
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のセルの各々に同一周波数を使用する基地局が設けられ、前記基地局内ではチャネ
ル毎に固有の直交符号を用いることでチャネルを分割し、前記基地局毎に割り当てられた
拡散符号を前記直交符号で拡散された前記チャネルと掛け合わることで前記セルを識別す
るＣＤＭＡ移動通信システムの前記基地局から送信される下りリンクのパイロットチャネ
ルの送信方法において、
　

前記パイ
ロットチャネルを配置し送信することを特徴とするパイロットチャネルの送信方法。
【請求項２】
　複数のセルの各々に同一周波数を使用する基地局が設けられ、前記基地局内ではチャネ
ル毎に固有の直交符号を用いることでチャネルを分割し、前記基地局毎に割り当てられた
拡散符号を前記直交符号で拡散された前記チャネルと掛け合わることで前記セルを識別す
るＣＤＭＡ移動通信システムの前記基地局から送信される下りリンクのパイロットチャネ
ルの送信方法において、
　前記システムで定める最低のシンボルレートよりも高いシンボルレートで前記パイロッ
トチャネルを配置し送信することを特徴とするパイロットチャネルの送信方法。
【請求項３】
　請求項２に記載のパイロットチャネルの送信方法において、前記システムで定める最低

10

20

JP 3793380 B2 2006.7.5

前記セルの１つに割り当てられた複数の直交符号セットの各々に対して、それぞれ異な
る拡散符号が割り当てられ、前記複数の直交符号セットの各々に対応する複数の



のシンボルレートよりも高いシンボルレートは各チャネルの送信電力とチャネル容量との
関係により決定されることを特徴とするパイロットチャネルの送信方法。
【請求項４】
　請求項 記載のパイロットチャネルの送信方法において、２番目以降の前記直交符号
セットに配置される前記パイロットチャネルの 送信を行わ
ないことを特徴とするパイロットチャネルの送信方法。
【請求項５】
　複数のセルの各々に同一周波数を使用する基地局が設けられ、前記基地局内ではチャネ
ル毎に固有の直交符号を用いることでチャネルを分割し、前記基地局毎に割り当てられた
拡散符号を前記直交符号で拡散された前記チャネルと掛け合わることで前記セルを識別す
るＣＤＭＡ移動通信システムの基地局において、
　

前記パイ
ロットチャネルを配置し送信することを特徴とする基地局。
【請求項６】
　複数のセルの各々に同一周波数を使用する基地局が設けられ、前記基地局内ではチャネ
ル毎に固有の直交符号を用いることでチャネルを分割し、前記基地局毎に割り当てられた
拡散符号を前記直交符号で拡散された前記チャネルと掛け合わることで前記セルを識別す
るＣＤＭＡ移動通信システムの基地局において、前記システムで定める最低のシンボルレ
ートよりも高いシンボルレートで前記パイロットチャネルを配置し送信することを特徴と
する基地局。
【請求項７】
　請求項６に記載の基地局において、前記システムで定める最低のシンボルレートよりも
高いシンボルレートは各チャネルの送信電力とチャネル容量との関係により決定されるこ
とを特徴とする基地局。
【請求項８】
　請求項 記載の基地局において、２番目以降の前記直交符号セットに配置される前記
パイロットチャネルの 送信を行わないことを特徴とする基
地局。
【請求項９】
　請求項５乃至請求項８のいずれかに記載の基地局を含むことを特徴とするＣＤＭＡ移動
通信システム。
【請求項１０】
　請求項５乃至請求項８のいずれかに記載の基地局と送信電力制御をしながら無線通信を
行う移動局であって、

通信
チャネルの干渉測定を行うことを特徴とする移動機。
【請求項１１】
　請求項５乃至請求項８のいずれかに記載の基地局と送信電力制御をしながら無線通信を
行う移動局であって、

前記パイロットチャネルのシンボル周期を用いて、

干渉測定を行う
ことを特徴とする移動機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）
移動通信システムにおける下りリンクのパイロットチャネルの送信方法、ＣＤＭＡ移動通
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１に
直交符号セットは確保するが、

前記セルの１つに割り当てられた複数の直交符号セットの各々に対して、それぞれ異な
る拡散符号が割り当てられ、前記複数の直交符号セットの各々に対応する複数の

５に
直交符号セットは確保するが、

前記移動局が通信を行う通信チャネルを識別する前記直交符号を含
む直交符号セットに対応する前記パイロットチャネルを用いて、または、前記パイロット
チャネルが送信されていない場合には前記確保された直交符号セットを用いて、前記

前記移動局が通信を行う通信チャネルを識別する前記直交符号を含
む直交符号セットに対応する または、
前記パイロットチャネルが送信されていない場合には前記確保された直交符号セットに対
応する前記パイロット信号のシンボル周期を用いて、前記通信チャネルの



信システム、基地局および移動局に関する。
【０００２】
【従来の技術】
図１は、ＣＤＭＡ移動通信システムにおける拡散符号配置の一例を概念的に示す図である
。
【０００３】
図１に示すように、通常、セル毎に固有であって、かつその周期が長い拡散符号（以下、
「スクランブリングコード」という）によりセルの分割を実現し、セル内の各チャネル毎
に固有であって、かつその周期が短い拡散符号（以下、「チャネライゼーションコード」
という）によりチャネルの分割を実現する。
【０００４】
チャネライゼーションコードは、通常、互いに直交する符号が用いられるが、直交関係に
ある符号は数に限りがある。チャネライゼーションコードが不足する場合、すなわち、直
交符号セットを使い切ってしまう場合には、１セルに複数のスクランブリングコードを割
り当てることで、新たなチャネライゼーションコード・セットを生成する。図１を一例と
して説明すると、セル＃１において、ＣＨ＃１～＃Ｎまでのチャネルに対応するチャネラ
イゼーションコード・セット＃１は、スクランブリングコードＳＣＣＯＤＥ＃１を用いて
いるが、ＣＨ＃Ｎ＋１以降のチャネルについては、スクランブリングコードＳＣＣＯＤＥ
＃２を用いて新たなチャネライゼーションコード・セット＃２を構成している。
【０００５】
次に、図２および図３を参照して、従来技術による下りリンクのパイロットチャネルの配
置、および各チャネルの送信電力の一例を概念的に説明する。
【０００６】
図２は、従来技術による下りリンクのパイロットチャネルの配置の一例を説明する図であ
る。図２において、各チャネルの幅はチャネルのシンボルレートを模式的に示すものであ
り、太いチャネルほどシンボルレートが高いことを示している。ＣＤＭＡ移動通信システ
ムは、さまざまなチャネルのデータシンボルに対してチャネライゼーションコードを用い
た拡散を施すことにより、直交化を行いつつ、さまざまなチャネルを同一の伝送速度で送
信することができるが、ここで、拡散後の同一の伝送速度を「チップレート」といい、拡
散前の各チャネルのデータシンボルの伝送速度を「シンボルレート」という。一般に、チ
ップレートＮチップ／秒のシステムでは、各チャネルのシンボルレートの合計がＮ以下で
あれば、セル内の直行符号セットが１系列で収まることになる。
【０００７】
下りリンクのパイロットチャネルＣＨ＃１は、下りリンクの通信チャネルの復調に用いる
位相情報を得たり、受信パスの検出を行ったり、または通信チャネルで送信電力制御を行
う際に干渉電力値を得る等の目的がある。また、パイロットチャネルは既知パターンでデ
ータ変調されるか、もしくはデータ変調が施されないので、システムが提供する最低のシ
ンボルレートで配置される（図２において、ＣＨ１が最も細く示されている）。
【０００８】
図３は、従来技術による下りリンクの各チャネルの送信電力の一例を説明する図である。
図３において、各チャネルの高さは送信電力を模式的に示すものであり、高いチャネルほ
ど送信電力が大きいことを示している。パイロットチャネルＣＨ＃１は上述した目的で用
いられるため、通常、図３に示すように、通信チャネルと比較して高い送信電力で送信さ
れる。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
送信電力制御のための干渉電力測定を精度よく行うためには、測定に用いる信号のサンプ
ルを短時間に多くとる必要がある。しかし、従来のパイロットチャネルは、システムが定
める最低のシンボルレートで配置されていたため、十分なサンプル数がとれず、測定精度
が悪くなるという問題点がある。
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【００１０】
また、下りリンクで複数の直交符号セットを用いる場合、同一直交符号セットに属するチ
ャネル同士は、ＲＡＫＥ合成を行う同一のパスでは互いに干渉し合わないのに対し、他の
マルチパス同士では干渉し合う。一方、他の直交符号セットに属するチャネルは同一パス
、他のマルチパスに係わらず互いに干渉し合う。従って、通信チャネルが受信する干渉電
力は、その通信チャネルの属する直交符号セットにより異なる。しかしながら従来は、図
２に示すように、パイロットチャネルが１つの直交符号セットにのみ配置されていたため
、他の直交符号セットのチャネルで送信電力制御を行う場合には、干渉電力の測定を正確
に行うことができないという問題点がある。
【００１１】
さらに、パイロットチャネルは情報を伝送しないオーバーヘッドのチャネルであるため、
必要以上の送信電力で送信を行うと、他のチャネルを圧迫し、チャネル容量は低下すると
いう問題点がある。一方、干渉電力測定は、送信電力が０であっても、そのチャネルの分
散を測定することで実行でき、また、干渉電力測定以外の用途にパイロットチャネルを用
いる場合には、一般的に、同一の直交符号セットに属するか否かは問題とはならない。
【００１２】
本発明の目的は、上記問題点に鑑み、パイロットチャネルをシステムが定める最低のシン
ボルレートよりも高いシンボルレートで配置することにより、一定時間に測定可能な干渉
測定シンボル数を増加させ、送信電力制御の精度を向上させることで、システム全体の容
量を増大させるＣＤＭＡ移動通信システムにおける下りリンクのパイロットチャネルの送
信方法、ＣＤＭＡ移動通信システム、基地局および移動局を提供することにある。
【００１３】
また、直交符号セット毎にパイロットチャネルを配置することにより、通信中のチャネル
と同一の直交符号セットに属するパイロットチャネルを用いた干渉電力測定が実現でき、
送信電力制御の精度を向上させることでシステム容量を増大させるＣＤＭＡ移動通信シス
テムにおける下りリンクのパイロットチャネルの送信方法、ＣＤＭＡ移動通信システム、
基地局および移動局を提供することにある。
【００１４】
さらに、２番目以降の直交符号セットのパイロットチャネルの送信をＯＦＦとする（チャ
ネルを確保するだけで実際には送信しない）ことにより、下りのトータルの送信電力を抑
え、システムの容量を増加させるＣＤＭＡ移動通信システムにおける下りリンクのパイロ
ットチャネルの送信方法、ＣＤＭＡ移動通信システム、基地局および移動局を提供するこ
とにある。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の発明は、複数のセルの各々に同一周波数を使用する基地局が設けられ
、前記基地局内ではチャネル毎に固有の直交符号を用いることでチャネルを分割し、前記
基地局毎に割り当てられた拡散符号を前記直交符号で拡散された前記チャネルと掛け合わ
ることで前記セルを識別するＣＤＭＡ移動通信システムの前記基地局から送信される下り
リンクのパイロットチャネルの送信方法において、

前記パイロットチャネルを配置し送信することを
特徴とする。
【００１６】
請求項１に記載の構成によれば、送信電力制御を実行しているチャネルにおいて、移動機
が干渉測定を行う場合、該チャネルと同一直交符号セットに属するパイロットチャネルを
用いた干渉電力測定が常に可能となり、送信電力制御の精度を向上させることができる。
【００１７】
請求項２に記載の発明は、複数のセルの各々に同一周波数を使用する基地局が設けられ、
前記基地局内ではチャネル毎に固有の直交符号を用いることでチャネルを分割し、前記基
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前記セルの１つに割り当てられた複数
の直交符号セットの各々に対して、それぞれ異なる拡散符号が割り当てられ、前記複数の
直交符号セットの各々に対応する複数の



地局毎に割り当てられた拡散符号を前記直交符号で拡散された前記チャネルと掛け合わる
ことで前記セルを識別するＣＤＭＡ移動通信システムの前記基地局から送信される下りリ
ンクのパイロットチャネルの送信方法において、前記システムで定める最低のシンボルレ
ートよりも高いシンボルレートで前記パイロットチャネルを配置し送信することを特徴と
する。
【００１８】
請求項３に記載の発明は、請求項２に記載のパイロットチャネルの送信方法において、前
記システムで定める最低のシンボルレートよりも高いシンボルレートは各チャネルの送信
電力とチャネル容量との関係により決定されることを特徴とする。
【００１９】
請求項２または請求項３に記載の構成によれば、パイロットチャネルのシンボルレートを
上げることで、干渉測定の精度を向上し、送信電力制御の精度を高めることができ、結果
的にシステムの容量を増大させることが可能となる。
【００２０】
　請求項４に記載の発明は、請求項 記載のパイロットチャネルの送信方法において、
２番目以降の前記直交符号セットに配置される前記パイロットチャネルの

送信を行わないことを特徴とする。
【００２１】
請求項４に記載の構成によれば、複数の直交符号セットそれぞれに配置したパイロットチ
ャネルのうち、１つのパイロットチャネル以外は送信を行わないことで、干渉電力測定用
のコードを確保しつつ、余分な電力を送信しないことで、チャネル容量を増大させること
ができる。
【００２２】
　請求項５に記載の発明は、複数のセルの各々に同一周波数を使用する基地局が設けられ
、前記基地局内ではチャネル毎に固有の直交符号を用いることでチャネルを分割し、前記
基地局毎に割り当てられた拡散符号を前記直交符号で拡散された前記チャネルと掛け合わ
ることで前記セルを識別するＣＤＭＡ移動通信システムの基地局において、
　

前記パイ
ロットチャネルを配置し送信することを特徴とする。
【００２３】
請求項５に記載の構成によれば、送信電力制御を実行しているチャネルにおいて、移動機
が干渉測定を行う場合、該チャネルと同一直交符号セットに属するパイロットチャネルを
用いた干渉電力測定が常に可能となり、送信電力制御の精度を向上させることができる。
【００２４】
請求項６に記載の発明は、複数のセルの各々に同一周波数を使用する基地局が設けられ、
前記基地局内ではチャネル毎に固有の直交符号を用いることでチャネルを分割し、前記基
地局毎に割り当てられた拡散符号を前記直交符号で拡散された前記チャネルと掛け合わる
ことで前記セルを識別するＣＤＭＡ移動通信システムの基地局において、前記システムで
定める最低のシンボルレートよりも高いシンボルレートで前記パイロットチャネルを配置
し送信することを特徴とする。
【００２５】
請求項７に記載の発明は、請求項６に記載の基地局において、前記システムで定める最低
のシンボルレートよりも高いシンボルレートは各チャネルの送信電力とチャネル容量との
関係により決定されることを特徴とする。
【００２６】
請求項６または請求項７に記載の構成によれば、パイロットチャネルのシンボルレートを
上げることで、干渉測定の精度を向上し、送信電力制御の精度を高めることができ、結果
的にシステムの容量を増大させることが可能となる。
【００２７】
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１に
直交符号セット

は確保するが、

前記セルの１つに割り当てられた複数の直交符号セットの各々に対して、それぞれ異な
る拡散符号が割り当てられ、前記複数の直交符号セットの各々に対応する複数の



　請求項８に記載の発明は、請求項 記載の基地局において、２番目以降の前記直交符
号セットに配置される前記パイロットチャネルの 送信を行
わないことを特徴とする。
【００２８】
請求項８に記載の構成によれば、複数の直交符号セットそれぞれに配置したパイロットチ
ャネルのうち、１つのパイロットチャネル以外は送信を行わないことで、干渉電力測定用
のコードを確保しつつ、余分な電力を送信しないことで、チャネル容量を増大させること
ができる。
【００２９】
請求項９に記載の発明は、ＣＤＭＡ移動通信システムにおいて、請求項５乃至請求項８の
いずれかに記載の基地局を含むことを特徴とする。
【００３０】
　請求項１０に記載の発明は、請求項５乃至請求項８のいずれかに記載の基地局と送信電
力制御をしながら無線通信を行う移動局であって、

前記通信チャネルの干渉測定を行うことを特徴とする。
【００３１】
　請求項１１に記載の発明は、請求項５乃至請求項８のいずれかに記載の基地局と送信電
力制御をしながら無線通信を行う移動局であって、

前記パイロットチャネルのシン
ボル周期を用いて、

干渉測定を行うことを特徴とする。
【００３２】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態について詳細に説明する。
【００３３】
図４は、本発明が適用される基地局の構成の一例を示す図であり、基地局の構成のうち本
発明に関係する部分のみを概念的に示している。なお、図４はスクランブリングコードが
２つの場合を一例に説明しているが、本発明はかかる場合に限定されるものではなく、ス
クランブリングコードの数がいずれの場合であっても本発明に適用することができる。
【００３４】
基地局４００は、少なくともパイロットチャネル用データシンボル生成部４０２、データ
シンボル生成部４０４、チャネライゼーションコード生成部４０６、第１乗算器４０８、
第１加算器４１０、スクランブリングコード生成部４１２、第２乗算器４１４、第２加算
器４１６、および無線送信部４１８から構成される。
【００３５】
パイロットチャネル用データシンボル生成部４０２は、パイロットチャネル用のデータシ
ンボルを生成し、またデータシンボル生成部４０４は、パイロットチャネル以外のチャネ
ルのデータシンボルを生成する。パイロットチャネル用データシンボル生成部４０２およ
びデータシンボル生成部４０４において、データシンボルはそれぞれのチャネル仕様に沿
った誤り訂正符号化、フレーム化処理がなされ、シンボルレートが決定される。
【００３６】
チャネライゼーションコード生成部４０６は、セル内の各チャネル毎に固有であって、か
つその周期が短い拡散符号であるチャネライゼーションコードを、各チャネル毎に生成す
る。チャネライゼーションコードは、通常、互いに直交する符号が用いられる。チャネラ
イゼーションコード生成部４０６は、スクランブリングコードに対応して、新たなチャネ
ライゼーションコード・セットを生成する。
【００３７】
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５に
直交符号セットは確保するが、

前記移動局が通信を行う通信チャネル
を識別する前記直交符号を含む直交符号セットに対応する前記パイロットチャネルを用い
て、または、前記パイロットチャネルが送信されていない場合には前記確保された直交符
号セットを用いて、

前記移動局が通信を行う通信チャネル
を識別する前記直交符号を含む直交符号セットに対応する

または、前記パイロットチャネルが送信されていない場合には前記確
保された直交符号セットに対応する前記パイロット信号のシンボル周期を用いて、前記通
信チャネルの



第１乗算器４０８は、パイロットチャネル用データシンボル生成部４０２またはデータシ
ンボル生成部４０４で生成された各データシンボル系列を各チャネライゼーションコード
で乗算する。
【００３８】
第１加算器４１０は、第１乗算器４０８で乗算された各データシンボル系列をチャネライ
ゼーションコード・セット毎に加算合成する。
【００３９】
スクランブリングコード生成部４１２は、セル毎に固有であって、かつその周期が長い拡
散符号であるスクランブリングコードを生成する。１セルには複数のスクランブリングコ
ードを割り当てることが可能であるが、２番目以降のスクランブリングコードは、例えば
、１番目のスクランブリングコードとは生成式が異なるコードや、生成式が同じだが位相
が異なる（すなわち、シフトレジスタの初期値が異なる）コードであってもよい。
【００４０】
第２乗算器４１４は、第１加算器４１０により加算合成された信号をスクランブリングコ
ードで乗算する。
【００４１】
第２加算器４１６は、各チャネライゼーションコード・セットを加算合成する。
【００４２】
無線送信部４１８は、第２加算器４１６により合成された信号を移動局に送信する。移動
局は基地局４００から受信した信号に基づいて送信電力制御を行う。
【００４３】
また、２番目以降のパイロットチャネルに対応するデータシンボルは、該パイロットチャ
ネルの送信がＯＦＦになる場合には、該パイロットチャネルのためのチャネライゼーショ
ンコードは確保するが、スイッチＳＷの制御により送信は行われない（図４において点線
で囲まれた部分を参照）。
【００４４】
次に、図５乃至図９を参照して本発明にかかる基地局によるパイロットチャネルの送信方
法を詳細に説明する。
【００４５】
（第１の実施形態）
図５は、本発明の第１の実施形態におけるパイロットチャネルの配置の一例を概念的に示
した図である。図５において、各チャネルの幅はチャネルのシンボルレートを模式的に示
しており、太いチャネルほどシンボルレートが高いことを示している。ここで、パイロッ
トチャネルＣＨ＃１、ＣＨ＃Ｎ＋１は、最低のシンボルレートよりも高いシンボルレート
が割り当てられている。シンボルレートを高めるために、例えば、図９に概念的に示すよ
うに、チップレートを同一にしたまま、すなわち拡散帯域幅を同一にしたまま、１シンボ
ルの時間を短くすることにより、１シンボル当たりのチップ数を減少させてシンボルレー
トを高めてもよい。パイロットチャネルの最適なシンボルレートの決定方法については、
例えば、図７に示す方法により決定する。
【００４６】
図７は、パイロットチャネルのシンボルレートと、送信電力制御を行う通信チャネルの所
要送信電力との関係を示す図である。
【００４７】
前述したように、パイロットチャネルのシンボルレートが高くなると、干渉電力測定精度
が向上し、送信電力制御が高精度で実現できるため、通信チャネルの所要送信電力は低減
される。ただし、パイロットチャネルのシンボルレートを高くすることで他の通信チャネ
ルに割り当てられるシンボルレートの総和が少なくなるため、チャネル容量が劣化する可
能性がある。従って両者の関係が容量上最適となるようなシンボルレートでパイロットチ
ャネルを配置する。
【００４８】
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また、図６は、本発明の第１の実施形態におけるパイロットチャネルおよび通信チャネル
の送信電力の一例を概念的に示した図である。図６において、各チャネルの高さはチャネ
ルの送信電力を模式的に示しており、高いチャネルほど送信電力が高いことを示している
。ここで、パイロットチャネルＣＨ＃１、ＣＨ＃Ｎ＋１はスクランブルコード毎に配置さ
れ、１つのパイロットチャネルＣＨ＃１を除いて、２番目以降のパイロットチャネルＣＨ
＃Ｎ＋１の送信をＯＦＦとする。
【００４９】
以上に示したように、パイロットチャネルをスクランブルコード毎に配置することで、チ
ャネライゼーションコードの直交性を考慮した干渉測定が実現できる。
さらに、パイロットチャネルのシンボルレートをシステムの定義する最低のシンボルレー
トより高くすることで、干渉測定サンプル数を多くし、干渉測定精度を向上させることが
できる。このように干渉測定をより正確に行うことで、送信電力制御を精度よく行うこと
が可能となり、チャネル容量を増大させることができる。また、配置されたパイロットチ
ャネルのうち、１つを除いて送信をＯＦＦとすることで、他チャネル、他セルに与える干
渉の増大を防ぐことができる。
【００５０】
（第２の実施形態）
図８は、本発明の第２の実施形態におけるパイロットチャネルおよび通信チャネルの送信
電力の一例を示した図である。
【００５１】
ただし、パイロットチャネルおよび通信チャネルのチャネル配置については第１の実施形
態に準ずるものとする。
【００５２】
図８に示すように、本実施の形態では、スクランブルコード毎に配置された各パイロット
チャネルをあらかじめ定めた電力値で送信する。
【００５３】
以上に示したように、スクランブルコード毎に配置されたパイロットチャネルの送信を行
うことで、干渉測定、パス検出、チャネル推定等を１つのパイロットチャネルで行うこと
が可能となり、移動機のハードウェアの増大を防ぐことができる。
【００５４】
（他の実施形態）
なお、上述した実施形態は、パイロットチャネルのシンボルレートを高くする場合を例に
説明したが、本発明はかかる実施形態に限定されるものでなく、パイロットチャネルのシ
ンボルレートを高くしない場合においても適用することができる。
【００５５】
また、上述した実施形態は、図４において点線で囲まれた部分について上述したように、
２番目以降のパイロットチャネルの送信がＯＦＦになる場合には、該パイロットチャネル
のためのチャネライゼーションコードは確保するが、スイッチＳＷの制御により送信は行
わない場合を一例に説明したが、本発明はかかる実施形態に限定されるものでなく、例え
ば図１０に示すように、パイロットチャネル用データシンボル部４０２は２番目以降のパ
イロットチャネルに対応するデータシンボルを作成しない場合においても適用することが
できる。ここで、図１０において図４と同一の符号を付した部分は、同一の機能を有する
ため説明を省略する。
【００５６】
（移動局の構成）
以下に、上述した本発明の実施形態において用いられる移動局の構成の一例について、図
１１および図１２を用いて説明する。
【００５７】
図１１は、本発明が適用される移動局の構成の一例を示す図であり、移動局の構成のうち
本発明に関係する部分のみを概念的に示している。

10

20

30

40

50

(8) JP 3793380 B2 2006.7.5



【００５８】
移動局１１００は、少なくともアンテナ１１０２、無線受信部１１０４、逆拡散部１１０
６、受信データ復調部１１０８、受信ＳＩＲ測定部１１１０、ＳＩＲ比較部１１１２およ
び送信電力制御部１１１４から構成され、複数の基地局４００と送信電力制御を行いなが
ら無線通信する機能を有する。アンテナ１１０２は、無線受信部１１０４に接続され、基
地局４００から送信される電波を受信する機能を有する。無線受信部１１０４は、アンテ
ナ１１０２および逆拡散部１１０６に接続され、基地局４００からアンテナ１１０２を介
して信号を受信する機能を有する。逆拡散部１１０６は、無線受信部１１０４、受信デー
タ復調部１１０８および受信ＳＩＲ測定部１１１０に接続され、無線受信部１１０４によ
り受信された信号を逆拡散して受信データ復調部１１０８および受信ＳＩＲ測定部１１１
０に送信する機能を有する。なお、図１１中の太い矢印は、複数の逆拡散系列があること
を示している。受信データ復調部１１０８は、逆拡散部１１０６に接続され、逆拡散部１
１０６により逆拡散された受信信号を復調する機能を有する。受信ＳＩＲ測定部１１１０
は、逆拡散部１１０６およびＳＩＲ比較部１１１２に接続され、図１２において後述する
ように受信ＳＩＲを測定する機能を有する。ＳＩＲ比較部１１１２は、受信ＳＩＲ測定部
１１１０および送信電力制御部１１１４に接続され、受信ＳＩＲ測定部１１１０により測
定された受信ＳＩＲと目標ＳＩＲとを比較する機能を有する。ここで、目標ＳＩＲは、例
えば、移動局１１００内のメモリにあらかじめ記録しておいてもよい。送信電力制御部１
１１４は、ＳＩＲ比較部１１１２に接続され、ＳＩＲ比較部１１１２による比較結果に従
って、送信電力制御ビットを決定する等の送信電力制御を行う機能を有する。
【００５９】
図１２は、図１１における受信ＳＩＲ測定部の構成の一例を示す図である。
【００６０】
受信ＳＩＲ測定部１１１０は、少なくとも受信信号電力測定部１２０２、雑音干渉電力測
定部１２０４および除算器１２０６から構成される。受信信号電力測定部１２０２は、逆
拡散部１１０６により逆拡散された通信チャネルの受信逆拡散信号を受信して受信信号の
電力Ａを測定する機能を有する。雑音干渉電力測定部１２０４は、除算器１２０６に接続
され、逆拡散部１１０６により逆拡散されたパイロットチャネルの受信逆拡散信号を受信
してその電力を測定することにより雑音干渉電力Ｂを測定する機能を有する。除算器１２
０６は受信信号電力測定部１２０２および雑音干渉電力測定部１２０４に接続され、受信
信号の電力Ａを雑音干渉電力Ｂで除算することにより受信ＳＩＲを決定する機能を有する
。
【００６１】
次に、このように構成された本発明おける移動局の動作の一例について説明する。
【００６２】
移動局は、上述したように基地局がチャネライゼーションコード・セット毎にパイロット
チャネルを配置して送信した場合に、受信ＳＩＲ測定部１１１０において、各スクランブ
リングコード中のパイロットチャネルを用いて干渉電力を測定し、送信電力制御を行って
もよい。また、上述したように基地局がパイロットチャネルを送信しない場合には、予約
された拡散符号で逆拡散されたシンボルを用いて干渉電力を測定し、送信電力制御を行っ
てもよい。
【００６３】
また、移動局は、干渉電力Ｉ〔ｎ〕を、逆拡散後のパイロットチャネルのシンボルの電圧
ｘ〔ｎ〕を用いて、
【００６４】
【数１】
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【００６５】
により演算することにより、パイロットシンボルのシンボル周期で干渉電力を測定し、送
信電力制御を行ってもよい。
【００６６】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、パイロットチャネルをシステムが定める最低のシ
ンボルレートよりも高いシンボルレートで配置することにより、一定時間に測定可能な干
渉測定シンボル数を増加させ、送信電力制御の精度を向上させることで、システム全体の
容量を増大させることができる。
【００６７】
また、直交符号セット毎にパイロットチャネルを配置することにより、通信中のチャネル
と同一の直交符号セットに属するパイロットチャネルを用いた干渉電力測定が実現でき、
送信電力制御の精度を向上させることでシステム容量を増大させることができる。
【００６８】
さらに、２番目以降の直交符号セットのパイロットチャネルの送信をＯＦＦとする（チャ
ネルを確保するだけで実際には送信しない）ことにより、下りのトータルの送信電力を抑
え、システムの容量を増加させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】ＣＤＭＡ移動通信システムにおける拡散符号配置の一例を示す図である。
【図２】従来技術による下りリンクのパイロットチャネルの配置の一例を説明する図であ
る。
【図３】従来技術による下りリンクの各チャネルの送信電力の一例を説明する図である。
【図４】本発明が適用される基地局の構成の一例を示す図である。
【図５】本発明の第１の実施形態におけるパイロットチャネルの配置の一例を示した図で
ある。
【図６】本発明の第１の実施形態におけるパイロットチャネルおよび通信チャネルの送信
電力の一例を示した図である。
【図７】パイロットチャネルのシンボルレートと、送信電力制御を行う通信チャネルの所
要送信電力との関係を示す図である。
【図８】本発明の第２の実施形態におけるパイロットチャネルおよび通信チャネルの送信
電力の一例を示した図である。
【図９】本発明におけるシンボルレートの一例について概念的に説明する図である。
【図１０】本発明が適用される基地局の構成の一例を示す図である。
【図１１】本発明が適用される移動局の構成の一例を示す図である。
【図１２】本発明が適用される移動局の受信ＳＩＲ測定部の構成の一例を示す図である。
【符号の説明】
４００　　基地局
４０２　　パイロットチャネル用データシンボル生成部
４０４　　データシンボル生成部
４０６　　チャネライゼーションコード生成部
４０８　　第１乗算器
４１０　　第１加算器
４１２　　スクランブリングコード生成部
４１４　　第２乗算器
４１６　　第２加算器
４１８　　無線送信部
１１００　移動局
１１０２　アンテナ
１１０４　無線受信部
１１０６　逆拡散部
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１１０８　受信データ復調部
１１１０　受信ＳＩＲ測定部
１１１２　ＳＩＲ比較部
１１１４　送信電力制御部
１２０２　受信信号電力測定部
１２０４　雑音干渉電力測定部
１２０６　除算器

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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