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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局から基地局への送信電力値を算出して送信電力増幅器を制御する送信電力制御装
置に於いて、
　前記基地局からのハイスピード・ダウンリンク・パケット・アクセスによる受信データ
の受信品質を検出する受信データ品質監視部と、
　前記基地局へ送信するデータチャネルと制御チャネルと前記ハイスピード・ダウンリン
ク・パケット・アクセスによる制御チャネルとを重畳した送信電力値を算出し、該送信電
力値が予め設定した最大送信電力値を超えた分を、前記受信データ品質監視部からの前記
受信品質情報が所定値以上の受信状態を示す時は、前記制御チャネルの送信電力値から削
減し、前記受信品質情報が所定値以下の受信状態を示す時は、前記ハイスピード・ダウン
リンク・パケット・アクセスによる制御チャネルの送信電力値から削減する送信電力演算
処理部と
　を備えたことを特徴とする送信電力制御装置。
【請求項２】
　移動局から基地局への送信電力値を算出して送信電力増幅器を制御する送信電力制御方
法に於いて、
　前記基地局からのハイスピード・ダウンリンク・パケット・アクセスによる受信データ
の受信品質を受信データ品質監視部により検出し、前記基地局へ送信するデータチャネル
と制御チャネルと前記ハイスピード・ダウンリンク・パケット・アクセスによる制御チャ
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ネルとを重畳した送信電力値を算出し、該送信電力値が予め設定した最大送信電力値を超
えた分を、前記受信データ品質監視部からの前記受信品質情報が所定値以上の受信状態を
示す時は、前記制御チャネルの送信電力値から削減し、前記受信品質情報が所定値以下の
受信状態を示す時は、前記ハイスピード・ダウンリンク・パケット・アクセスによる制御
チャネルの送信電力値から削減する送信電力演算処理過程を含む
　ことを特徴とする送信電力制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信システムの移動局に於ける送信電力値の算出処理量を低減する送信
電力制御装置及び送信電力制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信システムに於ける移動局は、送信データに対応して必要最小限の送信電力値を
求めて送信電力増幅器を制御すると共に、規定されている最大送信電力値を超えないよう
に制御する構成を備えている。又ハンドオーバの際に、現在通信中の基地局以外の基地局
との間の受信可能状況をチェックする為に、受信ギャップを形成するコンプレストモード
の適用が行われ、形成されたギャップのタイミングに於いて、受信電波状態を検出し、ハ
ンドオーバの適否を判断する手段が適用されている。又基地局から移動局に対して大容量
データを送信可能としたＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃ
ｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ；ハイスピード・ダウンリンク・パケット・アクセス）が提案され
ている。
【０００３】
　このＨＳＤＰＡは、通常のチャネルとは別個に、基地局から移動局に対する下りリンク
により大容量データを伝送するシステムであり、移動局は、下りリンクで正常受信できた
場合はＡＣＫを、又受信できなかった場合はＮＡＣＫをそれぞれ基地局へ送信する。又下
りリンクの伝播状態の良し悪しをＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃ
ａｔｏｒ）という値に変換して、移動局から基地局へ送信する。ＡＣＫ／ＮＡＣＫとＣＱ
Ｉは、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ　ｆｏｒ　ＨＳ－ＤＳＣＨ）（ＨＳ－ＤＳＣＨ；Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄ
ｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）という物理チャネルにより、移動局か
ら基地局に対して送信する。通常のチャネル送受信時は、移動局から基地局に対して、制
御データは物理チャネルＤＰＣＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ユーザデータは物理チャネルＤＰＤＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔｅ
ｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄａｔａ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を使用して送信するものであるが、
ＨＳＤＰＡを適用した場合は、ＤＰＣＣＨ（制御チャネル）とＤＰＤＣＨ（データチャネ
ル）と共に、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ（制御チャネル）が多重化されて、基地局に対して送信さ
れる。
【０００４】
　図１１は、従来の移動局の送信電力制御機能の要部を示し、１００は移動局、１０１は
送信電力演算処理部、１０２は出力電圧制御部、１０３は送信電力増幅器（ＰＡ）、１０
４はアンテナ部、１０５は基地局を示す。送信データを送信電力増幅器１０３により増幅
して、アンテナ部１０４を介して基地局１０５へ送信する。その場合の送信電力演算処理
部１０１は、規定された最大送信電力値を超える値となった場合、その超えた分を、ＤＰ
ＣＣＨの送信電力値から削減する処理を行うものであった。
【０００５】
　又移動局１００と基地局１０５との間に於いて、ＤＰＣＣＨの電力（Ｐｃ）は、移動局
１００から基地局１０５への送信が正常であるか否かを判断して、基地局１０５から移動
局１００に対して、毎スロット、ＴＰＣ（Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ）により、１ｄＢの上昇又は下降が指示されるクローズドループ　パワーコントロール
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が適用されている。例えば、基地局１０５で生成する基準値より低いレベルで移動局１０
０から基地局１０５に送信される場合は、その送信が正常に受信されていないと、ＴＰＣ
により、“１ｄＢ上げろ”の指示となり、反対に基準値より高いレベルで移動局１００か
ら基地局１０５に送信される場合は、送信が正常に受信されている時で、前述のＴＰＣに
より、“１ｄＢ下げろ”の指示となる。なお、移動局１００と基地局１０５との間の呼接
続時に、ＤＰＣＣＨの初期値が指定され、その初期値からスロット毎に、基地局１０５か
らの指示により、前述のように、±１ｄＢステップで変更する制御が行われる。
【０００６】
　移動局１００から基地局１０５に送信するデータの送信電力は、通常モード時は、ＤＰ
ＣＣＨとＤＰＤＣＨとの電力の和となる。ＤＰＤＣＨの電力は、通常のモード時、ＤＰＣ
ＣＨとＤＰＤＣＨとの振幅比率であるゲインファクタβｃ，βｄを計算し、このゲインフ
ァクタβｃ，βｄと、ＤＰＣＣＨの送信電力Ｐｃとから計算できるものであり、コンプレ
ストモード時も同様に、送信電力はＰｃとβｄ，βｃとから計算できるが、前述のように
、フレーム間にギャップを形成していることにより、βｄ，βｃの計算方法が通常モード
（非コンプレストモード）とは異なったものとなる。
【０００７】
　又ＨＳＤＰＡ時は、ＨＳ－ＤＰＣＣＨが追加される為に、ＤＰＣＣＨとＤＰＤＣＨとの
振幅比率であるβｃ，βｄに加えて、ＨＳ－ＤＰＣＣＨの振幅比率であるβｈｓを計算す
る。このＨＳＤＰＡ時の送信電力は、ＤＰＣＣＨ，ＤＰＤＣＨ，ＨＳ－ＤＰＣＣＨ対応の
送信電力の和となる。又ＨＳ－ＤＰＣＣＨの送信電力は、βｃ，βｄ，βｈｓとＰｃとか
ら計算できる。
【０００８】
　非コンプレストモード時に於けるＤＰＣＣＨとＤＰＤＣＨのゲインファクタの比率（Ａ
ｊ）は、（式１）により求めることができる。
　Ａｊ＝βｄ，ｒｅｆ／βｃ，ｒｅｆ・√（Ｋｊ／Ｋｒｅｆ）・・・（式１）
βｄ，ｒｅｆ：リファレンスのＤＰＤＣＨゲインファクタ（上位レイヤより通知される）
βｃ，ｒｅｆ：リファレンスのＤＰＣＣＨゲインファクタ（上位レイヤより通知される）
Ｋｒｅｆ：Ｋｒｅｆ＝ΣｉＲＭｉ・Ｎｒｅｆｉ

ＲＭｉ：リファレンスＴＦＣのレートマッチング率（上位レイヤより通知される）
Ｎｒｅｆｉ：リファレンスＴＦＣのデータビット長
Ｋｊ：Ｋｊ＝ΣｉＲＭｉ・Ｎｉ

ＲＭｉ：ＴＦＣのレートマッチング率（上位レイヤより通知される）
Ｎｉ：ＴＦＣのデータビット長
ｉ：トランスポートチャネル番号
√（Ｋｊ／Ｋｒｅｆ）は、（Ｋｊ／Ｋｒｅｆ）の平方根を示す。
　又どのＴＦＣがリファレンスＴＦＣかについては上位レイヤより通知される。又トラン
スポートチャネルの組み合わせを前述のＴＦＣ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｃ
ｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ）と称するものである。
【０００９】
　ＴＦＣに対するＤＰＣＣＨのゲインファクタをβｃ、ＤＰＤＣＨのゲインファクタをβ
ｄとして、βｄ，βｃは以下のようにして算出される。ゲインファクタの比率Ａｊについ
て、Ａｊ＞１の場合：βｄ＝１．０とし、βｃは、図１２に示す量子化振幅比（Ｑｕａｎ
ｔｉｚｅｄ　ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　ｒａｔｉｏｓ）の中の１／Ａｊ以下となる中の最大値
を適用する（但し、βｃが１／１５未満になる場合は、βｃ＝１／１５とする）。又Ａｊ
≦１の場合：βｄは、図１２の中のＡｊ以上となる最小値とし、βｃ＝１．０とする。具
体例として、βｄ，ｒｅｆ：１５、βｃ，ｒｅｆ：１２とし、各ＴＦＣとトランスポート
チャネルのデータビット長との一例を図１３に示す。
【００１０】
　この場合は、トランスポートチャネル０のレートマッチング率：ＲＭ０＝３、トランス
ポートチャネル１のレートマッチング率：ＲＭ１＝１、ＴＦＣ３がリファレンスＴＦＣと
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して、ＴＦＣ２のゲインファクタを求めると、下記に示すものとなる。なお、ＴＦＣ３の
トランスポートチャネル０のデータビット長は２００ビット、トランスポートチャネル１
のデータ長は１００ビットであり、ＴＦＣ２のトランスポートチャネル０のデータビット
長は２００ビット、トランスポートチャネル１のデータビット長は０ビットであるから、
　Ｋｒｅｆ＝（３×２００）＋（１×１００）＝７００
　Ｋｊ＝（３×２００）＋（１×０）＝６００
　Ａｊ＝（１５／１２）×√（６００／７００）＝１．１５７２
　Ａｊ＞１より、βｄ＝１、又１／Ａｊ＝０．８６４１より、βｃ＝１２／１５
となる。以上より、βｄ：βｃ＝１５：１２となる。即ち、ＴＦＣ２のＤＰＤＣＨとＤＰ
ＣＣＨの振幅比は１５：１２となる。
【００１１】
　又ＨＳ－ＤＰＣＣＨのゲインファクタβｈｓについては、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ／ＣＱＩに
ついてβｃから算出して設定する。非コンプレストモードに於けるゲインファクタβｈｓ
の算出式を下記に示す。
　βｈｓ＝βｃ×１０＾（ΔＨＳ－ＤＰＣＣＨ／２０）・・・（式２）
１０＾（ΔＨＳ－ＤＰＣＣＨ／２０）：１０の（ΔＨＳ－ＤＰＣＣＨ／２０）乗を示す。
βｃ：ＤＰＣＣＨに与えるゲインファクタ
ΔＨＳ－ＤＰＣＣＨ：ＤＰＣＣＨとＨＳ－ＤＰＣＣＨのパワーオフセットの計算に使用す
るもので、ＨＳ－ＣＨ呼接続時に上位よりＡＣＫ／ＮＡＣＫ／ＣＱＩそれぞれのΔＡＣＫ
，ΔＮＡＣＫ，ΔＣＱＩ値（それぞれ０～８の値）が通知され、その時のＨＳ－ＤＰＣＣ
Ｈ送信状態に於いては以下のようになる。
ＡＣＫ送信時：ΔＨＳ－ＤＰＣＣＨ＝ΔＡＣＫ
ＮＡＣＫ送信時：ΔＨＳ－ＤＰＣＣＨ＝ΔＮＡＣＫ
ＣＱＩ送信時：ΔＨＳ－ＤＰＣＣＨ＝ΔＣＱＩ
【００１２】
　前述のΔＨＳ－ＤＰＣＣＨを使用したゲインファクタβcに対するパワーオフセット（
ＤＰＣＣＨに対する振幅の大きさ）を図１４に示す。ＨＳ－ＤＰＣＣＨは上りＤＰＤＣＨ
数＝１（奇数）であるから、ＤＰＣＣＨ（Ｑ－ｃｈ）にコード多重される。又ＨＳ－ＤＰ
ＣＣＨ（ＡＣＫ，ＮＡＣＫ，ＣＱＩ）がコード多重されるスロットに関して、ＨＳ－ＤＰ
ＣＣＨの振幅比としてβｈｓ値が乗算される。
【００１３】
　コンプレストモードに於けるＤＰＣＣＨとＤＰＤＣＨのゲインファクタの比率（Ａｓ，
ｊ）は、（式３）により求めることができる。
　Ａｃ，ｊ＝Ａｊ・√（１５・Ｎｐｉｌｏｔ，Ｃ／Ｎｓｌｏｔｓ，Ｃ・Ｎｐｉｔｏｔ，Ｎ

）・・（式３）
Ｎｐｉｌｏｔ，Ｃ：コンプレストフレームに於けるスロット当たりのパイロットビット数
Ｎｐｉｌｏｔ，Ｎ：通常時（非コンプレストフレーム）に於けるスロット当たりのパイロ
ットビット数
Ｎｓｌｏｔｓ，Ｃ：コンプレストフレームにおける送信スロット数
Ａｊ：通常時のゲインファクタ比率
【００１４】
　コンプレストフレームのＴＦＣＩに対するＤＰＣＣＨのゲインファクタをβｃ，Ｃ，ｊ

とし、ＤＰＤＣＨのゲインファクタをβｄ，Ｃ，ｊとする時、βｃ，Ｃ，ｊ・βｄ，Ｃ，

ｊは以下のように算出される。
Ａｃ，ｊ＞１の場合：βｄ，Ｃ，ｊ＝１．０とし、βｃ，Ｃ，ｊは、１／Ａｃ，ｊ以下と
なる図１２の中の最大値を適用する。（但し、βｃ，Ｃ，ｊが１／１５未満になる場合に
は、βｃ，Ｃ，ｊ＝１／１５とする。)
Ａｃ，ｊ≦１の場合：βｄ，Ｃ，ｊはＡＣ，ｊ以上となる図１２中の最小値とし、βｃ，

Ｃ，ｊ＝１．０とする。
【００１５】
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　コンプレストフレームのゲインファクタβｈｓ，Ｃ算出は、次の（式４）により行うこ
とができる。
　βｈｓ，Ｃ＝βｃ，Ｃ×１０＾（ΔＨＳ－ＤＰＣＣＨ／２０）×√（Ｎｐｉｌｏｔ，Ｃ

／Ｎｐｉｌｏｔ，Ｎ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式４）
βｃ，Ｃ：コンプレストフレームのβｃ

ΔＨＳ－ＤＰＣＣＨ：通常時（非コンプレスト）と同様
Ｎｐｉｌｏｔ，Ｃ：コンプレストフレームでのＤＰＣＣＨスロット当たりのパイロットビ
ット数
Ｎｐｉｌｏｔ，Ｎ：非コンプレストフレームでのＤＰＣＣＨスロット当たりのパイロット
ビット数
【００１６】
　図１５は、ＤＰＣＣＨのスロットフォーマットの説明図であり、スロットフォーマット
（Ｓｌｏｔ　Ｆｏｒｍａｔ）と、チャネルビットレート（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｂｉｔ　Ｒａ
ｔｅ（ｋｂｐｓ））と、チャネルシンボルレート（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｙｍｂｏｌ　Ｒａ
ｔｅ（ｋｓｐｓ））と、ＳＦと、フレーム当たりのビット数（Ｂｉｔｓ／Ｆｒａｍｅ）と
、スロット当たりのビット数（Ｂｉｔｓ／Ｓｌｏｔ）と、ビット数Ｎｐｉｌｏｔ，ＮＴＰ

Ｃ，ＮＴＦＣＩ，ＮＦＢと、送信フレーム当たりのスロット数等を示している。パイロッ
トビット数Ｎｐｉｌｏｔ，Ｃは、ＤＰＣＣＨのスロットフォーマットと＊Ａ，＊Ｂとによ
り、Ｎｐｉｌｏｔから求めることができる。又ＤＰＣＣＨスロットフォーマットは、個別
ＣＨ呼接続時に上位より通知される。又＊Ａ，＊Ｂは、コンプレストフレーム（ギャップ
有りフレーム）のフレーム当りでの送信スロット数から判断できる。即ち、＊Ａ：１０ス
ロット/フレーム以上、＊Ｂ：１０スロット/フレーム未満、なお、コンプレストギャップ
は最大７スロット／フレームである。
【００１７】
　又Ｎｐｉｌｏｔ，ＣとＮｐｉｌｏｔ，Ｎとの組み合わせは、スロットフォーマット０，
２，５に対して、それぞれ２通りずつの計６通りとなり、又Ｎｐｉｌｏｔ，ＣとＮｐｉｌ

ｏｔ，Ｎとの組み合わせのみでは、図１６の（Ａ）に示す４通りとなる。又非コンプレス
トフレームのβｈｓを求める場合、次の（式５）により求める。
　βｈｓ＝βｃ×１０＾（ΔＨＳ－ＤＰＣＣＨ／２０）＝βｃ×Ｎ・・・（式５）
なお、（式５）に於けるβｃ×ＮのＮは、四捨五入により、図１６の（Ｂ）に示すΔＡＣ
Ｋ，ΔＮＡＣＫ，ΔＣＱＩの値に応じた９種類の値を用いることができる。そして、各フ
レームでβｃ（１～１５）との乗算を、ＡＣＫ，ＮＡＣＫ，ＣＱＩのそれぞれ行ない、β

ｈｓ＿ａｃｋ，βｈｓ＿ｎａｃｋ，βｈｓ＿ｃｑｉを求める。
【００１８】
　コンプレストモードの場合は、（式４）を変形した（式６）によって、ゲインファクタ
βｈｓを求める。
　βｈｓ，Ｃ＝βｃ，Ｃ×１０＾（ΔＨＳ－ＤＰＣＣＨ／２０）×√（Ｎｐｉｌｏｔ，Ｃ

／Ｎｐｉｌｏｔ，Ｎ）＝βｃ，Ｃ×Ｃ　　　　・・・（式６）
なお、（式６）に於けるβｃ、Ｃ×ＣのＣは、図１７に示す４～２９の値を用いることが
できる。又ゲインファクタβｈｓを算出するには、ΔＡＣＫ，ΔＮＡＣＫ，ΔＣＱＩの値
とＮｐｉｌｏｔ、Ｃ，Ｎｐｉｌｏｔ、Ｎの値に対応して、図１７に示す値を用いる。各フ
レームでβｃ（１～１５）との乗算をＡＣＫ，ＮＡＣＫ，ＣＱＩのそれぞれについて行な
い、βｈｓ＿ａｃｋ，βｈｓ＿ｎａｃｋ，βｈｓ＿ｃｑｉを求める。
【００１９】
　ＨＳＤＰＡに対応する場合、送信すべきデータは、ＤＰＣＣＨ、ＤＰＤＣＨに加えてＨ
Ｓ－ＤＰＣＣＨの３種類となる。このうちのＤＰＣＣＨはスロット毎にＴＰＣコマンドに
より変化するのに対して、ＤＰＤＣＨ、ＨＳ－ＤＰＣＣＨは電力比(ゲインファクタ)によ
り変化する。移動局が送信する際には、送信電力増幅器（ＰＡ）により増幅するものであ
り、この送信電力増幅器（ＰＡ）に入力される信号レベルと実際に送信電力増幅器（ＰＡ
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）から出力される信号レベルとは、或る値を超えると、送信電力増幅器（ＰＡ）の非直線
特性により比例した送信電力値とはならないことが知られている。又送信電力増幅器（Ｐ
Ａ）に過大なレベルの送信データが入力されると、送信電力増幅器（ＰＡ）を含む送信系
統に障害を与える可能性が大きくなり、又歪みを含む送信信号により、他のチャネルに妨
害を与える可能性がある。従って、最大送信電力以上にならないように、送信電力増幅器
（ＰＡ）に対する制御を行なうものである。
【００２０】
　又ＨＳＤＰＡでは、移動局が受信するＨＳ－ＤＳＣＣＨについて、ＣＲＣ　ＯＫの場合
はＡＣＫを送信し、ＣＲＣ　ＮＧの場合はＮＡＣＫを送信する。又移動局が受信するデー
タの品質をＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）によって定
期的に基地局に対して送信する。このＡＣＫ／ＮＡＣＫとＣＱＩとがＨＳ－ＤＰＣＣＨと
して送信される。電力値的にＨＳ－ＤＰＣＣＨは、従来のＤＰＣＣＨ＋ＤＰＤＣＨに対し
て上乗せされる形になる。
【００２１】
　又送信電力値が最大送信電力値を超えないように、送信電力演算処理部に於いて計算し
、算出した送信電力値に従って出力電圧制御部から送信電力増幅器（ＰＡ）を制御するも
のであり、その演算処理方法は、
　送信電力値（ＤＰＣＣＨ送信電力値＋ＤＰＤＣＨ送信電力値）＞最大送信電力値
となった場合、
　Δ＝送信電力値（ＤＰＣＣＨ送信電力値＋ＤＰＤＣＨ送信電力値）－最大送信電力値
を計算して、
　ＤＰＣＣＨ送信電力値＝ＤＰＣＣＨ送信電力値－Δ
を計算し、ＤＰＣＣＨ側の送信電力値をはみ出た分(Δ）を、削減させて送信電力増幅器
（ＰＡ）の制御を行なっていた。
【００２２】
　又ＨＳＤＰＡに於いて、同じ送信電力増幅器（ＰＡ）を使用した場合、送信電力値が最
大送信電力値を超えるシチュエーションが、ＨＳＤＰＡを適用しない従来例より多発する
もので、その場合は、ＤＰＣＣＨの電力値が削減されることになる。ＤＰＣＣＨの電力値
が削減された場合は、移動局から基地局に送信するＴＰＣコマンド，ＴＦＣＩ等の情報が
欠落する確率が高くなり、クローズドループ電力制御の破綻、移動局から基地局への送信
データのフォーマットの誤認識等が発生し、移動局から基地局側への上り信号の疎通が途
絶える可能性が高くなる。
【００２３】
　又ＴＰＣコマンド(送信電力を今より上げる／下げるの指示を通知するコマンド)により
、基地局から移動局方向の下りＤＰＣＣＨデータ品質を監視し、一定品質より悪い場合は
下りの品質が悪いので、送信電力を今より上げるように通知し、逆に一定品質より良い場
合は下りの品質が良すぎるので、送信電力を今より下げるように通知する。移動局から基
地局へはＤＰＣＣＨ中にＴＰＣビットを挿入して送信する。又ＴＦＣＩは、ＴＦＣを指し
示すインジケータであり、移動局から基地局へはＤＰＣＣＨ中にＴＦＣＩビットを挿入し
て送信する。基地局ではＴＦＣＩを解析して同時に送信されてくるＤＰＤＣＨ(ユーザデ
ータチャネル)のＴＦＣを認識する。前述のようにして従来の移動局は、基地局との間の
通信を行っていた。
【００２４】
　又Ｗ－ＣＤＭＡ方式を適用した従来例の移動通信システムに於ける移動局に於いて、送
信電力が最大となる制御チャネルの閾値送信電力を、データチャネルと制御チャネルとの
レベル制御の為のゲインファクタの組み合わせと、最大送信電力とを基にした制御チャネ
ル閾値電力テーブルを設け、最大送信電力の制約に応じた送信処理を行う手段が提案され
ている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００６－２０２３４号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【００２５】
　従来の移動局は、図１１を参照して説明したように、送信電力演算処理部１０１は、送
信電力値を計算する場合、最大送信電力値を超えないように行うもので、送信電力演算処
理部１０１により算出した送信電力値を基に、出力電圧制御部１０２により送信電力増幅
器１０３を制御して、送信データを増幅してアンテナ部１０４から基地局１０５に対して
送信する。ＨＳＤＰＡ未対応の構成に於ける送信電力は、通常時とコンプレストモード時
とに於いて、ＤＰＣＣＨとＤＰＤＣＨとの電力値の和となるものであるが、ＨＳＤＰＡ対
応時は、ＤＰＣＣＨ，ＤＰＤＣＨとの電力値の和に対して、ＨＳ－ＤＰＣＣＨの電力値が
加算されることになる。又ＤＰＣＣＨの電力値はスロット毎に変化するから、総電力値の
計算もスロット単位で行う必要がある。
【００２６】
　ＨＳＤＰＡ対応時に、ＨＳ－ＤＰＣＣＨの電力値が加算されて、予め設定してある最大
送信電力値を超える場合がある。その場合は、最大送信電力値を超えた分を、ＤＰＣＣＨ
の送信電力値を削減して、全体の送信電力値が最大送信電力値を超えないように処理され
ている。その為に、前述のように、移動局から基地局に送信するＴＰＣコマンド，ＴＦＣ
Ｉ等の情報が欠落する確率が高くなり、クローズドループ電力制御の破綻、移動局から基
地局への送信データのフォーマットの誤認識等が発生し、移動局から基地局側への上り信
号の疎通が途絶える可能性が高くなって、ＨＳＤＰＡによる高速データの受信継続ができ
なくなる問題がある。
【００２７】
　又送信電力値の算出には、送信電力補正値が必要となるもので、従来（ＨＳＤＰＡ未対
応）の場合、送信電力補正値の演算には、ゲインファクタβｃ，βｄのみが影響を及ぼし
ていた為、βｃ，βｄの組み合わせのみで計算を行うことが可能であった。しかし、ＨＳ
ＤＰＡ対応の場合には、ゲインファクタβｈｓが加わることにより、送信電力補正値の演
算処理が煩雑化する問題があった。例えば、図１８に示すように、１フレームを１５スロ
ットとし、ＤＰＣＣＨと、ＤＰＤＣＨと、ＨＳ－ＤＰＣＣＨとがスロット毎に変化し、最
大送信電力値を超える値となると、従来は、前述のように、最大送信電力値を超えた分を
、一律にＤＰＣＣＨの送信電力値から差し引く制御を行うものであった。しかし、それに
よって、ＤＰＣＣＨのエラーが増加する問題があった。
【００２８】
　又前述の特許文献１は、制御チャネル閾値電力テーブルを設けて、送信電力制御の為の
処理時間の短縮を図るものであるが、送信電力制御処理の一部をテーブル化したもので、
伝送品質について考慮されていない問題があった。
【００２９】
　本発明は、従来の問題点を解決するものであり、受信品質に対応して送信電力制御を行
い、又演算処理の簡単化を図るものである。
【課題を解決するための手段】
【００３０】
　本発明の送信電力制御装置は、移動局から基地局への送信電力値を算出して送信電力増
幅器を制御する送信電力制御装置に於いて、前記基地局との間の受信品質を検出する受信
データ品質監視部と、前記基地局へ送信するデータチャネルと単一又は複数種類の制御チ
ャネルと重畳した送信電力値を算出し、該送信電力値が予め設定した最大送信電力値を超
えた分について、前記受信データ品質監視部からの受信品質情報に対応して前記複数種類
の制御チャネルの予め設定した制御チャネルに対する送信電力値を削減する送信電力演算
処理部とを備えている。
【００３１】
　又移動局から基地局への送信電力値を算出して送信電力増幅器を制御する送信電力制御
装置に於いて、前記基地局からのハイスピード・ダウンリンク・パケット・アクセス（Ｈ
ＳＤＰＡ）による受信データの受信品質を検出する受信データ品質監視部と、前記基地局
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へ送信するデータチャネル（ＤＰＤＣＨ）と制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）と前記ハイスピ
ード・ダウンリンク・パケット・アクセス（ＨＳＤＰＡ）による制御チャネル（ＨＳ－Ｄ
ＰＣＣＨ）とを重畳した送信電力値を算出し、該送信電力値が予め設定した最大送信電力
値を超えた分を、前記受信データ品質監視部からの前記受信品質情報が所定値以上の受信
状態を示す時は、前記制御チャネルの送信電力値から削減し、前記受信品質情報が所定値
以下の受信状態を示す時は、前記ハイスピード・ダウンリンク・パケット・アクセス（Ｈ
ＳＤＰＡ）による制御チャネルの送信電力値から削減する送信電力演算処理部とを備えて
いる。
【００３２】
　又移動局から基地局への送信電力値を算出して送信電力増幅器を制御する送信電力制御
装置に於いて、制御チャネルの送信電力値と送信電力補正値とにより前記送信電力値を算
出する為の前記送信電力補正値を、データチャネルと制御チャネルとのゲインファクタの
組み合わせによる通常モード時送信電力補正値テーブルと、コンプレストモード用のデー
タチャネルと制御チャネルとのゲインファクタの組み合わせによるコンプレストモード時
送信電力補正値テーブルと、前記通常モード時送信電力補正値テーブル又は前記コンプレ
ストモード時送信電力補正値テーブルからの送信電力補正値を制御チャネルの送信電力値
に加算して総送信電力値を求める演算手段とを含む送信電力演算処理部を備えている。
【００３３】
　又前記送信電力演算処理部の前記コンプレストモード時送信電力補正値テーブルは、制
御チャネルのスロット当たりのコンプレストフレームのパイロットビット数と非コンプレ
ストフレームのスロット当たりのパイロットビット数との比に対応した係数と、コンプレ
ストモード用のデータチャネルと制御チャネルとのゲインファクタとの組み合わせによる
コンプレストモード時の送信電力補正値を格納した構成を有する。
【００３４】
　又本発明の送信電力制御方法は、移動局から基地局への送信電力値を算出して送信電力
増幅器を制御する送信電力制御方法に於いて、前記基地局との間の受信品質を受信データ
品質監視部により検出し、前記基地局へ送信するデータチャネルと単一又は複数種類の制
御チャネルと重畳した送信電力値を算出し、該送信電力値が予め設定した最大送信電力値
を超えた分について、前記受信データ品質監視部からの受信品質情報に対応して前記複数
種類の制御チャネルの予め設定した制御チャネルに対する送信電力値を削減する送信電力
演算処理過程を含むものである。
【００３５】
　又移動局から基地局への送信電力値を算出して送信電力増幅器を制御する送信電力制御
方法に於いて、前記基地局からのハイスピード・ダウンリンク・パケット・アクセス（Ｈ
ＳＤＰＡ）による受信データの受信品質を受信データ品質監視部により検出し、前記基地
局へ送信するデータチャネルと制御チャネルと前記ハイスピード・ダウンリンク・パケッ
ト・アクセス（ＨＳＤＰＡ）による制御チャネルとを重畳した送信電力値を算出し、該送
信電力値が予め設定した最大送信電力値を超えた分を、前記受信データ品質監視部からの
前記受信品質情報が所定値以上の受信状態を示す時は、前記制御チャネルの送信電力値か
ら削減し、前記受信品質情報が所定値以下の受信状態を示す時は、前記ハイスピード・ダ
ウンリンク・パケット・アクセス（ＨＳＤＰＡ）による制御チャネルの送信電力値から削
減する送信電力演算処理過程を含むものである。
【発明の効果】
【００３６】
　送信電力演算処理部に於いて算出した送信電力値が最大送信電力値を超える場合、受信
品質情報を基に、複数種類の制御チャネル、即ち、ＤＰＣＣＨとＨＳ－ＤＰＣＣＨとの何
れか一方の送信電力値を削減して、最大送信電力値を超えないように処理するもので、受
信品質が所定値以上の良好な受信品質を維持している場合、ＨＳＤＰＡを継続できるよう
に、制御チャネルＨＳ－ＤＰＣＣＨの送信電力値はそのままとし、ＤＰＣＣＨの送信電力
値を削減し、受信品質が所定値以下で不良な受信状態を示す場合は、ＨＳＤＰＡの継続が
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困難であるから、ＤＰＣＣＨの送信電力値はそのままとし、ＨＳ－ＤＰＣＣＨの送信電力
値を削減することにより、受信品質情報に対応して最適な送信電力値の演算処理制御が可
能となる。
【００３７】
　又送信電力演算処理部に、送信電力値の算出に必要となる送信電力補正値を格納したテ
ーブルを設けることにより、演算処理負担を軽減して、スロット対応の送信電力値の算出
も容易となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　本発明の送信電力制御装置は、図１を参照して説明すると、基地局２からのハイスピー
ド・ダウンリンク・パケット・アクセス（ＨＳＤＰＡ）による受信データの受信品質を検
出する受信データ品質監視部７と、基地局２へ送信するデータチャネル（ＤＰＤＣＨ）と
制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）とハイスピード・ダウンリンク・パケット・アクセス（ＨＳ
ＤＰＡ）による制御チャネル（ＨＳ－ＤＰＣＣＨ）とを重畳した送信電力値を算出し、こ
ｎ送信電力値が予め設定した最大送信電力値を超えた分を、受信データ品質監視部７から
の受信品質情報が所定値以上の受信状態を示す時は、制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）の送信
電力値から削減し、受信品質情報が所定値以下の受信状態を示す時は、ハイスピード・ダ
ウンリンク・パケット・アクセス（ＨＳＤＰＡ）による制御チャネル（ＨＳ－ＤＰＣＣＨ
）の送信電力値から削減する送信電力演算処理部３とを備えている。
【００３９】
　本発明の送信電力制御方法は、基地局２からのハイスピード・ダウンリンク・パケット
・アクセス（ＨＳＤＰＡ）による受信データの受信品質を受信データ品質監視部７により
検出し、基地局２へ送信するデータチャネル（ＤＰＤＣＨ）と制御チャネル（ＤＰＣＣＨ
）とハイスピード・ダウンリンク・パケット・アクセス（ＨＳＤＰＡ）による制御チャネ
ル（ＨＳ－ＤＰＣＣＨ）とを重畳した送信電力値を算出し、この送信電力値が予め設定し
た最大送信電力値を超えた分を、受信データ品質監視部７からの受信品質情報が所定値以
上の受信状態を示す時は、制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）の送信電力値から削減し、受信品
質情報が所定値以下の受信状態を示す時は、ハイスピード・ダウンリンク・パケット・ア
クセス（ＨＳＤＰＡ）による制御チャネル（ＨＳ－ＤＰＣＣＨ）の送信電力値から削減す
る送信電力演算処理過程を含むものである。
【実施例１】
【００４０】
　図１は、本発明の実施例１の要部説明図であり、１は移動局、２は基地局、３は送信電
力演算処理部、４は出力電圧制御部、５は送信電力増幅器（ＰＡ）、６はアンテナ部、７
は受信データ品質監視部を示す。なお、受信処理手段は図示を省略しているが、既に知ら
れている各種の受信処理手段を適用することができる。又送信電力増幅器５の前段の送信
データの処理手段も図示を省略しているが、既に知られている各種の手段を適用すること
ができる。
【００４１】
　送信データは、送信電力増幅器５により増幅されて、アンテナ部６を介して基地局２へ
送信される。又送信電力演算処理部３は、基地局２へ送信するＤＰＣＣＨ、ＤＰＤＣＨ、
ＨＳ－ＤＰＣＣＨに対応して送信電力値を求め、最大送信電力値を超えないような送信電
力値を求めて、出力電圧制御部４に入力し、この出力電圧制御部４から送信電力増幅器５
の増幅率を制御し、送信データを送信電力増幅器５により増幅し、アンテナ部６を介して
基地局２へ送信する。
【００４２】
　又受信データ品質監視部７は、図示を省略した受信処理手段により受信処理したＨＳ－
ＤＳＣＨデータを基に受信品質を監視する場合を示し、例えば、ＨＳ－ＤＳＣＨのブロッ
クエラーレート(ＢＬＥＲ)の監視を行い、その結果を受信品質情報として送信電力演算処
理部３に入力する。送信電力演算処理部３は、受信品質情報に従って、データチャネルと
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複数種類の制御チャネルとに相当するＤＰＣＣＨ、ＤＰＤＣＨ、ＨＳ－ＤＳＣＨを基地局
２へ送信する為の送信電力値を算出する。
【００４３】
　例えば、基地局からのＨＳ－ＤＳＣＨは、２ｍｓに１トランスポートブロック存在し、
１トランスポートブロックにＣＲＣビット(２４ビット）が付与されている。移動局１は
、或る一定時間内に受信したＨＳ－ＤＳＣＨのトランスポートブロックの総数と、その中
でＣＲＣ　ＮＧになった数の比率により、以下のようにブロックエラーレートＢＬＥＲを
計算することができる。
　ＢＬＥＲ＝ＣＲＣ　ＮＧ数／ＨＳ－ＤＳＣＨトランスポートブロックの総数
受信データ品質監視部７は、受信ＨＳ－ＤＳＣＨデータにより、ブロックエラーレートＢ
ＬＥＲを算出して、受信品質情報として、送信電力演算処理部３に入力する。送信電力演
算処理部３は、ブロックエラーレートＢＬＥＲが所定値より小さい場合、下りＨＳ－ＤＳ
ＣＨの受信状態がよい場合と判断できる。又反対に、ブロックエラーレートＢＬＥＲが所
定値より大きい場合は、下りＨＳ－ＤＳＣＨの受信状態が悪い場合と判断できる。
【００４４】
　ＨＳ－ＤＳＣＨのブロックエラーレートＢＬＥＲは、スターティック環境では０．１（
１０％のエラー率）、通常の環境では０．２～０．３（２０％～３０％のエラー率)にな
るとした場合に、例えば、５０％を超えるエラー率が観測できた場合は、ＨＳ－ＤＳＣＨ
の受信品質が非常に悪い場合と判断できる。ＨＳＤＰＡは大容量のデータを受信できるが
、ＨＳ－ＤＳＣＨの受信品質が悪くなり、大容量のデータを受信できないとネットワーク
側で判断された場合は、従来のＤＰＣＨでのデータのやりとりに遷移して、ＨＳＤＰＡ呼
は切断され、下りＨＳ－ＤＳＣＨ／上りＨＳ－ＤＰＣＣＨデータの疎通はなくなる。
【００４５】
　そこで、送信電力演算処理部３は、ＨＳ－ＤＳＣＨの受信品質が悪くなったことを示す
受信品質情報により、ＨＳＤＰＡ呼切断直前と判断し、ＨＳ－ＤＰＣＣＨよりもＤＰＣＣ
Ｈの方がより重要になると判断し、送信電力値が最大送信電力値よりも大きくなった場合
、ＤＰＣＣＨではなくＨＳ－ＤＰＣＣＨの送信電力値を削減する。又受信品質情報が、Ｈ
Ｓ－ＤＳＣＨの受信状態が良いことを示す場合は、ＨＳＤＰＡ呼は継続すると判断して、
ＤＰＣＣＨの送信電力を削減するように送信電力値のクリップ処理を行う。
【００４６】
　例えば、図２の（Ａ）に示すように、１フレーム１５スロットとし、ＨＳＤＰＡ非対応
の場合、ＤＰＤＣＨはゲインファクタにより、又ＤＰＣＣＨはＴＰＣコマンドにより変化
し、最大送信電力値を超えない状態で送信制御されている場合に、ＨＳＤＰＡ対応とする
ことにより、図２の（Ｂ）に示すように、ＨＳ－ＤＰＣＣＨが追加され、算出した送信電
力値が、予め設定した最大送信電力値を超える場合が多くなる。従来は、最大送信電力値
を超える場合、ＤＰＣＣＨの送信電力値を低減させることにより、最大送信電力値を超え
ないように制御していたが、本発明に於いては、前述のように、受信品質情報に従って、
複数種類の制御チャネル、即ち、ＤＰＣＣＨ又はＨＳ－ＤＰＣＣＨの何れかを選択して、
送信電力値のクリップ処理を行うものである。それにより、ＨＳ－ＤＳＣＨの受信状態が
劣化したような場合に、少なくともＨＳＤＰＡを除く通常の送受信を継続することが可能
となる。
【実施例２】
【００４７】
　図３は、本発明の実施例２の要部説明図であり、１１は移動局、１２は基地局、１３は
βｃ，βｄ演算処理部、１４はβｈｓ演算処理部、１５は送信電力演算処理部、１６は出
力電圧制御部、１７は電力増幅器（ＰＡ）、１８はアンテナ部、１９はテーブルを示す。
図１に示す場合と同様に、受信処理手段は図示を省略しているが、既に知られている各種
の受信処理手段を適用することができる。又送信電力演算処理部１５の前段の送信データ
の処理手段も図示を省略しているが、既に知られている各種の手段を適用することができ
る。又βｃ，βｄ演算処理部１３には、前述のＫｊ，Ｋｒｅｆ、βｃ，ｒｅｆ、βｄ，ｒ
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ｅｆと、コンプレストモード時のスロット当たりのパイロットビット数ＮｐｉｌｏｔＣ，
ＮｐｉｌｏｔＮ（通常は、“Ｎｐｉｌｏｔ，Ｃ、Ｎｐｉｌｏｔ，Ｎ”と表記）が入力され
て、ゲインファクタβｃ、βｄを算出し、送信電力演算処理部１５に入力する。又βｈｓ
演算処理部１４には、Δｈｓ－ｄｐｏｃｈ（通常は、“ΔＨＳ－ＤＰＣＣＨ”と表記）と
、コンプレストモード時のＮｐｉｌｏｔＣとＮｐｉｌｏｔＮ（通常は、“Ｎｐｉｌｏｔ，

Ｃ”及び“Ｎｐｉｌｏｔ，Ｎ”と表記）と、βｃ，βｄ演算処理部１３からのβｃとを入
力して、算出したβｈｓを送信電力演算処理部１５に入力する。又テーブル１９は、ゲイ
ンファクタβｄ，βｃ，βｈｓを基に形成した送信電力補正値を格納して、送信電力演算
の処理量を削減するものである。
【００４８】
　ＨＳＤＰＡ対応時の総電力Ｐは、ＤＰＣＣＨ，ＤＰＤＣＨに、ＨＳ－ＤＰＣＣＨが追加
されるものであり、総電力（Ｐ）とＤＰＣＣＨ，ＤＰＤＣＨ，ＨＳ－ＤＰＣＣＨの各電力
（Ｐｃ，Ｐｄ，Ｐｈｓ）との関係は以下のようになる。
　Ｐ＝Ｐｃ＋Ｐｄ＋Ｐｈｓ・・・（式８）
ＤＰＣＣＨの電力Ｐｃはスロット毎に変化して、ＤＰＤＣＨの電力Ｐｄは、Ｐｃとゲイン
ファクタβｄ，βｃで決まり、又ＨＳ－ＤＰＣＣＨの電力Ｐｈｓは、Ｐｃとゲインファク
タβｈｓ，βｃで決まる。
【００４９】
　従って、各送信電力値とゲインファクタとの関係は以下のようになる（なお、電力比は
振幅比の２乗になる)。
　Ｐｃ：Ｐｄ＝βｃ２：βｄ２・・・（式７－１）
　Ｐｃ：Ｐｈｓ＝βｃ２：βｈｓ２・・・（式７－２）
これらの数式を基に、ＤＰＤＣＨの電力ＰｄとＨＳ－ＤＰＣＣＨの電力Ｐｈｓとは次式に
示すものとなる。
　Ｐｄ＝Ｐｃ×（βｄ２／βｃ２）・・・（式９）
　Ｐｈｓ＝Ｐｃ×（βｈｓ２／βｃ２）・・・（式１０）
【００５０】
　ＨＳ－ＤＰＣＣＨ対応時の送信電力Ｐは、
　Ｐ＝Ｐｃ＋Ｐｃ×（βｄ２／βｃ２）＋Ｐｃ×（βｈｓ２／βｃ２）
　　＝Ｐｃ×（βｄ２＋βｃ２＋βｈｓ２）／βｃ２・・・（式１１）
又デシベル表記を行うと、
　Ｐ＝Ｐｃ＋１０ｌｏｇ１０｛（βｄ２＋βｃ２＋βｈｓ２）／βｃ２｝
　　＝Ｐｃ＋２０ｌｏｇ１０（√（βｄ２＋βｃ２＋βｈｓ２）／βｃ２）・・（式１２
）
となる。即ち、送信電力Ｐは、ＤＰＣＣＨの電力Ｐｃ（ｄＢｍ）と、ＤＰＤＣＨ＋ＨＳ－
ＤＰＣＣＨの電力２０ｌｏｇ１０（√（βｄ２＋βｃ２＋βｈｓ２）／βｃ２）（ｄＢｍ
）との加算により求まることが判る。なお、√（βｄ２＋βｃ２＋βｈｓ２）は、カッコ
内の平方根を示す。
【００５１】
　前述のように、ＨＳＤＰＡ対応のコンプレストモード時のゲインファクタβｈｓのパタ
ーンは、βｃ：１５、Ｎｐｉｌｏｔ，Ｎ、Ｎｐｏｌｏｔ，Ｃ：４、ΔＨＳ－ＤＰＣＣＨ：
９とすると、総数５４０パターンとなる。そこで、（式１２）を基に、次のように、送信
電力補正値ｂを用いて送信電力Ｐを求める。即ち、
　Ｐ＝Ｐｃ＋ｂ
　ｂ＝２０ｌｏｇ１０（√（βｄ２＋βｃ２＋βｈｓ２）／βｃ２）・・・（式１３）
として表す。
【００５２】
　この送信電力補正値ｂは、ゲインファクタβｄ，βｃ，βｈｓにより求めることができ
るものであり、その組み合わせに対応して予めテーブル１９に格納する。この場合、コン
プレストモードの適用有無に対応して、通常フレーム用と、コンプレストフレーム用との
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２種類とすることができる。又浮動小数点演算に比較して、固定小数点演算の場合、一般
には演算処理時間が短くなるものであり、又送信電力補正値ｂを用いた演算処理の精度を
良くする為に、例えば、８倍精度にすることを考えると、（式１３）は次式で表すものと
なる
　ｂ＝｛８×２０ｌｏｇ１０（√（βｄ２＋βｃ２＋βｈｓ２）／βｃ２）｝・・（式１
４）
【００５３】
　ＨＳ－ＤＰＣＣＨなしの場合、ゲインファクタβｄ（０～１５），βｃ（１～１５）の
組み合わせにより、図４に示すテーブルを形成することができる。又フレーム毎のＤＴＸ
ｂ（ＨＳ－ＤＰＣＣＨなしの送信電力補正値）の外に、ＡＣＫ，ＮＡＣＫ，ＣＱＩ毎のゲ
インファクタβｄ，βｃの組み合わせにより、送信電力補正値ｂ（Δ８～Δ０）をテーブ
ルから求めることができる。
【００５４】
　又コンプレストフレームについては、ゲインファクタβｃ，ｃ（コンプレスト用βｃ）
、βｄ，c(コンプレスト用βｄ）に加えて、ゲインファクタβｈｓ，ｃ（コンプレスト用
βｈｓ）のパターンだけテーブル内容が追加となる。ゲインファクタβｈｓ，ｃのパター
ンは、βｃ，ｃ，ΔＡＣＫ，ΔＮＡＣＫ，ΔＣＱＩ（Δ８～０）及びＮｐｉｌｏｔＣ、Ｎ
ｐｉｌｏｔＮ（＝前述の非コンプレストフレームのＤＰＣＣＨスロット当たりのパイロッ
トビット数Ｎｐｉｌｏｔ，Ｎ及びコンプレストフレームのＤＰＣＣＨスロット当たりのパ
イロットビット数Ｎｐｉｌｏｔ，Ｃ）の値によって変化する。その為ＨＳＤＰＡ対応コン
プレストフレーム時の送信電力補正値のテーブルは、βｄ，ｃ，βｃ，ｃ，ΔＡＣＫ，Ｎ
ＡＣＫ，ＣＱＩ（Δ８～０）、ＮｐｉｌｏｔＮ、ＮｐｉｌｏｔＣの組み合わせによって決
定される。このうち、βｄ，ｃ，βｃ，ｃは３０パターン存在し、ΔＡＣＫ，ΔＮＡＣＫ
，ΔＣＱＩ（Δ８～０）、ＮｐｉｌｏｔＮ、ＮｐｉｌｏｔＣは、３６（９×４）パターン
存在するので、図４～図８に示す内容のテーブル１９を、送信電力演算処理部１５に設け
ることにより、送信電力補正値ｂを、このテーブル１９を参照して求め、演算処理量を削
減することができる。
【００５５】
　コンプレストフレーム時の送信電力補正値ｂは、ＡＣＫ，ＮＡＣＫ、ＣＱＩ毎のゲイン
ファクタβｄ，ｃ，βｃ，ｃの組み合わせと、βｈｓ，ｃを決めるΔＡＣＫ，ΔＮＡＣＫ
，ΔＣＱＩ（Δ８～Δ０）、ＮｐｉｌｏｔＮ、ＮｐｉｌｏｔＣの値によって、テーブルを
参照することにより、計４種類の送信電力補正値を求めることができる。なお、前述の図
４～図８に示すテーブルは、３００＋１１１０＝１４１０（ワード）の大きさで実現する
ことができる。
【００５６】
　総電力Ｐの演算は、スロット毎に行うものであり、更に、対数処理や平方根処理等を含
むことから、処理時間が長くなるものである。又ＨＳＤＰＡ対応の場合には、ＨＳ－ＤＰ
ＣＣＨの分、送信電力が追加となるから、演算処理が更に煩雑となる。しかし、前述のよ
うに、送信電力補正値ｂをテーブル１９に予め格納しておくことにより、送信電力値算出
に要する時間を短縮することが可能となる。
【実施例３】
【００５７】
　図９及び図１０は、本発明の実施例３の送信電力演算処理部のテーブルの説明図であり
、図３に於ける送信電力演算処理部１５のテーブル１９に格納するコンプレストモード時
の送信電力補正値の内容を示すものである。前述の（式６）に示すように、ゲインファク
タβｈｓ、Ｃは、βｃ，Ｃと係数Ｃとの積で表される。このβｃ，Ｃ（βｃ（コンプレス
ト））は、テーブルの横軸としているから、係数Ｃ（（式６）参照）の値により定まるこ
とになり、この係数Ｃの値は４～２９であり、ΔＡＣＫ、ΔＮＡＣＫ、ΔＣＱＩ（Δ０～
Δ８）、Ｎｐｉｌｏｔ，Ｎ、Ｎｐｉｌｏｔ，Ｃの値が異なっても、係数Ｃの値が重複して
いるものが含まれていることにより、このような重複する部分を削減したテーブル構成と
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している。それにより、３０×２６＝７８０（ワード）の構成で実現可能となった。
【００５８】
　送信電力演算処理部１５は、このようなテーブル内容を参照することにより、演算精度
を低下させずに、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ対応のコンプレストモード時の送信電力値を迅速に求
めることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の実施例１の要部説明図である。
【図２】送信電力の説明図である。
【図３】本発明の実施例２の要部説明図である。
【図４】本発明の実施例２の非コンプレストモード時の送信電力補正値テーブルの説明図
である。
【図５】本発明の実施例２のコンプレストモード時の送信電力補正値テーブルの説明図で
ある。
【図６】本発明の実施例２のコンプレストモード時の送信電力補正値テーブルの説明図で
ある。
【図７】本発明の実施例２のコンプレストモード時の送信電力補正値テーブルの説明図で
ある。
【図８】本発明の実施例２のコンプレストモード時の送信電力補正値テーブルの説明図で
ある。
【図９】本発明の実施例３のコンプレストモード時の送信電力補正値テーブルの説明図で
ある。
【図１０】本発明の実施例３のコンプレストモード時の送信電力補正値テーブルの説明図
である。
【図１１】従来例の送信電力制御機能の要部説明図である。
【図１２】ゲインファクタと比率との説明図である。
【図１３】トランスポートチャネルとデータビット長との一例の説明図である。
【図１４】パワーオフセットの説明図である。
【図１５】ＤＰＣＣＨスロットフォーマットの説明図である。
【図１６】コンプレストモード時のスロットフォーマットの組み合わせ及びゲインファク
タ算出時のＮの値の説明図である。
【図１７】ゲインファクタ算出時のＣの値の説明図である。
【図１８】コンプレストモード時の送信電力の説明図である。
【符号の説明】
【００６０】
　１　移動局
　２　基地局
　３　送信電力演算処理部
　４　出力電圧制御部
　５　送信電力増幅器（ＰＡ）
　６　アンテナ部
　７　受信データ品質監視部
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】
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