ｔs1では、設定される目標ＳＩＲの値の増加分が比較的小さくなり、目標
ＳＩＲの値が必要以上に高く設定されることが防止される。そのため、移動局１００にて
取得される情報の品質（誤り率）が過剰品質となることが抑制されつつ送信電力制御がな
されるようになる。
【００６５】
　上記誤り率測定部１２３は、例えば、図１０に示す手順に従って処理を行うこともでき
る。この場合、休止期間において擬似的なFERが生成される。その擬似的なFERにより、目
標ＳＩＲ決定部１２４は、休止期間を認識しなくても、結果として、休止期間後のデータ
伝送再開時において比較的大きい値の目標ＳＩＲを設定することができるようになる。な
お、図１０において、図４に示す処理ステップと同様の処理ステップには同じ参照符号が
付されている。
【００６６】
　図１０において、誤り率測定部１２３は、カウント値Ｎを初期値ゼロに設定すると共に
定数値Ｍを設定する（Ｓ４１）。そして、誤り率測定部１２３は、誤り訂正復号／誤り検
出部１２２でのフレーム受信処理（受信フレームについての復号処理、誤り検出処理）が
終了したか否かを監視する（Ｓ４２）。誤り訂正復号／誤り検出部１２２でのフレーム受
信処理が終了したことが判定されると（Ｓ４２でＹＥＳ）、休止判定信号に基づいて受信
データの有無が判定される（Ｓ４３）。受信データが有る場合（休止期間でない場合）（
Ｓ４３でＹＥＳ）、誤り測定部１２３は、誤り訂正復号／誤り検出部１２２からの誤り検
出結果を取得する（Ｓ４４）。
【００６７】
　その後、前述した例（図４参照）と同様に、その取得された誤り検出結果が誤り有りを
表す場合に（Ｓ３でＹＥＳ）、誤りフレーム数のカウンタ及び受信フレーム数のカウンタ
がカウントアップされ（Ｓ４、Ｓ５）、その誤り検出結果が誤りなしを表す場合に（Ｓ３
でＮＯ）、誤りフレーム数のカウンタだけがカウントアップされる（Ｓ５）。上記受信フ
レーム数のカウンタがカウントアップされる前に上記カウント値Ｎのリセット（Ｎ＝０）
が行なわれる（Ｓ４５）。
【００６８】
　基地局２００から移動局１００へのデータの送信が継続されている状態（Ｓ４３でＹＥ
Ｓ）では、誤り率測定部１２３は、フレーム受信処理の終了を確認する毎に、誤り検出結
果を取得して、その検出結果に基づいて誤りフレーム数のカウンタのカウントアップの制
御及び受信フレーム数のカウンタのカウントアップの制御をカウント値Nのリセットと共
に繰り返し実行する（Ｓ４２、Ｓ４３、Ｓ４４、Ｓ３、Ｓ４、Ｓ４５、Ｓ５）。そして、
受信フレーム数が所定値に達すると（Ｓ６でＹＥＳ）、前述した例（図４参照）と同様に
、受信フレーム数と誤りフレーム数に基づいてFER（フレーム誤り率）が演算され、そのF
ERが出力される（Ｓ７）。そして、各カウンタがリセットされる。
【００６９】
　上述した手順に従った処理により、基地局２００から移動局１００へのデータ送信がな
されている状態において、誤り率測定部１２３は、受信フレーム数が所定数に達する毎に
、FERを目標ＳＩＲ決定部１２４に供給する。
【００７０】
　上述した処理の過程で、休止判定信号に基づいて受信データがないと判定される（現時
点が休止期間である）と判定されると（Ｓ４３でＮＯ）、カウント値Ｎが＋１だけインク
リメントされ（Ｓ４６）、そのカウント値Ｎが定数値Ｍに達したか否かが判定される（Ｓ
４７）。なお、この定数値Ｍは、判断ステップＳ６で用いられる所定値より小さい値とな
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る。そのカウント値Ｎが定数値Ｍに達していなければ（Ｓ４７でＮＯ）、受信フレーム数
のカウンタのカウントアップがなされる（Ｓ５）。以後、休止期間では（Ｓ４３でＮＯ）
、フレーム受信処理の終了が確認される（Ｓ４２でＹＥＳ）毎に、カウント値Ｎのインク
リメント（Ｓ４６）、カウント値Ｎが定数値Ｍに達したか否かの確認（Ｓ４７）、受信フ
レーム数のカウンタのカウントアップ（Ｓ５）、受信フレーム数が所定数に達したか否か
の判定（Ｓ６）が行なわれる。
【００７１】
　その過程で、カウント値Ｎが定数値Ｍに達すると（Ｓ４７でＹＥＳ）、誤りフレーム数
のカウンタのカウントアップ（Ｓ４）がなされると共に、カウント値Ｎのリセット（Ｎ＝
０）（Ｓ４５）が行なわれる。このような処理により、受信フレームがＭに達する毎に誤
りフレームのカウンタがカウントアップされる。そして、受信フレームが所定値に達する
と（Ｓ６でＹＥＳ）、その時点で得られている受信フレーム数と誤りフレーム数に基づい
てFERが算出される（Ｓ７）。
【００７２】
　休止期間中上述した処理（Ｓ４２、Ｓ４３、Ｓ４６、Ｓ４７、Ｓ４、Ｓ４５、Ｓ５、Ｓ
６、Ｓ７）が繰り返し実行されることにより、休止期間中、誤り率測定部１２３は、受信
フレームＭ個に対して誤りフレーム1個の割合に相当した擬似的なFERを出力する。
【００７３】
　なお、上記擬似的なFERは、目標ＳＩＲを決定する際に用いられる目標誤り率の許容上
限よりFERt＋αより大きな値となるように、上記定数値Ｍが設定される。
【００７４】
　上記のように基地局２００から移動局１００へのデータ送信がなされている間に誤り率
測定部１２３から出力される実際の誤りフレームの数に基づいたFERと、休止期間に誤り
率測定部１２３から出力される擬似的なFERを入力する目標ＳＩＲ決定部１２４は、例え
ば、図１１に示す手順に従って処理を行なう。なお、図１１において、図５に示す処理ス
テップと同様の処理ステップには同じ参照符号が付されている。
【００７５】
　前述した例（図５参照）と同様に、目標ＳＩＲ（SIRt）の初期値が設定された後（Ｓ１
２）、誤り率測定部１２３からFERが入力される毎に、その入力FERと目標誤り率FERtとの
相対的な関係に基づいて目標ＳＩＲ（SIRt）が決定される（Ｓ１５～Ｓ２２）。
【００７６】
　このような過程で、休止期間になると、誤り率測定部１２３からは、上述したように、
擬似的なFERが出力される。目標ＳＩＲ決定部１２４は、この擬似的なFERを入力FERとし
て上記と同様な手順に従って処理を行う。この場合、上記擬似的なFERは、上記定数値Ｍ
（図１０のＳ４１参照）を適当に決めることにより、目標誤り率の許容上限（FIRt＋α）
を超える値に設定される。そのため、上記処理の過程で、その擬似的なFERが入力FERとし
て取得される毎に、その入力FERと目標誤り率FERtとの相対的な関係に基づいて、目標Ｓ
ＩＲ（SIRt）がΔ1ずつ増加される（Ｓ１５、Ｓ１６、Ｓ１７、Ｓ１９、Ｓ２０）。
【００７７】
　上記処理により、図１２に示すように、休止期間において目標ＳＩＲがΔ１ずつ増加す
ると、前述した例（図７、図８、図９参照）と同様に、休止期間の開始時での目標ＳＩＲ
の値とその休止期間後のデータ伝送再開時での目標ＳＩＲの値との差分は、休止時間が長
くなるほど大きくなる。従って、前述した例と同様に、電波伝搬環境の変化が比較的大き
くなると予想される比較的長い休止期間後のデータ伝送再開時では、比較的大きな値の目
標ＳＩＲが設定され、そのデータ伝送再開時から所定時間、受信ＳＩＲがその比較的大き
な値の目標ＳＩＲに近づくように送信電力制御がなされる。一方、電波伝搬環境の変化が
小さいと予想される比較的短い休止期間後のデータ伝送再開時では、設定される目標ＳＩ
Ｒの値の増加分が比較的小さくなり、目標ＳＩＲの値が必要以上に高く設定されることが
防止される。
【００７８】
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　また、この例（図１０、図１１、図１２）では、目標ＳＩＲ決定部１２４は、休止期間
を認識せずに処理を行なうことができ、その処理が容易になる。
【００７９】
　図１０に示す手順に従ってFERを演算する場合、図１３に示すように、品質測定期間（
受信フレームが所定値に達するまでの期間）で得られた誤りフレームの数に基づいてFER
が演算され、そのFERがその品質測定期間後の目標ＳＩＲに反映されることになる。この
ため、品質測定期間の途中でデータ伝送が再開されると、そのデータ伝送再開時ｔsの直
後では、擬似的にカウントアップした誤りフレーム数が、実際の受信データの誤り率の演
算に加味されてしまう。このため、休止期間後のデータ伝送再開時ｔs直後に得られるFER
の精度が低下してしまう。
【００８０】
　このような問題を解決し、常に、休止期間後のデータ伝送再開時ｔsから実際の受信デ
ータの誤り率（FER）を正確に演算できるようにするため、誤り率測定部１２３は、例え
ば、図１４に示す手順に従って処理を行うことができる。なお、図１４において、図１０
に示す処理ステップと同様の処理ステップには同じ参照符号が付されている。
【００８１】
　図１４において、フレーム受信処理の終了を判定（Ｓ４２でＹＥＳ）した後に、休止判
定信号に基づいて受信データがない（休止期間）との判定がなされると、休止フラグがセ
ットされているか否かが判定される（Ｓ４９）。この休止フラグがセットされていなけれ
ば（Ｓ４９でＮＯ）、その休止フラグがセットされる（Ｓ５０）。
【００８２】
　以後、休止期間では、休止フラグがセットされていることの確認がなされつつ（Ｓ４９
）、前述した例（図１０参照）と同様に、Ｍ個の受信フレームに１つの誤りフレームの割
合で、誤りフレーム数のカウンタのカウントアップが行なわれる（Ｓ４６、Ｓ４７、Ｓ４
、Ｓ４５、Ｓ５）。そして、受信フレームの数が所定値に達する毎に、擬似的なFERが演
算され、出力される（Ｓ６）。
【００８３】
　上記の処理の過程で、休止期間が終了し、受信データがあるとの判定がなされると（Ｓ
４３でＹＥＳ）、休止フラグがセットされているか否かが判定される（Ｓ４８）。休止期
間後のデータ伝送再開時には、その休止期間の開始時にセットされた（Ｓ５０）休止フラ
グの状態が維持されているので、休止フラグがセットされていると判定される（Ｓ４８で
ＹＥＳ）。すると、誤りフレーム数のカウンタ及び受信フレーム数のカウンタがリセット
され（Ｓ５１）、上記休止フラグがリセットされる（Ｓ５２）。
【００８４】
　以後、前述した例と同様に、誤り訂正復号／誤り検出部１２２からの誤り検出結果を取
得する毎に（Ｓ４４）、その誤り検出結果が誤り有りを表していれば（Ｓ３でＹＥＳ）、
誤りフレームのカウンタ及び受信フレームのカウンタをカウントアップし（Ｓ４、Ｓ５）
、その誤り検出結果が誤りなしを表していれば、受信フレームのカウンタだけをカウント
アップする（Ｓ５）。そして、受信フレームの数が所定値に達すると（Ｓ６でＹＥＳ）、
その時点での、誤りフレーム数と、受信フレーム数に基づいてFERを演算し、出力する（
Ｓ７）。
【００８５】
　上記のような処理によれば、休止期間後のデータ伝送再開時には、誤りフレームのカウ
ンタ及び受信フレームのカウンタがリセットされるので、そのデータ伝送再開時からは、
実際の受信データの誤りの状況だけを反映したFERを得ることができるようになる。
【００８６】
　次に、複数の伝送チャネルがある場合の例について説明する。
【００８７】
　受信装置１２０は、例えば、図１５に示すような構成部を有する。
【００８８】
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　図１５において、無線受信部１２１からのチャネル１（例えば、データチャネル）とチ
ャネル２（例えば、制御チャネル）が多重化された信号が分離回路１２８にてチャネル１
の信号とチャネル２の信号に分離される。各チャネル毎に、図３に示す例と同様に、誤り
訂正復号／誤り検出部１２２ａ、１２２ｂ、及び誤り率測定部１２３ａ、１２３ｂが設け
られている。目標ＳＩＲ決定部１２４には、誤り測定部１２３ａからのチャネル１の品質
情報FER及び誤り率測定部１２３ｂからのチャネル２の品質情報FERが供給される。そして
、目標ＳＩＲは、各チャネルの受信品質情報と、各チャネルの目標品質情報に基づいて目
標ＳＩＲを決定する。
【００８９】
　前述した例と同様に、ＳＩＲ測定部１２５にて得られた受信ＳＩＲと上記目標ＳＩＲ決
定部１２４にて決定された目標ＳＩＲとがＳＩＲ比較部１２６にて比較される。そして、
その比較結果に基づいて送信電力制御ビット決定部１２７が送信電力制御ビットの値を決
定する。
【００９０】
　また、送信装置２１０は、例えば、図１６に示すような構成部を有する。
【００９１】
　図１６において、チャネル１及びチャネル２のそれぞれに対して、図２に示す例と同様
に、誤り検出符号化部２１２ａ、２１２ｂ及び誤り訂正符号化部２１３ａ、２１３ｂを有
している。各誤り訂正符号化部２１３ａ、２１３ｂからのデータが多重化回路２１５にて
多重化され、その多重化されたデータが無線送信部２１１に供給される。無線送信部２１
１は、その供給されるデータに基づいて変調行ない、その変調により得られる信号を送信
する。そして、送信電力制御部２１４が、送信電力制御ビットに基づいて無線送信部２１
１の送信電力を制御する。
【００９２】
　上記のように２つの伝送チャネルがある場合、例えば、図１７に示すように、各チャネ
ルで、間欠的にデータ（または、制御信号）の伝送がなされる。このよな状況では、
　　（１）双方のチャネルでデータの伝送がなされている状態
　　　　　（ｔe21以前、ｔs11～ｔe22）、
　　（２）チャネル１だけでデータの伝送がなされている状態
　　　　　（ｔe21～ｔe11、ｔe22～ｔe12）、
　　（３）どちらのチャネルともデータの伝送がなされていな状態
　　　　　（ｔe11～ｔs21、ｔe12～ｔs22）、
　　（３）チャネル２だけでデータの伝送がなされている状態
　　　　　（ｔs21～ｔs11、ｔs22～ｔs12）
が存在し得る。
【００９３】
　目標ＳＩＲ決定部１２４は、上記（１）の状態では、誤り率測定部１２３ａからの受信
品質情報（FER）とチャネル１での目標品質との相対的な関係に基づいてチャネル１での
目標ＳＩＲ（１）を決定し（図１１に示す手順参照）、誤り率測定部１２３ｂからの受信
品質情報（FER）とチャネル２での目標品質との相対的な関係に基づいてチャネル２での
目標ＳＩＲ（２）を決定する（図１１に示す手順参照）。そして、それぞれのチャネルで
の目標ＳＩＲ（１）、目標ＳＩＲ（２）のうち大きい値の目標ＳＩＲを最終的な目標ＳＩ
Ｒとして決定する。
【００９４】
　上記（２）、（４）の状態では、データの伝送がなされているチャネルに対応した誤り
率測定部１２３ａまたは１２３ｂからの受信品質情報（FER）とそのチャネルでの目標品
質との相対的な関係に基づいて目標ＳＩＲを決定する（図１１に示す手順参照）。
【００９５】
　更に、どちらのチャネルともデータの伝送がなされていない状態（３）（休止期間）か
ら少なくともいずれかのチャネルでのデータ伝送が再開された際に設定される目標ＳＩＲ
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の値SIRtxは、その目標ＳＩＲの制御範囲の上限値またはその近傍の値SIRto（図５、図参
照）に設定しても、休止期間の長さに対応した差分値だけ増加させた値（図７、図８、図
９、図１０、図１１、図１２参照）に設定してもよい。
【００９６】
　なお、上述した各例において、休止期間後のデータ伝送再開時に設定される目標ＳＩＲ
の値を予め定めた上限値を超えないように制御することで、必要以上に高い目標ＳＩＲと
なることが防止される。必要以上に高い目標ＳＩＲを設定した場合、データ伝送再開後、
本来の適切な目標ＳＩＲに収束するのに時間がかかり、過剰品質での通信状態が長く続く
ことになる。ＣＤＭＡ方式の移動通信システムの場合、各ユーザチャネルにおいて過剰品
質となる状態が長く続くことは、送信側において無駄な送信電力を消費することになり、
システム容量を減少させる結果になってしまう。上記のようにデータ伝送再開時に設定さ
れる目標ＳＩＲの値に制限を設けることで、そのような無駄な送信電力消費をできるだけ
低く抑えることができる。
【００９７】
　また、上記各例において、データの品質情報として、所定周期で得られるFERの移動平
均値を用いることもできる。
【００９８】
　更に、目標ＳＩＲ決定部１２４では、誤り率測定部１２３からのFERに基づいて目標Ｓ
ＩＲを決定するのではなく、誤り訂正復号／誤り検出部１２２からの誤り検出結果に基づ
いて目標ＳＩＲを決定することもできる。例えば、各フレーム毎または複数のフレーム毎
の誤り検出結果が誤り有りを表す場合、目標ＳＩＲを所定量（例えば、１dB）だけ増加さ
せ、誤りなしを表す誤り検出結果のフレームが連続した場合には、一定周期（所定フレー
ム数毎）で、目標ＳＩＲを所定量（例えば、０．５dB）減少させる。
【００９９】
　上記各例において、基地局２００は送信局に対応し、移動局１００は受信局に対応する
。また、ステップＳ２６での処理、ステップＳ３５での処理、図１０に示す処理を前提と
したステップＳ２０での処理は、目標信号品質設定手順（手段）に対応する。
【０１００】
【発明の効果】
　以上、説明したように、本発明の一形態によれば、情報の伝送が再開された時には、情
報の伝送が停止された時に比べて大きな送信電力にて上記情報の伝送がなされるようにな
るので、情報の伝送休止期間に送信局と受信局との間の電波伝搬環境が変化しても、その
情報の伝送を再び開始する時点から伝送情報の品質劣化の少ない送信電力制御が可能とな
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の一形態に係る送信電力制御方法が適用される無線通信システム
の一例を示すブロック図である。
【図２】　送信装置が有する送信電力制御に係る構成部の一例を示すブロック図である。
【図３】　受信装置が有する送信電力制御に係る構成部の一例を示すブロック図である。
【図４】　誤り率測定部での処理手順の第一の例を示すフローチャートである。
【図５】　目標ＳＩＲ決定部での処理手順の第一の例を示すフローチャートである。
【図６】　データの伝送状態と目標ＳＩＲとの関係の第一の例を示す図である。
【図７】　目標ＳＩＲ決定部での処理手順の第二の例を示すフローチャートである。
【図８】　カウント値Ｎと目標ＳＩＲの差分値Δ（N）との関係の一例を示す図である。
【図９】　データの伝送状態と目標ＳＩＲとの関係の第二の例を示す図である。
【図１０】　誤り率測定部での処理手順の第二の例を示すフローチャートである。
【図１１】　目標ＳＩＲ決定部での処理手順の第三の例を示すフローチャートである。
【図１２】　データの伝送状態と目標ＳＩＲとの関係の第三の例を示す図である。
【図１３】　品質測定期間とその期間で得られた品質情報が反映される目標ＳＩＲとの関
係の一例を示す図である。
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【図１４】　誤り率測定部での処理手順の第三の例を示すフローチャートである。
【図１５】　受信装置が有する複数チャネルを考慮した送信電力制御に係る構成部の一例
を示すブロック図である。
【図１６】　送信装置が有する複数チャネルを考慮した送信電力制御に係る構成部の一例
を示すブロック図である。
【図１７】　複数チャネルでのデータの伝送状態と目標ＳＩＲとの関係の一例を示す図で
ある。
【図１８】　従来の送信電力制御におけるデータ伝送状態と目標ＳＩＲとの関係の一例を
示す図である。
【符号の説明】
　１００　移動局
　１１０　送信装置
　１２０　受信装置
　１２１　無線受信部
　１２２　誤り訂正復号／誤り検出部
　１２３　誤り率測定部
　１２４　目標ＳＩＲ決定部
　１２５　ＳＩＲ測定部
　１２６　ＳＩＲ比較部
　１２７　送信電力制御ビット決定部
　１３０　信号処理部
　１４０　ユーザインターフェース
　２００　基地局
　２１０　送信装置
　２１１　無線送信部
　２１２　誤り検出符号化部
　２１３　誤り訂正符号化部
　２１４　送信電力制御部
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