
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
通信相手から送信される送信信号を受信し、当該受信された受信信号に基づいて、前記通
信相手に対して送信する信号の送信電力値を制御する第１の送信電力制御手段と、
前記送信電力制御手段による過去所定回数分の送信電力値を保存する送信電力値保存手段
と、
前記受信信号の同期状態を検出する同期判定手段と、
前記同期判定手段の判定結果に基づいて、前記同期状態が維持されていないことが検出さ
れた際に、前記送信電力保存手段に保存されている過去の送信電力値のうち、前記同期状
態が維持されていた際の過去の送信電力値に基づいて、送信電力値を制御する第２の送信
電力制御手段と、
を具備することを特徴とする通信装置。
【請求項２】
前記第２の送信電力制御手段は、前記同期状態が維持されていないことが検出された際に
、前記送信電力保存手段に保存されている過去の送信電力値のうち、前記同期状態が維持
されていた際の過去の送信電力値に基づいて、当該過去の送信電力値に向かって所定時間
をかけて送信電力値を収束させることを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
前記受信された受信信号の信頼度を判定する信頼度判定手段を具備し、前記第２の送信電
力制御手段は、前記同期状態が維持されていないこと及び、前記信頼度判定手段の判定結
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果が信頼度の低下状態を検出したことを条件に、前記過去の送信電力値に基づいて送信電
力制御を行うことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の通信装置。
【請求項４】
前記受信された受信信号の信頼度を判定する信頼度判定手段を具備し、前記第２の送信電
力制御手段は、前記同期状態が維持されていないこと及び、前記信頼度判定手段の判定結
果が信頼度の低下状態を連続して検出したことを条件に、前記過去の送信電力値に基づい
て送信電力制御を行うことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の通信装置。
【請求項５】
通信相手から送信される送信信号を受信し、当該受信された受信信号に基づいて、前記通
信相手に対して送信する信号の送信電力値を制御する第１の送信電力制御工程と、
前記送信電力制御工程による過去所定回数分の送信電力値を保存する送信電力値保存工程
と、
前記受信信号の同期状態を検出する同期判定工程と、
前記同期判定工程における判定結果に基づいて、前記同期状態が維持されていないことが
検出された際に、前記送信電力保存工程において保存された過去の送信電力値のうち、前
記同期状態が維持されていた際の過去の送信電力値に基づいて、送信電力値を制御する第
２の送信電力制御工程と、
を具備することを特徴とする通信装置の送信電力制御方法。
【請求項６】
前記第２の送信電力制御工程では、前記同期状態が維持されていないことが検出された際
に、前記送信電力保存工程において保存された過去の送信電力値のうち、前記同期状態が
維持されていた際の過去の送信電力値に基づいて、当該過去の送信電力値に向かって所定
時間をかけて送信電力値を収束させる制御が行われることを特徴とする請求項５に記載の
通信装置の送信電力制御方法。
【請求項７】
前記受信された受信信号の信頼度を判定する信頼度判定工程を具備し、前記第２の送信電
力制御工程では、前記同期状態が維持されていないこと及び、前記信頼度判定工程におけ
る判定結果が信頼度の低下状態を検出したことを条件に、前記過去の送信電力値に基づい
て送信電力制御を行うことを特徴とする請求項５又は請求項６に記載の通信装置の送信電
力制御方法。
【請求項８】
前記受信された受信信号の信頼度を判定する信頼度判定工程を具備し、前記第２の送信電
力制御工程では、前記同期状態が維持されていないこと及び、前記信頼度判定工程におけ
る判定結果が信頼度の低下状態を連続して検出したことを条件に、前記過去の送信電力値
に基づいて送信電力制御を行うことを特徴とする請求項５又は請求項６に記載の通信装置
の送信電力制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、通信装置及び通信装置の送信電力制御方法に関し、特に、ＣＤＭＡ（ Code Div
ision Multiple Access）方式を用いた移動体通信システムに用いられる通信装置及び通
信装置の送信電力制御方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ＣＤＭＡ方式を用いた移動体通信システムにおいては、移動局の所在位置によって
基地局における各移動局からの受信信号レベルが大きく異なり、電力の大きな受信信号が
電力の小さな受信信号に干渉する遠近問題が生じる。特に、ＣＤＭＡ方式を用いた通信シ
ステムにおいては、同一の周波数帯域を複数の移動局が共有することにより、各移動局に
おいては、他の移動局の信号が干渉信号となって自分のチャネルの通信品質を劣化させる
。このような遠近問題における干渉は、同一セル内の多重局数の減少につながる。
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【０００３】
かかる問題点を解決するための一つの方法として、特開２００１－６９０７３号公報に記
載されている送信電力制御回路がある。この送信電力制御回路では、送信電力制御を受け
た情報データと、送信電力制御をうけない送信電力制御情報とが、基地局から移動局に対
して同時に送信され、移動局は、基地局からの送信電力制御情報に基づいて、基地局に対
して返送する信号の送信電力を決定する。
【０００４】
当該決定された送信電力は、基地局からの信号の受信レベルを推定し、この受信レベルが
低下した結果に基づいて、基地局に対して返送する信号の送信電力を選択するようになさ
れている。
【０００５】
移動局において、受信レベルが低下した場合は、当該移動局は、基地局に対して返送する
信号の送信電力として、前回送信電力制御のもとで基地局に返送した信号の送信電力が選
択されるようになされている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、かかる従来の送信電力制御装置においては、移動局における受信信号の受
信レベルのみを用いて送信電力制御を行っていることにより、瞬時的なフェージング等を
原因とする受信信号のレベル低下、又は干渉に対して送信電力を制御する点においては、
一定の効果があるものの、このように、瞬時的な受信信号レベルの低下及び干渉に対して
、むやみに追従して送信電力を変化させると、送信電力値が突然大きく変化することとな
り、閉ループの送信電力制御に支障をきたす問題があった。
【０００７】
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、受信信号レベルの瞬時的な変動に追従す
ることなく、かつ、通信をできるだけ継続し、通信断を検出した直後に送信電力を制御す
る通信装置及び通信装置の送信電力制御方法を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明の通信装置は、通信相手から送信される送信信号を受信し、当該受信された受信信
号に基づいて、前記通信相手に対して送信する信号の送信電力値を制御する第１の送信電
力制御手段と、前記送信電力制御手段による過去所定回数分の送信電力値を保存する送信
電力値保存手段と、前記受信信号の同期状態を検出する同期判定手段と、前記同期判定手
段の判定結果に基づいて、前記同期状態が維持されていないことが検出された際に、前記
送信電力保存手段に保存されている過去の送信電力値のうち、前記同期状態が維持されて
いた際の過去の送信電力値に基づいて、送信電力値を制御する第２の送信電力制御手段と
、を具備する構成を採る。
【０００９】
この構成によれば、受信信号の同期がはずれた際に、同期が保たれていた際の送信電力値
を用いて送信電力制御を行うことにより、受信信号レベルの瞬時的な変動にむやみに追従
することなく、安定した送信電力制御を行うことができる。
【００１０】
本発明の通信装置は、上記構成において、前記第２の送信電力制御手段は、前記同期状態
が維持されていないことが検出された際に、前記送信電力保存手段に保存されている過去
の送信電力値のうち、前記同期状態が維持されていた際の過去の送信電力値に基づいて、
当該過去の送信電力値に向かって所定時間をかけて送信電力値を収束させる構成を採る。
【００１１】
この構成によれば、受信信号の同期がはずれた際に、同期が保たれていた際の送信電力値
に徐々に収束するように送信電力制御が行われることにより、受信信号レベルの瞬時的な
変動にむやみに追従することなく、安定した送信電力制御を行うことができる。
【００１２】

10

20

30

40

50

(3) JP 3843037 B2 2006.11.8



本発明の通信装置は、上記構成において、前記受信された受信信号の信頼度を判定する信
頼度判定手段を具備し、前記第２の送信電力制御手段は、前記同期状態が維持されていな
いこと及び、前記信頼度判定手段の判定結果が信頼度の低下状態を検出したことを条件に
、前記過去の送信電力値に基づいて送信電力制御を行う構成を採る。
【００１３】
この構成によれば、受信信号の同期がはずれたことに加えて、受信信号の信頼度が低下し
た状態を検出したことを条件に、同期が保たれていた際の送信電力値を用いた送信電力制
御が行われることにより、実質的に送信電力制御が困難になった場合にのみ、同期が保た
れていた際の過去の送信電力値を用いた送信電力制御が行われることにより、安定した送
信電力制御を行うことができる。
【００１４】
本発明の通信装置は、上記構成において、前記受信された受信信号の信頼度を判定する信
頼度判定手段を具備し、前記第２の送信電力制御手段は、前記同期状態が維持されていな
いこと及び、前記信頼度判定手段の判定結果が信頼度の低下状態を連続して検出したこと
を条件に、前記過去の送信電力値に基づいて送信電力制御を行う構成を採る。
【００１５】
この構成によれば、受信信号の同期がはずれたことに加えて、受信信号の信頼度が連続し
て低下した状態を検出したことを条件に、同期が保たれていた際の送信電力値を用いた送
信電力制御が行われることにより、実質的に送信電力制御が困難になった場合にのみ、同
期が保たれていた際の過去の送信電力値を用いた送信電力制御が行われることにより、安
定した送信電力制御を行うことができる。
【００１６】
本発明の通信装置の送信電力制御方法は、通信相手から送信される送信信号を受信し、当
該受信された受信信号に基づいて、前記通信相手に対して送信する信号の送信電力値を制
御する第１の送信電力制御工程と、前記送信電力制御工程による過去所定回数分の送信電
力値を保存する送信電力値保存工程と、前記受信信号の同期状態を検出する同期判定工程
と、前記同期判定工程における判定結果に基づいて、前記同期状態が維持されていないこ
とが検出された際に、前記送信電力保存工程において保存された過去の送信電力値のうち
、前記同期状態が維持されていた際の過去の送信電力値に基づいて、送信電力値を制御す
る第２の送信電力制御工程と、を具備するようにした。
【００１７】
この方法によれば、受信信号の同期がはずれた際に、同期が保たれていた際の送信電力値
を用いて送信電力制御が行われることにより、受信信号レベルの瞬時的な変動にむやみに
追従することなく、安定した送信電力制御を行うことができる。
【００１８】
本発明の通信装置の送信電力制御方法は、上記方法において、前記第２の送信電力制御工
程では、前記同期状態が維持されていないことが検出された際に、前記送信電力保存工程
において保存された過去の送信電力値のうち、前記同期状態が維持されていた際の過去の
送信電力値に基づいて、当該過去の送信電力値に向かって所定時間をかけて送信電力値を
収束させる制御が行われるようにした。
【００１９】
この方法によれば、受信信号の同期がはずれた際に、同期が保たれていた際の送信電力値
に徐々に収束するように送信電力制御が行われることにより、受信信号レベルの瞬時的な
変動にむやみに追従することなく、安定した送信電力制御を行うことができる。
【００２０】
本発明の通信装置の送信電力制御方法は、上記方法において、前記受信された受信信号の
信頼度を判定する信頼度判定工程を具備し、前記第２の送信電力制御工程では、前記同期
状態が維持されていないこと及び、前記信頼度判定工程における判定結果が信頼度の低下
状態を検出したことを条件に、前記過去の送信電力値に基づいて送信電力制御を行うよう
にした。
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【００２１】
この方法によれば、受信信号の同期がはずれたことに加えて、受信信号の信頼度が連続し
て低下した状態を検出したことを条件に、同期が保たれていた際の送信電力値を用いた送
信電力制御が行われることにより、実質的に送信電力制御が困難になった場合にのみ、同
期が保たれていた際の過去の送信電力値を用いた送信電力制御が行われることにより、安
定した送信電力制御を行うことができる。
【００２２】
本発明の通信装置の送信電力制御方法は、上記方法において、前記受信された受信信号の
信頼度を判定する信頼度判定工程を具備し、前記第２の送信電力制御工程では、前記同期
状態が維持されていないこと及び、前記信頼度判定工程における判定結果が信頼度の低下
状態を連続して検出したことを条件に、前記過去の送信電力値に基づいて送信電力制御を
行うようにした。
【００２３】
この方法によれば、受信信号の同期がはずれたことに加えて、受信信号の信頼度が連続し
て低下した状態を検出したことを条件に、同期が保たれていた際の送信電力値を用いた送
信電力制御が行われることにより、実質的に送信電力制御が困難になった場合にのみ、同
期が保たれていた際の過去の送信電力値を用いた送信電力制御が行われることにより、安
定した送信電力制御を行うことができる。
【００２４】
【発明の実施の形態】
本発明の骨子は、受信信号の同期状態が維持されていないことが検出された際に、送信電
力保存手段に保存されている過去の送信電力値のうち、同期状態が維持されていた際の過
去の送信電力値に基づいて、送信電力値を制御することである。
【００２５】
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。
【００２６】
（実施の形態１）
図１は、本発明の実施の形態１に係る通信装置１００の構成を示すブロック図である。図
１に示されるように、移動局装置としての通信装置１００は、送信データ変換回路１０２
、変調回路１０３、拡散回路１０４、送信回路１０５及び送信アンテナ１０６を含む送信
部と、受信アンテナ１０７、受信回路１０８、逆拡散回路１０９、復調回路１１０及び受
信データ変換回路１１１を含む受信部とを有している。
【００２７】
また、通信装置１００は、送信電力制御装置として、受信部から得られた受信データの同
期判定を行う同期判定回路１１２と、当該同期判定回路１１２の判定結果に基づいて、送
信電力を制御する送信電力決定回路１１３とを有している。
【００２８】
送信データ変換回路１０２は、入力された信号をフレームに構成し、当該フレーム信号に
対してＣＲＣ符号化及び誤り訂正符号化を行うことにより送信データを生成し、当該送信
データを変調回路１０３に供給する。
【００２９】
変調回路１０３は、送信データ変換回路１０２から供給された送信データを変調し、当該
変調結果を拡散回路１０４に供給する。拡散回路１０４は、変調回路１０３によって変調
された信号に対して、拡散符号を乗算することにより、符号拡散処理を行い、当該符号拡
散された送信信号を送信回路１０５に供給する。
【００３０】
送信回路１０５は、符号拡散された送信信号を、送信電力決定回路１１３から供給される
送信電力値を指示する指示信号に基づいて、当該決定された送信電力によって送信信号を
送信アンテナ１０６を介して移動局に送信する。
【００３１】
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また、受信回路１０８は、受信アンテナ１０７を介して受信された移動局からの受信信号
をベースバンド信号に変換し、当該変換されたベースバンド信号を逆拡散回路１０９に供
給する。
【００３２】
逆拡散回路１０９は、入力されたベースバンド信号に対して、相関検出による逆拡散処理
を行うことにより、拡散前のデータを復元し、当該復元された受信データを復調回路１１
０に供給する。復調回路１１０は、逆拡散回路１０９によって逆拡散された受信データを
復調し、当該復調結果を受信データ変換回路１１１に供給する。
【００３３】
受信データ変換回路１１１は、復調された受信データに対してＣＲＣ検出による誤り訂正
復号処理を行い、当該復号結果を出力する。
【００３４】
同期判定回路１１２は、復調回路１１０において復調された受信データに基づいて受信信
号の同期状態を判定し、当該判定結果に基づいて、同期が確立した状態、又は同期がはず
れた状態のいずれの状態であるかを表わす同期判定信号を送信電力決定回路１１３に供給
する。すなわち、図２は同期判定回路１１２の構成を示すブロック図である。
【００３５】
図２に示されるように、同期判定回路１１２は、復調回路１１０から供給される復調信号
を既知信号抽出回路１１２ａに入力する。既知信号抽出回路１１２ａは、復調信号から既
知の信号を抽出し、当該抽出された信号をパターン照合回路１１２ｂに供給する。
【００３６】
パターン照合回路１１２ｂは、既知信号抽出回路１１２ａから供給された既知の信号に対
して、パターン照合を行う。判定回路１１２ｃは、パターン照合回路１１２ｂにおいて得
られたパターン照合結果に基づいて、当該パターン照合結果がある数値以上一致している
場合には、同期が確立した状態であると判定し、当該判定結果を送信電力決定回路１１３
に供給する。
【００３７】
因みに、同期判定回路１１２においては、受信データ変換回路１１１から供給されるＣＲ
Ｃ誤り検出結果を用いた判定と、上記パターン照合結果に基づく判定とを組み合わせるよ
うにしてもよい。この場合、判定回路１１２ｃは、受信データ変換回路１１１から供給さ
れる誤り検出結果として誤り率が所定範囲以内であることと、パターン照合回路１１２ｂ
から供給されるパターン照合結果がある数値以上一致していることの両方が成立したこと
を条件に、受信信号の同期が確立していると判定する。これにより、一段と同期判定結果
の信頼度を上げることができる。
【００３８】
送信電力決定回路１１３は、同期判定回路１１２から供給された同期判定信号に基づいて
、送信電力を決定し、当該決定された送信電力値を指示する指示信号を送信回路１０５に
供給する。
【００３９】
また、タイミング制御回路１１４は、通信装置１００全体の動作タイミング及びシーケン
ス制御を行っている。
【００４０】
図３は通信装置１００の送信電力決定回路１１３の構成を示すブロック図である。この図
３に示されるように、送信電力決定回路１１３は、復調回路１１０から供給される復調信
号を送信電力制御回路２０１に受ける。送信電力制御回路２０１は、当該復調信号に基づ
いて、閉ループの送信電力制御を行う。
【００４１】
閉ループの送信電力制御とは、送信電力制御を受けた情報データと送信電力制御をうけな
い送信電力制御情報とを、基地局から移動局に対して同時に送信し、移動局において、基
地局からの送信電力制御情報に基づいて、基地局に返送する信号の送信電力を決定する制
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御である。
【００４２】
ここで、送信電力制御回路２０１は、受信信号（復調信号）の各スロットごとに送信電力
値を決定するようになされており、当該決定された送信電力を当該スロットごとのタイミ
ングで順次送信電力保存回路２０２及び送信電力選択回路２０３にそれぞれ供給するよう
になされている。
【００４３】
送信電力制御回路２０１は、このようにして決定された送信電力値を送信電力保存回路２
０２に供給するとともに、送信電力選択回路２０３に供給する。送信電力保存回路２０２
は、送信電力制御回路２０１において決定された送信電力値について、過去Ｎ回分、すな
わちＮスロット分だけ記憶するようになされている。すなわち、送信電力保存回路２０２
は、送信電力制御回路２０１から新たな送信電力値が供給されると、最も過去の送信電力
値に代えて当該新たな送信電力値を記憶する。これにより、送信電力保存回路２０２には
、常に最新の過去Ｎ回（Ｎスロット）分の送信電力値が保存されていることになる。
【００４４】
このようにして送信電力保存回路２０２に保存された送信電力値は、送信電力選択回路２
０３に所定のタイミングで供給される。すなわち、送信電力選択回路２０３は、同期判定
回路１１２から供給される同期判定信号に基づいて、送信電力制御回路２０１から出力さ
れるリアルタイムの送信電力値又は、送信電力保存回路２０２に保存されている過去の送
信電力値のいずれかを選択する。
【００４５】
この場合、送信電力選択回路２０３は、同期判定回路１１２から供給される同期判定信号
として、このとき復調されている復調信号の同期が確立されている場合は、送信電力制御
が受信信号に追従しているものと判断し、送信電力制御回路２０１において決定された送
信電力値が信頼可能なものであるとして、当該送信電力制御回路２０１から出力される送
信電力値を選択する。
【００４６】
これに対して、送信電力選択回路２０３は、同期判定回路１１２から供給される同期判定
信号として、このとき復調されている復調信号の同期がはずれている場合は、送信電力制
御が受信信号に追従しているものと判断し、送信電力制御回路２０１において決定された
送信電力値が信頼困難なものであるとして、当該送信電力制御回路２０１から出力される
送信電力値に代えて、送信電力保存回路２０２に保存されている送信電力値を選択する。
【００４７】
因みに、同期判定回路１１２における同期判定は、受信信号（復調信号）の各フレームご
とに判定されているものである。従って、同期判定回路１１２において同期がはずれてい
ると判定された場合は、そのとき判定されたフレームのすべてのスロットについて、送信
電力制御が受信信号に追従していないものと判断するようになされている。
【００４８】
従って、送信電力選択回路２０３は、同期判定回路１１２から供給される同期判定信号と
して、同期がはずれている判定結果を受けると、過去１フレーム分、すなわち当該１フレ
ームを構成するＮスロット分だけ過去に遡った送信電力値を送信電力保存回路２０２から
読み出すこととなる。
【００４９】
そして、送信電力選択回路２０３は、このようにして送信電力保存回路２０２から読み出
したＮ回前の信頼できる送信電力値に基づいて、実際に送信回路１０５に対して供給する
送信電力値を決定する。すなわち、送信電力選択回路２０３は、送信電力保存回路２０２
から読み出したＮ回前の送信電力値を目標として、当該送信電力値に、所定スロット分の
回数をかけて、送信回路１０５に供給する送信電力値を変化させる。このように、送信回
路１０５に供給する送信電力値を一度にＮ回前のものに変化させず、所定期間をかけて徐
々に変化させることにより、送信回路１０５における回路の安定を図ることができる。
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【００５０】
図４は、送信電力決定回路１１３における送信電力設定手順を示すフロー図である。この
図４に示されるように、送信電力決定回路１１３は、ステップＳＴ１００において、同期
判定回路１１２から供給される同期判定信号を待ち受ける。そして、同期判定信号が供給
されると、送信電力決定回路１１３は、ステップＳＴ１０１に移って、このとき供給され
た同期判定信号によって表わされる同期判定結果が、同期はずれ状態であるか否かを判断
する。
【００５１】
ここで否定結果が得られると、このことは、同期確立している状態であることを意味して
おり、このとき送信電力決定回路１１３は、ステップＳＴ１０３に移って、図３について
上述した送信電力制御回路２０１から出力される送信電力値を送信電力選択回路２０３に
おいて選択することにより、当該送信電力制御回路２０１において出力された送信電力値
をそのまま送信回路１０５に供給する。これにより、送信電力制御回路２０１における閉
ループの送信電力制御が続行されることとなる。
【００５２】
これに対して、ステップＳＴ１０１において肯定結果が得られると、このことは、同期が
はずれた状態であることを意味しており、このとき送信電力決定回路１１３は、ステップ
ＳＴ１０２に移って、送信電力選択回路２０３によって、送信電力保存回路２０２に保存
されている過去の送信電力値が選択される。
【００５３】
この場合、送信電力選択回路２０３は、送信電力保存回路２０２に保存されている過去の
送信電力値のうち、過去Ｎスロット（Ｎ＝１５）前の送信電力値を選択してこれを送信電
力保存回路２０２から読み出す。すなわち、この実施の形態のＣＤＭＡによる通信方式で
は、送受信信号の１フレームは１５スロットで構成されていることにより、過去Ｎスロッ
ト（Ｎ＝１５）前の送信電力とは、前フレームの最後のスロットに対応する送信電力値を
意味する。
【００５４】
因みに、同期判定回路１１２における同期判定は、各フレームごとに行われていることに
より、同期はずれの状態が検出された時点で、Ｎスロット（Ｎ＝１５）前のスロットに対
応した送信電力値は、前フレーム、すなわち同期が確立した状態のフレームの最後のスロ
ットに対応した送信電力値となる。従って、同期がはずれた状態から最も近い同期が確立
した状態のスロットに対応した送信電力値が送信電力保存回路２０２から読み出される。
【００５５】
そして、送信電力決定回路１１３は、ステップＳＴ１０２において、送信電力保存回路２
０２から読み出したＮスロット前の送信電力値に基づいて、このとき同期はずれ状態が検
出された直前の送信電力値から、送信電力保存回路２０２から読み出されたＮスロット前
の送信電力値に対して、所定の時間をかけて徐々に送信電力値を変化させる制御を行う。
因みに、送信電力選択回路２０３は、直前に送信回路１０５に対して供給された送信電力
をその都度記憶するようになされている。
【００５６】
図５は、送信電力選択回路２０３における、送信電力値をＮスロット前の送信電力値に変
化させる制御の説明に供する略線図である。この図４に示されるように、１５スロットに
よって構成される各フレームＦＲ１、ＦＲ２、ＦＲ３、…において、同期が確立した状態
では、例えばフレームＦＲ１に示されるように、送信電力値は、送信電力制御回路２０１
の閉ループ送信電力制御によって、受信信号のレベルに追従した制御がなされている。
【００５７】
これに対して、例えばフレームＦＲ２において同期はずれの状態が検出された場合、当該
同期はずれの状態は、時点ｔ１３において送信電力決定回路１１３が同期判定信号を受け
取ることによって認識される。従って、時点ｔ１３において、同期判定信号によって同期
はずれを検出した送信電力選択回路２０３は、その時点において既に送信電力保存回路２
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０２に保存されている過去Ｎスロット分（Ｎ＝１５）の、送信電力制御回路２０１から出
力された送信電力値のうち、Ｎスロット前の送信電力値を選択する。この選択されたＮス
ロット前の送信電力値は、図５において、同期はずれが検出される直前の同期が確立した
状態のフレームＦＲ１の最後のスロットに対応した送信電力値となっている。
【００５８】
このように、送信電力選択回路２０３において、同期はずれが検出された際に、選択され
る送信電力保存回路２０２内の送信電力値は、過去の信頼可能な条件下で決定された送信
電力値のうち、最も現在に近いタイミングでの送信電力値となる。
【００５９】
そして、送信送信電力選択回路２０３は、このようにして選択し、送信電力保存回路２０
２から読み出した送信電力値に基づいて、送信回路１０５に供給する送信電力値を算出す
る（ステップＳＴ１０２）。すなわち、図５に示されるように、Ｎスロット前の送信電力
値（例えば同期が確立した状態のフレームＦＲ１の最後の送信電力値）に基づいて、同期
はずれが検出されたフレームＦＲ２に続くフレームＦＲ３の１フレーム期間をかけて、同
期はずれが検出されたフレームＦＲ２の最後のスロットに対応する送信電力値から、Ｎス
ロット前の送信電力値（フレームＦＲ１の最後のスロットの送信電力値）に向かって、所
定ステップ数にわたって段階的に送信電力値を変化させ、当該変化した送信電力値を、当
該フレームＦＲ３の各スロットタイミング（送信回路１０５に対して送信電力値を供給す
るタイミング）で、当該算出された送信電力値を送信回路１０５に供給する。因みに、こ
の実施の形態の場合、送信電力選択回路２０３は、送信電力値を変化させるステップ数と
して、１フレーム内のスロット数（１５スロット）と同じステップ数で段階的に送信電力
を変化させる。
【００６０】
かくして、同期がはずれた状態となったフレームＦＲ２において決定された送信電力値は
、当該フレームＦＲ２に続くフレームＦＲ３において、徐々に信頼できる送信電力値に戻
される。このように、送信電力値は、急激に変化することがないことにより、閉ループの
送信電力制御を行う送信電力制御回路２０１は、当該送信電力選択回路２０３において制
御された送信電力に追従した制御を行うことができる。
【００６１】
因みに、ステップＳＴ１０２における処理が行われた後に、依然として同期がはずれた状
態である場合には、送信電力選択回路２０３は、ステップＳＴ１０２において制御された
送信電力値を維持するようになされている。そして、その後、同期が回復した場合に、再
び送信電力制御回路２０１から出力される送信電力値を選択する。
【００６２】
このように、本実施の形態の通信装置１００によれば、受信信号の同期が確立されている
場合は、送信電力制御回路２０１による閉ループの送信電力制御によって求められた送信
電力値を用いて送信電力制御を行うとともに、受信信号の同期がはずれた場合は、過去の
同期が確立した状態において決定された信頼できる送信電力値のうち、現在のタイミング
に最も近いタイミングで決定された送信電力値を用い、当該送信電力値に所定期間をかけ
て徐々に送信電力値を戻すように制御することにより、送信電力値を制御するにつき、当
該送信電力値の急激な変化を避けることができ、送信電力制御回路２０１による送信電力
制御の処理ループ（閉ループの送信電力制御）から外れる、送信電力選択回路２０３での
送信電力制御が行われた場合であっても、送信電力制御回路２０１における送信電力制御
を円滑に機能させることができる。かくするにつき、ＣＤＭＡ方式の送受信品質を確保す
ることができる。
【００６３】
なお、上述の実施の形態においては、同期がはずれた場合に送信電力選択回路２０３によ
って送信電力値を１フレーム分のスロット数（１５スロット）分をかけて、段階的に目的
の送信電力値に収束させる場合について述べたが、本発明はこれに限らず、要は、徐々に
送信電力値を目的の値に収束させるようにすればよく、例えば、１フレームの半分のスロ
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ット数分だけ段階的に変化させて目的の送信電力値に収束させる等、目的の送信電力値に
収束させるためのステップ数は、種々のステップ数を適用することができる。
【００６４】
また、上述の実施の形態においては、図４について上述した処理を送信電力決定回路１１
３の各回路部が実行する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、当該処理手順を
コンピュータ装置に実行させるようにしてもよい。この場合、図４について上述した処理
手順を光ディスク等の記録媒体にプログラムとして記録しておき、当該記録媒体から読み
出したプログラムをコンピュータ装置に実行させるようにすればよい。
【００６５】
また、上述の実施の形態においては、本発明を移動局装置に適用する場合について述べた
が、本発明はこれに限らず、基地局装置に適用しても上述の場合と同様の効果を得ること
ができる。
【００６６】
（実施の形態２）
図６は、本発明の実施の形態２に係る通信装置３００の構成を示すブロック図である。但
し、図１と同一の構成となるものについては、図１と同一番号を付し、詳しい説明を省略
する。
【００６７】
図６に示される通信装置３００は、図１について上述した通信装置１００に対して、送信
電力決定回路３１３の構成が異なり、その他の構成は同様である。図７は、送信電力決定
回路３１３の構成を示すブロック図である。但し、図３と同一の構成となるものについて
は、図３と同一番号を付し、詳しい説明を省略する。この図７に示されるように、送信電
力決定回路３１３は、復調回路１１０から供給される復調信号を送信電力制御回路２０１
に受ける。送信電力制御回路２０１は、当該復調信号に基づいて、閉ループの送信電力制
御を行う。
【００６８】
送信電力制御回路２０１は、受信信号（復調信号）の各スロットごとに送信電力値を決定
するようになされており、当該決定された送信電力を当該スロットごとのタイミングで順
次送信電力保存回路２０２及び送信電力選択回路２０３にそれぞれ供給する。
【００６９】
送信電力保存回路２０２は、送信電力制御回路２０１から供給される送信電力値を、過去
Ｎスロット分だけ記憶する。送信電力選択回路２０３は、同期判定回路１１２から供給さ
れる同期判定信号に基づいて、送信電力制御回路２０１から出力されるリアルタイムの送
信電力値又は、送信電力保存回路２０２に保存されている過去の送信電力値のいずれかを
選択する。
【００７０】
送信電力選択回路２０３は、同期判定信号によって受信信号の同期がはずれていることが
検出されると、送信電力保存回路２０２に保存されているＮスロット前の送信電力値を読
み出し、当該送信電力値に基づいて、送信回路１０５に供給する送信電力値の制御を、図
５について上述した方法によって行う。
【００７１】
送信電力決定回路３１３は、かかる構成に加えて、信頼度検出回路３０１及び信頼度判定
回路３０２を有し、信頼度検出回路３０１は、復調回路１１０から供給される復調信号に
基づいて、復調信号の信頼度を検出する。
【００７２】
すなわち、信頼度検出回路３０１は、復調回路から供給される復調信号を電力演算回路３
０１ａに受ける。電力演算回路３０１ａは、復調信号（Ｉ／Ｑ信号）に対して、そのシン
ボル毎に電力値（Ｉ 2＋Ｑ 2）を演算し、当該演算結果を続く平均化回路３０１ｂに供給す
る。
【００７３】
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平均化回路３０１ｂは、電力演算回路３０１ａから供給される電力値を複数シンボルに亘
って平均化し、当該平均化した結果に基づいて、復調信号（すなわち受信信号）の信頼度
を求める。この信頼度としては、受信レベル、干渉レベル、ＳＩＲ（ Signal to Interfer
ence Ratio）及びＢＥＲ（ Bit Error Rate）等を用いることができる。この実施の形態に
おいては、信頼度として、復調信号の受信レベルを用いる場合について説明する。
【００７４】
信頼度検出回路３０１は、このようにして求められた信頼度情報（複数スロットに亘って
平均化された受信信号レベル）を、信頼度判定回路３０２に供給する。信頼度判定回路３
０２は、信頼度検出回路３０１から供給された信頼度情報に基づいて、復調信号の信頼度
を判定する。この判定方法として、信頼度判定回路３０２は、信頼度情報が予め設定され
ているしきい値を超えたか否かによって、復調信号が信頼できるものであるか否かを判定
する。
【００７５】
例えば、信頼度情報である受信レベルが所定のしきい値を超えている場合は、当該復調信
号の信頼度は高いものと判断し、これに対して受信レベルが所定のしきい値を下回ってい
る場合は、当該復調信号の信頼度が低いものと判断する。
【００７６】
このようにして判断された復調信号の信頼度は、信頼度判定信号として、信頼度判定回路
３０２から送信電力選択回路２０３に供給される。送信電力選択回路２０３は、同期判定
回路１１２から供給された同期判定信号と、信頼度判定回路３０２から供給された信頼度
判定信号とに基づいて、送信電力制御回路２０１から出力されるリアルタイムの送信電力
値又は、送信電力保存回路２０２に保存されている過去の送信電力値のいずれかを選択す
る。
【００７７】
そして、送信電力選択回路２０３は、送信電力制御回路２０１から直接入力される送信電
力値を選択した場合には、当該選択された送信電力値をそのまま送信回路１０５に供給し
、また、送信電力保存回路２０２に保存されている過去の送信電力値を選択した場合には
、当該選択された送信電力値に基づき、図５について上述した方法を用いて、送信回路１
０５に供給する送信電力値を演算し、当該演算によって求められた送信電力値を送信回路
１０５に供給する。
【００７８】
図８は、送信電力決定回路３１３における、送信電力設定手順を示すフロー図である。こ
の図８に示されるように、送信電力決定回路３１３は、ステップＳＴ２００において、同
期判定回路１１２から供給される同期判定信号を待ち受ける。そして、同期判定信号が供
給されると、送信電力決定回路３１３は、ステップＳＴ２０１に移って、このとき供給さ
れた同期判定信号によって表わされる同期判定結果が、同期はずれ状態であるか否かを判
断する。
【００７９】
ここで否定結果が得られると、このことは、同期が確立している状態であることを意味し
ており、このとき送信電力決定回路３１３は、ステップＳＴ２０３に移って、図７につい
て上述した送信電力制御回路２０１から出力される送信電力値を送信電力選択回路２０３
において選択することにより、当該送信電力制御回路２０１において出力された送信電力
値をそのまま送信回路１０５に供給する。これにより、送信電力制御回路２０１における
閉ループの送信電力制御が続行されることとなる。
【００８０】
これに対して、ステップＳＴ２０１において肯定結果が得られると、このことは、同期が
はずれた状態であることを意味しており、このとき送信電力決定回路３１３は、ステップ
ＳＴ２０２に移って、このとき信頼度判定回路３０２から出力された信頼度情報に基づい
て、信頼度が低いか否かを送信電力選択回路２０３によって判断する。ここで否定結果が
得られると、このことは、同期ははずれているものの、信頼度は低下していないことを意
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味しており、このとき送信電力決定回路３１３は、ステップＳＴ２０３に移って、送信電
力制御回路２０１から出力される送信電力値を送信電力選択回路２０３において選択する
ことにより、当該送信電力制御回路２０１において出力された送信電力値をそのまま送信
回路１０５に供給する。
【００８１】
これに対して、ステップＳＴ２０２において肯定結果が得られると、このことは、同期が
はずれている状態であり、かつ、復調信号（受信信号）の信頼度も低くなっていることを
意味しており、このとき送信電力決定回路３１３は、ステップＳＴ２０４に移って、送信
電力選択回路２０３によって、送信電力保存回路２０２に保存されている過去の送信電力
値が選択される。
【００８２】
ステップＳＴ２０４における処理は、図４について上述したステップＳＴ１０２における
処理と同様であり、送信電力選択回路２０３は、送信電力保存回路２０２に保存されてい
る過去の送信電力値のうち、過去Ｎスロット（Ｎ＝１５）前の送信電力値を選択してこれ
を送信電力保存回路２０２から読み出し、図５について上述した方法によって、このとき
同期はずれ状態が検出された直前の送信電力値から、送信電力保存回路２０２から読み出
されたＮスロット前の送信電力値に向かって、所定の時間をかけて徐々に送信電力値を変
化させる制御を行う。
【００８３】
かくして、送信電力決定回路３１３では、受信信号の同期がはずれている場合であっても
、当該受信信号（復調信号）の信頼度が高いことを条件として、閉ループの送信電力制御
を続行する。このように、実際の受信信号（復調信号）が信頼できるものであれば、閉ル
ープの送信電力制御に実質的な弊害をもたらす可能性が低いことに着目し、このような場
合には、閉ループの送信電力制御を続けることにより、図５について上述したような、閉
ループの送信電力制御からはずれた制御が頻繁に行われるということが回避される。これ
により、閉ループによる送信電力制御を安定に行うことができる。
【００８４】
また、これに対して、送信電力決定回路３１３では、受信信号の同期がはずれている場合
、当該受信信号（復調信号）の信頼度が低いことを条件として、送信電力制御回路２０１
による閉ループの送信電力制御から、送信電力選択回路２０３による、過去の送信電力値
に基づいた送信電力値制御に切り換わる。これにより、閉ループの送信電力制御が追従困
難な状態に陥った場合には、直ちに、当該閉ループの送信電力制御からはずれて、図４に
ついて上述した送信電力制御が行われる。この結果、閉ループの送信電力制御を用いた場
合には追従することとなる瞬時的な受信信号の変動には追従することがなくなる。
【００８５】
かくして、送信電力決定回路３１３によれば、通信ができるだけ継続され、通信断が検出
された直後に、閉ループの送信電力制御から過去の送信電力値に基づく送信電力制御に切
り換わることにより、送信電力値としては、急激な受信信号の変化に追従することなく、
安定した変化となる。そして、このように送信電力が安定した変化となることにより、通
信断の状態から通信の接続が再開された際に、閉ループの送信電力制御が追従可能な送信
電力値となっている可能性が高くなることにより、通信再開時においても、安定して閉ル
ープの送信電力制御に戻ることができる。
【００８６】
因みに、ステップＳＴ２０４における処理が行われた後に、依然として同期がはずれた状
態である場合には、送信電力選択回路２０３は、ステップＳＴ２０４において制御された
送信電力値を維持するようになされている。そして、その後、同期が回復した場合に、再
び送信電力制御回路２０１から出力される送信電力値を選択する。
【００８７】
このように、本実施の形態の通信装置３００によれば、受信信号の同期が確立されている
場合は、送信電力制御回路２０１による閉ループの送信電力制御によって求められた送信
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電力値を用いて送信電力制御を行うとともに、受信信号の同期がはずれた場合は、受信信
号の信頼度が低くなったことを条件として、過去の同期が確立した状態において決定され
た信頼できる送信電力値のうち、現在のタイミングに最も近いタイミングで決定された送
信電力値を用い、当該送信電力値に所定期間をかけて徐々に送信電力値を戻すように制御
することにより、送信電力値を制御するにつき、当該送信電力値の急激な変化を避けるこ
とができ、送信電力制御回路２０１による送信電力制御の処理ループ（閉ループの送信電
力制御）から外れるような、送信電力選択回路２０３での過去の送信電力値に基づく送信
電力制御が行われた場合であっても、送信電力制御回路２０１における送信電力制御を円
滑に機能させることができる。かくするにつき、ＣＤＭＡ方式の送受信品質を確保するこ
とができる。
【００８８】
なお、上述の実施の形態においては、同期がはずれた場合に送信電力選択回路２０３によ
って送信電力値を１フレーム分のスロット数（１５スロット）分をかけて、段階的に目的
の送信電力値に収束させる場合について述べたが、本発明はこれに限らず、要は、徐々に
送信電力値を目的の値に収束させるようにすればよく、例えば、１フレームの半分のスロ
ット数分だけ段階的に変化させて目的の送信電力値に収束させる等、目的の送信電力値に
収束させるためのステップ数は、種々のステップ数を適用することができる。
【００８９】
また、上述の実施の形態においては、図８について上述した処理を送信電力決定回路３１
３の各回路部が実行する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、当該処理手順を
コンピュータ装置に実行させるようにしてもよい。この場合、図８について上述した処理
手順を光ディスク等の記録媒体にプログラムとして記録しておき、当該記録媒体から読み
出したプログラムをコンピュータ装置に実行させるようにすればよい。
【００９０】
また、上述の実施の形態においては、本発明を移動局装置に適用する場合について述べた
が、本発明はこれに限らず、基地局装置に適用しても上述の場合と同様の効果を得ること
ができる。
【００９１】
（実施の形態３）
図９は、本発明の実施の形態３に係る通信装置４００の構成を示すブロック図である。但
し、図６と同一の構成となるものについては、図６と同一番号を付し、詳しい説明を省略
する。
【００９２】
図９に示される通信装置４００は、図６について上述した通信装置３００に対して、送信
電力決定回路４１３の構成が異なり、その他の構成は同様である。図１０は、送信電力決
定回路４１３の構成を示すブロック図である。但し、図７と同一の構成となるものについ
ては、図７と同一番号を付し、詳しい説明を省略する。
【００９３】
図１０に示されるように、送信電力決定回路４１３は、信頼度判定回路３０２から出力さ
れる信頼度判定信号を判定結果カウント回路４０１に供給する。
【００９４】
判定結果カウント回路４０１は、信頼度判定回路３０２から供給される信頼度判定信号が
低い信頼度を表わすものである場合には、カウントを行う。このカウント動作の最小単位
は、スロット単位であるが、これに代えて、当該スロット単位の信頼度判定結果を所定ス
ロット分だけ平均化した値を用いるようにしてもよい。そして、当該カウント値を送信電
力が所定値に達した際に、送信電力選択回路２０３に対して判定結果を通知する。
【００９５】
但し、判定結果カウント回路４０１は、信頼度判定回路３０２から供給される信頼度信号
が高い信頼度を表わすものである場合には、その都度、カウント値を「０」に戻す。これ
により、判定結果カウント回路４０１では、信頼度判定回路３０２から供給される信頼度
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判定信号が連続して高い信頼度を表わすものとなっている場合にのみ、当該連続した高信
頼度の回数が所定回数ｋを超えることとなり、当該所定回数ｋを超えた場合にのみ、判定
結果を送信電力選択回路２０３に通知する。
【００９６】
従って、送信電力選択回路２０３は、信頼度が連続して低くなった場合のみ、送信電力制
御回路２０１から出力される送信電力値に代えて、送信電力保存回路２０２に保存されて
いる過去の送信電力値を用いた送信電力制御（図５）を行う。
【００９７】
図１１は、送信電力決定回路４１３における、送信電力設定手順を示すフロー図である。
この図１１に示されるように、送信電力決定回路４１３は、ステップＳＴ３００において
、同期判定回路１１２から供給される同期判定信号を待ち受ける。そして、同期判定信号
が供給されると、送信電力決定回路４１３は、ステップＳＴ３０１に移って、このとき供
給された同期判定信号によって表わされる同期判定結果が、同期はずれ状態であるか否か
を判断する。
【００９８】
ここで否定結果が得られると、このことは、同期が確立している状態であることを意味し
ており、このとき送信電力決定回路４１３は、ステップＳＴ３０３に移って、図７につい
て上述した送信電力制御回路２０１から出力される送信電力値を送信電力選択回路２０３
において選択することにより、当該送信電力制御回路２０１において出力された送信電力
値をそのまま送信回路１０５に供給する。これにより、送信電力制御回路２０１における
閉ループの送信電力制御が続行されることとなる。
【００９９】
これに対して、ステップＳＴ３０１において肯定結果が得られると、このことは、同期が
はずれた状態であることを意味しており、このとき送信電力決定回路４１３は、ステップ
ＳＴ３０２に移って、このとき信頼度判定回路３０２から出力される信頼度情報に基づい
て、復調信号（すなわち受信信号）の信頼度が低下しているか否かを信頼度判定回路３０
２において判断する。
【０１００】
ここで否定が得られると、このことは、このとき送信電力決定回路４１３の送信電力選択
回路２０３が、判定結果カウント回路４０１からカウント値の判定結果を受け取っていな
いこと、すなわち、同期ははずれているものの、復調信号の信頼度が低下していないこと
を意味しており、このとき、送信電力選択回路２０３によって送信電力制御回路２０１か
ら供給されるリアルタイムの送信電力値が選択されることにより、閉ループの送信電力制
御が続行される。
【０１０１】
これに対して、ステップＳＴ３０２において肯定結果が得られると、このことは、信頼度
判定回路３０２から判定結果カウント回路４０１に対して、復調信号の信頼度が低下した
ことを表わす信頼度情報が供給されたことを意味しており、このとき送信電力決定回路４
１３では、判定結果カウント回路４０１によって、低い信頼度を表わす信頼度情報を受け
取った回数をカウントし、記憶回路（図示せず）に記憶されているカウント値をインクリ
メントする。
【０１０２】
この場合、判定結果カウント回路４０１は、信頼度判定回路３０２から供給される信頼度
情報が高い信頼度を表わす情報である場合には、記憶回路に記憶されているカウント値を
「０」に戻す。これにより、連続して低い信頼度が検出された場合にのみ、カウント値が
予め設定されている所定回数ｋに達するようになされている。
【０１０３】
そして、送信電力決定回路４１３は、ステップＳＴ３０５において、判定結果カウント回
路４０１においてカウントされた結果が所定の回数ｋを超えているか否か、すなわち信頼
度判定回路３０２において、連続して復調信号の信頼度が低いと判定されたか否かを判定
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結果カウント回路４０１において判断する。
【０１０４】
ここで否定結果が得られると、このことは、復調信号が予め設定されている所定回数ｋだ
け連続していないことを意味しており、このとき送信電力決定回路４１３は、送信電力選
択回路２０３において、送信電力制御回路２０１から供給されるリアルタイムの送信電力
値が選択されることにより、閉ループの送信電力制御が続行される。
【０１０５】
これに対して、ステップＳＴ３０５において肯定結果が得られると、このことは、復調信
号の信頼度が連続して低下した状態であることを意味しており、このとき、判定結果カウ
ント回路４０１から送信電力選択回路２０３に対して当該判定結果が供給されることによ
り、送信電力決定回路４１３はステップＳＴ３０６に移って、送信電力保存回路２０２に
保存されている過去の送信電力値が送信電力選択回路２０３によって選択される。
【０１０６】
ステップＳＴ３０６における処理は、図４について上述したステップＳＴ１０２における
処理と同様であり、送信電力選択回路２０３は、送信電力保存回路２０２に保存されてい
る過去の送信電力値のうち、過去Ｎスロット（Ｎ＝１５）前の送信電力値を選択してこれ
を送信電力保存回路２０２から読み出し、図５について上述した方法によって、このとき
同期はずれ状態が検出された直前の送信電力値から、送信電力保存回路２０２から読み出
されたＮスロット前の送信電力値に向かって、所定の時間をかけて徐々に送信電力値を変
化させる制御を行う。
【０１０７】
かくして、送信電力決定回路４１３では、受信信号の同期がはずれている場合であっても
、当該受信信号（復調信号）の信頼度が高いことを条件として、閉ループの送信電力制御
を続行する。このように、実際の受信信号（復調信号）が信頼できるものであれば、閉ル
ープの送信電力制御に実質的な弊害をもたらす可能性が低いことに着目し、このような場
合には、閉ループの送信電力制御を続ける。これにより、図５について上述したような、
閉ループの送信電力制御からはずれた制御が頻繁に行われるということが回避される。こ
れにより、閉ループによる送信電力制御を安定に行うことができる。
【０１０８】
また、これに対して、送信電力決定回路４１３では、受信信号の同期がはずれている場合
、当該受信信号（復調信号）の信頼度が連続して低い状態が続いたことを条件として、送
信電力制御回路２０１による閉ループの送信電力制御から、送信電力選択回路２０３によ
る、過去の送信電力値に基づいた送信電力値制御に切り換わる。これにより、閉ループの
送信電力制御が追従困難な状態に陥った場合には、当該閉ループの送信電力制御からはず
れて、図５について上述した送信電力制御が行われる。この場合、送信電力決定回路４１
３では、復調信号の信頼度が連続して低い状態となった場合にのみ、過去の送信電力値に
基づいた送信電力制御に切り換わることにより、閉ループの送信電力制御を用いた場合に
は追従することとなる瞬時的な受信信号の変動には追従することがなくなる。
【０１０９】
かくして、送信電力決定回路４１３によれば、通信ができるだけ継続され、通信断が検出
された直後に、閉ループの送信電力制御から過去の送信電力値に基づく送信電力制御に切
り換わることにより、送信電力値としては、急激な受信信号の変化に追従することなく、
安定した変化となる。そして、このように送信電力が安定した変化となることにより、通
信断の状態から通信の接続が再開された際に、閉ループの送信電力制御が追従可能な送信
電力値となっている可能性が高くなることにより、通信再開時においても、安定して閉ル
ープの送信電力制御に戻ることができる。
【０１１０】
因みに、ステップＳＴ３０６における処理が行われた後に、依然として同期がはずれた状
態である場合には、送信電力選択回路２０３は、ステップＳＴ３０６において制御された
送信電力値を維持するようになされている。そして、その後、同期が回復した場合に、再
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び送信電力制御回路２０１から出力される送信電力値を選択する。
【０１１１】
このように、本実施の形態の通信装置４００によれば、受信信号の同期が確立されている
場合は、送信電力制御回路２０１による閉ループの送信電力制御によって求められた送信
電力値を用いて送信電力制御を行うとともに、受信信号の同期がはずれた場合は、当該受
信信号（復調信号）の信頼度が連続して低くなったことを条件として、過去の同期が確立
した状態において決定された信頼できる送信電力値のうち、現在のタイミングに最も近い
タイミングで決定された送信電力値を用い、当該送信電力値に所定期間をかけて徐々に送
信電力値を戻すように制御することにより、送信電力値を制御するにつき、当該送信電力
値の急激な変化を避けることができ、送信電力制御回路２０１による送信電力制御の処理
ループ（閉ループの送信電力制御）から外れるような、送信電力選択回路２０３での過去
の送信電力値に基づく送信電力制御が行われた場合であっても、送信電力制御回路２０１
における送信電力制御を円滑に機能させることができる。かくするにつき、ＣＤＭＡ方式
の送受信品質を確保することができる。
【０１１２】
なお、上述の実施の形態においては、同期がはずれた場合に送信電力選択回路２０３によ
って送信電力値を１フレーム分のスロット数（１５スロット）分をかけて、段階的に目的
の送信電力値に収束させる場合について述べたが、本発明はこれに限らず、要は、徐々に
送信電力値を目的の値に収束させるようにすればよく、例えば、１フレームの半分のスロ
ット数分だけ段階的に変化させて目的の送信電力値に収束させる等、目的の送信電力値に
収束させるためのステップ数は、種々のステップ数を適用することができる。
【０１１３】
また、上述の実施の形態においては、図１１について上述した処理を送信電力決定回路４
１３の各回路部が実行する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、当該処理手順
をコンピュータ装置に実行させるようにしてもよい。この場合、図１１について上述した
処理手順を光ディスク等の記録媒体にプログラムとして記録しておき、当該記録媒体から
読み出したプログラムをコンピュータ装置に実行させるようにすればよい。
【０１１４】
また、上述の実施の形態においては、本発明を移動局装置に適用する場合について述べた
が、本発明はこれに限らず、基地局装置に適用しても上述の場合と同様の効果を得ること
ができる。
【０１１５】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、受信信号レベルの瞬時的な変動に追従することな
く、かつ、通信をできるだけ継続し、通信断を検出した直後に送信電力を制御することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１に係る通信装置の構成を示すブロック図
【図２】実施の形態１に係る通信装置の同期判定回路の構成を示すブロック図
【図３】実施の形態１に係る通信装置の送信電力決定回路の構成を示すブロック図
【図４】実施の形態１に係る通信装置の動作を説明するためのフロー図
【図５】本発明の実施の形態１に係る通信装置の動作を説明するための略線図
【図６】本発明の実施の形態２に係る通信装置の構成を示すブロック図
【図７】実施の形態２に係る通信装置の送信電力決定回路の構成を示すブロック図
【図８】実施の形態２に係る通信装置の動作を説明するためのフロー図
【図９】本発明の実施の形態３に係る通信装置の構成を示すブロック図
【図１０】実施の形態３に係る通信装置の送信電力決定回路の構成を示すブロック図
【図１１】実施の形態３に係る通信装置の動作を説明するためのフロー図
【符号の説明】
１００，３００，４００　通信装置
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１０５　送信回路
１０８　受信回路
１１０　復調回路
１１１　受信データ変換回路
１１２　同期判定回路
１１３，３１３，４１３　送信電力決定回路
２０１　送信電力制御回路
２０２　送信電力保存回路
２０３　送信電力選択回路
３０１　信頼度検出回路
３０２　信頼度判定回路
４０１　判定結果カウント回路
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】
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