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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の基地局と複数の端末局からなり、
　上記各基地局が、各端末局から送信されてくる電波の受信電力を測定し、測定された受
信電力が予め定めた手順で設定された第１の閾値より大きい時、上記電波の送信元の端末
局に対して送信電力を下げるように指示する電力制御信号を発信し、
　上記各端末局が、複数の基地局から電力制御信号を受信したとき、そのうちの少なくと
も１つが送信電力を下げるように指示している場合には送信電力を下げ、送信電力を下げ
るように指示する電力制御信号が無い場合には送信電力を上げ、
　上記各端末局が、上記各基地局から送信された電波の受信電力を比較し、受信電力が最
も大きい基地局を選択して、該基地局に基地局識別符号を含む信号を送信するように構成
された無線通信システムにおける送信電力制御方法において、
　上記各基地局に、上記第１の閾値より大きな値をもつ第２の閾値を予め定めた手順によ
り設定しておき、上記各基地局が、
　或る端末局からの受信信号に含まれる上記基地局識別符号が自局を示している時、上記
端末局からの送信電波の受信電力が上記第１の閾値より大きい場合には、上記端末局に送
信電力を下げるように指示する上記電力制御信号を発信し、上記端末局からの送信電波の
受信電力が上記第１の閾値より小さい場合には、上記端末局に対する上記電力制御信号の
発信を停止するか、上記端末局に送信電力を上げるように指示する電力制御信号を発信し
、
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　上記基地局識別符号が他局を示している時、上記端末局からの送信電波の受信電力が上
記第２の閾値より大きい場合には、上記端末局に送信電力を下げるように指示する上記電
力制御信号を発信し、上記端末局からの送信電波の受信電力が上記第２の閾値より小さい
場合には、上記端末局に対する電力制御信号の送信を停止するか、上記端末局に送信電力
を上げるように指示する電力制御信号を発信することを特徴とする送信電力制御方法。
【請求項２】
　前記複数の基地局が、共通の基地局制御装置に結合され、該基地局制御装置を介して、
前記第１または第２の閾値の少なくとも１つが設定されることを特徴とする請求項１に記
載の送信電力制御方法。
【請求項３】
　前記複数の基地局が、交換網またはインターネット網を介して結合され、上記交換網ま
たはインターネット網を介して、前記第１または第２の閾値の少なくとも１つが設定され
ることを特徴とする請求項１に記載の送信電力制御方法。
【請求項４】
　各基地局が、各端末局から送信されてくる電波の受信電力を測定し、測定された受信電
力が第１の閾値より大きい時、上記電波の送信元の端末局に対して送信電力を下げるよう
に指示する電力制御信号を発信し、上記各端末局が、複数の基地局から電力制御信号を受
信したとき、そのうちの少なくとも１つが送信電力を下げるように指示している場合には
送信電力を下げ、送信電力を下げるように指示する電力制御信号が無い場合には送信電力
を上げ、上記各端末局が、上記各基地局から送信された電波の受信電力を比較し、受信電
力が最も大きい基地局を選択して、該基地局に基地局識別符号を含む信号を送信するよう
に構成された無線通信システムにおける基地局であって、
　制御プログラムに従って、各端末局からの受信信号に含まれる上記基地局識別符号を判
定し、上記基地局識別符号が自局を示している時、上記端末局からの送信電波の受信電力
と上記第１の閾値とを比較し、上記受信電力が上記第１の閾値より大きい場合は、上記端
末局に送信電力を下げるように指示する下げ電力制御信号を発信し、上記受信電力が上記
第１の閾値より小さい場合、または上記基地局識別符号が他局を示している場合は、上記
端末局に対する電力制御信号の発信を停止するか、上記端末局に送信電力を上げるように
指示する上げ電力制御信号を発信する信号処理部を備えたことを特徴とする基地局。
【請求項５】
　請求項４に記載の基地局であって、
　前記第１の閾値より大きい値をもつ第２の閾値を設定するための手段を有し、
　前記信号処理部が、前記受信信号に含まれる基地局識別符号が他局を示している時、前
記端末局からの送信電波の受信電力と上記第２の閾値とを比較し、上記受信電力が上記第
２の閾値より大きい場合に、上記端末局に送信電力を下げるように指示する前記下げ電力
制御信号を発信し、上記受信電力が上記第２の閾値より小さい場合は、上記端末局に対す
る電力制御信号の発信を停止するか、上記端末局に送信電力を上げるように指示する上げ
電力制御信号を発信することを特徴とする基地局。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、無線通信端末の送信電力制御方法及びそのための基地局、更に詳しく言えば、
複数の基地局と携帯電話等の複数の端末局を備えた無線通信システムにおける上記端末局
の送信電力を制御する方法及びそのための電力制御信号を発する基地局に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＣＤＭＡセルラ通信システムにおける端末局の送信電力を制御する方法として、１９９５
年５月１８日にＴＩＡ(Telecommunications Industry Association)から発行された標準
規格書のTIA/EIA/IS-95-A版の、６.１.２.３.２節(６章６頁)、６.６.６.２.７.２節(６
章１８０頁)及び７.１.３.１.７節(７章１３頁～１５頁)等に記載された方法が有る。ま
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た、２０００年３月２日にＡＲＩＢ(Association of Radio Industries and Businesses)
から発行された標準規格書のSTD-T64-C.S0002-A版の、２.１.２.３.２節(２章３６頁～３
８頁)及び３.１.３.１.１０節(３章９７頁～９９頁)等や、２０００年１０月２７日にＴ
ＩＡから発行された標準規格書のTIA/EIA/IS-856版の、９.２.１.２.４節(９章２３頁～
２６頁)及び９.２.１.４.２節(９章５３頁～５４頁)等にも同様の方法が記載されている
。
【０００３】
これらの電力制御方法では、各基地局は、ある端末局から送信されてくる電波の受信電力
が適正な通信を行なうために必要な電力より小さい時にはその端末局に送信電力を上げる
ように指示する電力制御信号（以下、上げ電力制御信号と略称）を発信し、適正な通信を
行なうために必要な電力より大きい時には送信電力を下げるように指示する電力制御信号
（以下、下げ電力制御信号と略称）を発信する。
【０００４】
各端末局は、各基地局から送信されてくる電力制御信号の中に下げ電力制御信号が１つで
も有る時には送信電力を下げ、上げ電力制御信号のみの時には送信電力を上げる。この方
法によって、端末局が送信する電波を最も大きな電力で受信する基地局が、適正な通信を
行なうために必要充分な電力でその端末局からの電波を受信するように、その端末局の送
信電力を制御することになる。例えば、ＣＤＭＡセルラ通信システムは、図１に示すよう
に、端末局１１１～１１８が自由に移動できるようにするため、端末局１１１～１１８と
基地局１０１～１０３の間の通信は無線通信で行なう。基地局１０１～１０３と基地局制
御装置１００の間の通信は有線又は無線のいずれも有り得る。更に、基地局制御装置１０
０は交換網やインターネット網１２０を介して他の通信システムと接続されている。
【０００５】
ある端末局が送信する電波は、その端末局から近い基地局では大きな電力で受信され、遠
い基地局では小さな電力で受信される。従って、各基地局に近いある範囲内に有る端末局
が送信する電波は、その基地局で受信する方が他の基地局で受信するより大きな電力で受
信される。その範囲は基地局のセルと呼ばれる。そして、互いに隣接する基地局からほぼ
等距離の地点にセル境界が存在する。図１ではセル境界を一点鎖線で表わし、基地局１０
１と基地局１０２のセル境界を１５１、基地局１０２と基地局１０３のセル境界を１５２
、基地局１０３と基地局１０１のセル境界を１５３で表わす。基地局から端末局方向への
通信を「下り」、逆方向の通信を「上り」と称する。
【０００６】
従来の端末局の電力制御方法では、例えば、基地局１０１のセル内に端末局１１１が送信
する上り電波を基地局１０１が受信する電力が、適正な通信を行なうために必要な電力に
達しない場合、基地局１０１は端末局１１１に対して前記上げ電力制御信号を発信する。
端末局１１１が基地局１０１のセル内にあるため、他の基地局での受信電力は更に小さい
。従って、他の基地局も端末局１１１に対して前記上げ電力制御信号を発信する。すると
、端末局１１１が受信する電力制御信号は全て送信電力を上げるように指示する。上記上
げ電力制御信号に基づいて端末局１１１は送信電力を上げる。
【０００７】
端末局１１１の送信する上り電波を基地局１０１が受信する電力が、適正な通信を行なう
ために必要な電力を超える場合には、基地局１０１は端末局１１１に前記下げ電力制御信
号を発信する。すると、他の基地局が発信する電力制御信号に関わらず、端末局１１１が
受信する電力制御信号の内の少なくとも１つは送信電力を下げるように指示する。上記下
げ電力制御信号に基づいて端末局１１１は送信電力を下げる。すなわち、基地局１０１の
セル内にある任意の端末局１１１の送信電力は、他の基地局の受信電力にかかわらず、基
地局１０１の受信電力が適正な通信を行なうために必要充分な電力になるように制御され
る。
【０００８】
また、基地局１０１のセル内にある端末局１１１は、基地局１０１から送信する下り電波
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を受信する方が、他の基地局から送信する下り電波を受信するより、通常は大きな受信電
力で受信できる。従って、端末局１１１と基地局１０１との間には、端末局１１１と他の
基地局との間より効率良く通信のできる下りの通信路が形成される。そして、端末局１１
１と基地局１０１との間には、充分な受信電力での情報伝達が可能な上りの通信路も形成
される。また、端末局１１１が必要以上に大きな電力で送信することも避けられる。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
上述の無線通信端末の送信電力制御方法では、端末局が複数の基地局のセル境界付近に位
置する場合、後述する理由によって、その端末局と最も効率良く通信のできる基地局が、
上りと下りで異なる不都合な場合が発生し得る。例えば、その端末局が受信する下りの電
波は第１の基地局から送信した方が第２の基地局から送信するより大きな電力で受信でき
るにもかかわらず、上りの電波は第２の基地局が受信した方が第１の基地局が受信するよ
り大きな電力で受信できる状況が発生し得る。この状況が起きる主な原因は、電波の周波
数の違いにより、電波の多重波干渉による影響が上りと下りで異なる事にある。
【００１０】
説明を簡単にするため、、以下の場合を想定する。図1に示すように、端末局１１９が基
地局１０１と基地局１０２のセル境界１５１付近に位置し、端末局１１９と基地局１０１
の間には直接波の経路２６１と反射波の経路２６２が１つずつ存在し、端末局１１９と基
地局１０２の間には直接波の経路２６３しか存在しない。上り通信と下り通信で異なる周
波数の電波を用い、直接波の経路２６１と反射波の経路２６２の経路長の差が、下りの電
波の波長の整数倍となり、かつ、上りの電波の波長の半分の奇数倍となる。反射物２３１
により電波が反射した時には位相反転は起らない。このような場合、端末局１１９が受信
する下りの電波は基地局１０１から送信した方が基地局１０２から送信するより大きな電
力で受信できるにもかかわらず、上りの電波は第２の基地局１０２が受信した方が基地局
１０１が受信するより大きな電力で受信できる。
【００１１】
すなわち、端末局１１９が受信する基地局１０１からの下り電波は、直接波と反射波の位
相が一致する。このため、反射波が無い場合より受信電力が大きくなる。また、基地局１
０１が受信する端末局１１９からの上り電波は、直接波と反射波の位相が逆になる。この
ため、反射波が無い場合より受信電力が小さくなる。
【００１２】
ところで端末局１１９は、セル境界１５１付近にある。すなわち、基地局１０１及び基地
局１０２が受信する端末局１１９からの上り電波の受信電力は、もし反射波が無ければほ
ぼ等しくなる。従って、上述した反射波の影響で、上りの電波は基地局１０２が受信した
方が基地局１０１が受信するより大きな電力で受信できる。同様に下りの電波は基地局１
０１が送信した方が基地局１０２が送信するより大きな電力で受信できる。すなわち端末
局１１９と最も効率よく通信できる基地局が上り下りで異なる。
【００１３】
実際の無線通信システムでは、電波の反射物になり得るものは多数存在し、かつ、その形
状や反射率はさまざまである。従って、反射波の経路が多数存在しその強度もさまざまで
ある場合が多い。また、電波の障害物が存在する時には直接波が減衰したり消滅したりす
ることもある。更に、電波の反射物や障害物の中にはその形状や位置が時々刻々変化する
ものも多い。すなわち、様々な条件による多重波干渉の結果、下りの電波は基地局１０１
が送信した方が基地局１０２が送信するより大きな電力で受信でき、上りの電波は基地局
１０２が受信した方が基地局１０１が受信するより大きな電力で受信できる場合が様々な
状況で起る。
【００１４】
この場合、従来の技術では、端末局１１９からの上りの電波を最も大きな電力で受信する
基地局１０２の受信する電力が適正な通信を行なうために必要充分な電力になるように、
端末局１１９の送信電力が制御される。すると、基地局１０１が受信する電力は適正な通
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信を行なうためには不充分となる。従って、端末局１１９が送信した上り信号を基地局１
０１が受信すると、高い確率でエラーが発生する。
【００１５】
一方、下り電波は基地局１０１が送信した方が基地局１０２が送信するより大きな電力で
受信できる。このため、最高の伝送レートで通信するためには基地局１０１から送信する
必要がある。そこで、端末局１１９は下り電波を最も大きな電力で受信できる基地局１０
１に対してデータ送信を要求する。しかしながら、基地局１０１における端末局１１９か
らの上り電波の受信電力が小さいため、端末局１１９から基地局１０１への要求が正しく
伝わらない。すると、最適な通信ができないことになる。特に、前述の標準規格書TIA/EI
A/IS-856版に記載された仕様の場合には、データ送信を要求された基地局のみがそのデー
タ送信を行なうため、その要求が基地局１０１へ伝わらなければ全く通信ができないこと
になる。
【００１６】
すなわち、端末局１１９から見て最適な通信ができる基地局が上りと下りで異なるような
状況では、最適な通信ができないという現象が生じる。仕様によっては、全く通信ができ
ないという現象が生じることもある。
【００１７】
これらの状況を避ける一つの解決方法として、複数の基地局を統括する基地局制御装置１
００を経由して基地局１０２が受信した上り信号を基地局１０１に伝達する方法が考えら
れる。しかし、基地局制御装置１００と基地局１０１及び１０２の間を伝わる情報量や基
地局制御装置１００の信号処理量が増える。また、処理量増加あるいは余分な伝送による
時間遅延が生じ、あるいは処理能力を超えて通信が途切れたりすることも起き得る。
【００１８】
また、他の解決方法として、基地局１０１に要求されたデータの送信を基地局１０２が肩
代わりして行なう方法も考えられる。しかし、その場合には、端末局１１９における基地
局１０２からの受信電力が低いので、基地局１０１から送信するより伝送レートが落ちる
。更に、送信する基地局を切り替えるために基地局制御装置１００の処理量が増えてしま
う。
【００１９】
本発明の主な目的は、各端末局と最も効率良く通信できる特定の基地局との間に上下往復
の通信路を常時形成し、最も効率の良い通信を常時可能とする端末局の送信電力を制御す
る方法及びそのための装置を実現することである。
本発明の他の目的は、下り電波を最も効率良く伝送できる基地局が、セル境界付近にいる
端末局からの上り電波を常時必要な電力で受信できる端末局の送信電力を制御する方法及
びそのための基地局の構成を実現することである。
【００２０】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明の複数の基地局と複数の端末局を備えた無線通信システ
ムの端末局の送信電力を制御する方法は、
各基地局は、各端末局から送信されてくる電波の受信電力を測定し、その測定した受信電
力が適正な通信を行なうために必要充分な受信電力である第１の閾値より大きい時にはそ
の電波を送信した端末局に対して下げ電力制御信号を発信し、
各端末局は、各基地局から送信されてくる電力制御信号の少なくとも１つ以上の中に上記
下げ電力制御信号が有る時には送信電力を下げ、上記下げ電力制御信号が無い時には送信
電力を上げ、各基地局から送信されてくる電波の受信電力を比較し、最も大きな電力で受
信した電波を送信した基地局を選択してその基地局を識別するための識別符号を載せた信
号を送信するように構成された送信電力制御方法において、
各基地局が、自局を示す識別符号を送信している端末局が送信する上り信号の受信電力が
上記第１の閾値より大きい時には下げ電力制御信号を送信し、他基地局を示す識別符号を
送信している端末局に対してはその受信電力にかかわらず上げ電力制御信号を送信するか
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又は電力制御信号の送信を停止する。
【００２１】
本発明の好ましい実施形態として、上記第１の閾値よりある程度大きな第２の閾値を決め
、各基地局が、自局を示す識別符号を送信している端末局に対してはその送信する上り電
波の受信電力が上記第１の閾値より大きい時に下げ電力制御信号を送信し、他基地局を示
す識別符号を送信している端末局に対してはその送信する上り電波の受信電力が上記第２
の閾値より大きい時に下げ電力制御信号を送信する。
【００２２】
また、本発明の目的を達成するため、本発明の基地局は、上記本発明の方法を実施する本
発明の基地局を、各端末局から送信されてくる電波の受信電力を測定し、その測定した受
信電力が第１の閾値より大きい時にはその電波を送信した特定端末局に対して下げ電力制
御信号を発信する手段と、
上記特定端末局から送信されてくる信号が自局の識別符号を示している時に、上記特定端
末局から送信されてくる電波の受信電力が上記第１の閾値より大きい場合には上記特定端
末局に対して下げ電力制御信号を発信し、上記特定端末局から送信されてくる信号が他局
の識別符号を示しているか又は上記特定端末局から送信されてくる電波の受信電力が上記
第１の閾値より小さい場合には、上記特定端末局に対して上げ電力制御信号を発信するか
又は電力制御信号を停止する手段を設けて構成される。
【００２３】
以下に説明する本発明の実施形態では、各端末局が送受信する電波が、２０００年１０月
２７日にＴＩＡから発行された標準規格書のTIA/EIA/IS-856版にて公開されている仕様（
従来の技術の項に挙げた標準規格の１つ、以下ＨＤＲ標準仕様と称する）に則った電波で
ある場合を例として説明する。しかし、本発明の効果は電波の形式に依存するものではな
く、他の形式の電波に対しても、それに対応する復調部や復号部を用意して以下の説明と
同様の電力制御を行なえば本発明の効果は得られる。
【００２４】
【発明の実施の形態】
図２は、本発明による無線通信システムの端末局の送信電力を制御する方法で使用される
基地局の一実施例の構成を示すブロック図である。
基地局３００は、各端末局（図１の１１１～１１９）から送信された上り電波３９１～３
９９が全て加算された状態の信号をアンテナ３０１で受け、アンテナ共用器３０２を経由
して高周波受信部３０３で受信する。上り電波３９１～３９９は、ＨＤＲ標準仕様に則っ
たＣＤＭＡ方式により変調されている。高周波受信部３０３では、受信した信号の１つの
位相成分（一般にＩ成分と称する）とそれより９０度遅れた位相成分（一般にＱ成分と称
する）の振幅を抽出して出力する。高周波受信部３０３では、出力信号の総電力の平均値
が一定になるように、受信した信号の増幅率をＡＧＣ制御する。また、ここまでの信号処
理は、各端末局１１１～１１９から送信された上り信号が全て加算された状態で行なわれ
る。
【００２５】
復調部３０４は、各端末局毎に定めた上り用ＰＮ符号（擬似ランダム符号）を用いてパス
検出や検波等を行ない、各端末局毎の上り受信信号３５０を抽出する。上記上り用ＰＮ符
号は、タイミング制御部３１４が時分割で指定する。すなわち、タイミング制御部３１４
は、ある時刻には特定端末局１１１を選択し、制御信号３６２によって端末局１１１に対
応する上り用ＰＮ符号を指定する。このＰＮ符号を用いて、復調部３０４は端末局１１１
からの上り受信信号３５０を抽出する。その所定時間後には、タイミング制御部３１４は
、別の端末局１１２を選択し、端末局１１２に対応する上り用ＰＮ符号を指定する。この
ＰＮ符号を用いて、復調部３０４は端末局１１２からの上り受信信号３５０を抽出する。
以下同様に、基地局３００の付近にある複数の端末局１１３～１１９に対して、受信信号
３５０の抽出が行なわれる。これが一巡すると、再び端末局１１１に対する受信信号３５
０の抽出が行なわれ、以後これを繰り返す。従って、ある任意の時刻に注目すると、タイ
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ミング制御部３１４はある１個の端末局を選択し、復調部３０４はその端末局からの上り
受信信号３５０を抽出する。
【００２６】
復調部３０４が抽出した受信信号３５０には、ＨＤＲ標準仕様に定められたＷａｌｓｈ符
号で拡散された複数のチャネルの信号が含まれる。復号部３０５は、このＷａｌｓｈ符号
を用いて逆拡散処理を行ない、各チャネルの信号を抽出する。この内のＤＲＣ（データ・
レイト・コントロール）チャネルの信号３５１（他のチャネルの信号を３５２とする。）
には、これを発信した端末局がどの基地局に対してデータの送信を要求しているかを示す
情報等が乗せられている。
【００２７】
判定部３０６は、これらの情報を復元してその信号を発信した端末局が自局に対してデー
タの送信を要求しているか否かを判定し、その結果を示す信号３５３を出力する。なお、
ＤＲＣチャネルの信号に乗せられた他の情報については、ＨＤＲ標準仕様書の９.２.１.
３.１節(９章２６頁～３３頁)及び９.２.１.３.３.３節(９章３５頁～３９頁)に記述があ
るが、本発明の本質には関係無いので省略する。
【００２８】
受信電力測定部３０７は、受信信号３５０の中からＰＩＬＯＴチャネルの信号を抽出して
その電力を算出し、信号３５５として出力する。一方、受信信号３５０の中に含まれる各
チャネルの信号電力は、ＰＩＬＯＴチャネルの信号電力３５５に比例する。さらに、各チ
ャネルの信号電力が大きいほど、そのチャネルの復号結果にエラーが発生する確率は低く
なる。すなわち、ＰＩＬＯＴチャネルの信号電力３５５が大きいほど、各チャネルの復号
結果にエラーが発生する確率が低くなる。
【００２９】
端末局の送信電力を制御することによりＰＩＬＯＴチャネルの信号電力３５５を一定値に
保持すれば、各チャネルの信号電力が一定値に保持され、復号結果のエラー率も一定値に
保持される。そのエラー率が適正な通信を行なうために必要充分なエラー率となる時のＰ
ＩＬＯＴチャネルの信号電力３５５を、閾値として予め求めておき、閾値記憶部３０８に
記憶させる。ＰＩＬＯＴチャネルの信号電力３５５を具体的にどれだけにすれば各チャネ
ルの復号結果のエラー率がどれだけになるかは、この基地局３００の商用運用を開始する
前に試験運用を行なうことやそれを模擬するシミュレーションにより求める。閾値記憶部
３０８は数値を記憶するレジスタであり、基地局制御装置１００から信号３７１を介して
制御される。
【００３０】
なお、以下の説明で受信電力と言う場合には、特に断らない限りＰＩＬＯＴチャネルの信
号電力３５５を指す。また、この受信電力３５５は、厳密には電力値そのものではなく、
ノイズを含めて高周波受信部３０３が受信した総電力に対する相対値を表わしている。
【００３１】
比較部３０９は、受信電力３５５と閾値３５６の大小関係を比較し、その結果を信号３５
７として出力する。ＡＮＤ回路３１０は、端末局が自局からのデータ送信を要求している
か否かを示す信号３５３と受信電力及び閾値の大小関係を示す信号３５７を受け、端末局
が自局からのデータ送信を要求していてかつ受信電力が閾値を超えている時に限り、端末
局の下げ電力制御信号３５８を出力する。その他の時にはその端末局の上げ電力制御信号
３５８を出力する。
【００３２】
合成部３１１は、電力制御信号３５８やその他の下りチャネルの信号３５９をＨＤＲ標準
仕様に従って合成する。ＨＤＲ標準仕様では、端末局毎に定めたＷａｌｓｈ符号を用いて
電力制御信号３５８を拡散する。これにより、電力制御信号３５８の送り先の端末局を特
定する。電力制御信号３５８の送り先は、その元になった受信信号３５０が抽出された時
にタイミング制御部３１４が選択した端末局である。その端末局に対応するＷａｌｓｈ符
号を、タイミング制御部３１４が、制御信号３６３により指定する。
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【００３３】
変調部３１２は、合成部３１１から出力される信号３６０を、ＨＤＲ標準仕様に定められ
た下り用ＰＮ符号を用いて拡散処理し、高周波送信部３１３に出力する。
高周波送信部３１３は、この信号を所定の周波数の電波に乗せ、アンテナ共用器３０２及
びアンテナ３０１を経由して各端末局に向け送信する。
【００３４】
その他の信号処理部３２０は、各チャネルの受信信号３５２～３５４及びその送信元の端
末局を示す制御信号３６４や基地局制御装置１００から来る信号３７１等に応じて必要な
信号処理を行なう。そして、基地局制御装置１００に送る信号３７０や端末局に送る各チ
ャネルの信号３５９を出力する。その他の信号処理部３２０は、また、基地局制御装置１
００からの信号３７１に応じて閾値記憶部３０８に閾値を記憶させるための制御信号３６
１も出力する。
【００３５】
また、図３は全ての機能をハードウエアにより構成した場合の構成図であるが、コストを
削減するために、ハードウエアによる構成の一部をソフトウエアによる構成に置き換えプ
ロセッサで処理してもよい。現在実現できるプロセッサの性能では、図２の一点鎖線３４
０で囲まれた部分、すなわち、高周波受信部３０３及び高周波送信部３１３を除く信号処
理部の、全部又は一部をソフトウエアにより構成することができる。また、プロセッサの
性能が将来向上すれば、高周波受信部３０３や高周波送信部３１３の一部もソフトウエア
により構成できる可能性もある。
【００３６】
図３は、図２の一点鎖線３４０で囲まれた部分をソフトウエアにより構成した場合のプロ
グラムの一実施例についての処理を示すフローチャートである。このプログラムは、図２
の高周波受信部３０３から出力される信号が所定量ずつ溜まる毎に起動される。そして、
図２のハードウエアによる処理の場合と同様に、この基地局の付近にある所定の数の端末
局に対して所定の信号処理をプログラム実行する信号処理回路で順次実行し、各端末局に
送信する下り信号を高周波送信部３１３に出力する。
【００３７】
図３に示すプログラムによる処理手順を説明する。まず、最初に処理する端末局を選択す
る（S1）。次に、その端末局固有の上りＰＮ符号を用いてパス検出や検波等の復調処理を
行なう（S２）。これにより、その端末局からの受信信号が抽出される。次に、ＨＤＲ標
準仕様に定められたＷａｌｓｈ符号を用いて逆拡散処理を行ない、各チャネルの信号を復
号する（S3）。次に、ＰＩＬＯＴチャネルの信号から受信電力を算出する（S４）。次に
、ＤＲＣチャネルの信号が自局を示しているか他局を示しているかを判定する（S５）。
他局を示している場合には、端末局の上げ電力制御信号を選択する（S６）。自局を示し
ている場合には、先に算出した受信電力と予め設定した閾値の大小関係を比較する（S７
）。そして、受信電力の方が大きい場合には端末局の下げ電力制御信号を選択し（S８）
、小さい場合には端末局の上げ電力制御信号を選択する（S６）。更に、各チャネルの受
信信号や基地局制御装置１００から来る信号３７１を使ってその他の信号処理を行ない（
S９）、他の下りチャネルの信号や基地局制御装置１００に送る信号を生成する。
【００３８】
次に、ＨＤＲ標準仕様に従って、各チャネルの下り信号を合成する（S１０）。この合成
の時に、電力制御信号は、送信先の端末局に対応するＷａｌｓｈ符号で拡散される。次に
、ＨＤＲ標準仕様に定められた下りＰＮ符号を用いて変調を行ない（S１３）、高周波送
信部３１３へ出力する信号を生成する。処理チャネルが最後か否かを判定し（S１２）、
最後でなければ、次のチャネル（端末局）を指定し（S１２）、各端末局に対しステップS
2ないしS12を順次行なう。これにより、図２のハードウエアによる処理の場合と同様の動
作をする。閾値の設定方法等も、図２の場合と同様である。
【００３９】
図４は、本発明による基地局を使用した場合の端末局の電力制御の動作を説明する図であ
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る。基地局５０１～５０３には図２に示した基地局３００を用いる。その他の部分は、図
１と実質同様である。
端末局１１９はセルの境界１５１上に位置し、基地局５０１～基地局５０３が発信する下
りの電波の内、基地局５０１が発信する電波を最も大きな電力で受信する。従って端末局
１１９は、基地局５０１からデータを送信するように要求する信号をＤＲＣチャネルに乗
せて送信する。
【００４０】
端末局１１９からの上り電波を基地局５０２が受信する電力３５５が閾値以下であれば、
基地局５０２の比較部３０７は端末局１１９からの受信電力は閾値以下であると判定する
。従って、基地局５０２は、端末局１１９に対して上げ電力制御信号３５８を発信する。
端末局１１９からの上り電波を基地局５０２が受信する電力３５５が閾値を超えていれば
、その受信電力は適正な通信を行なうために充分であるため、ＤＲＣチャネルの信号３５
１は基地局５０２において正しく復調される。従って、基地局５０２の判定部３０６は、
端末局１１９が他局からのデータ送信を要求していることを正しく判定する。従って、基
地局５０２は、端末局１１９に対して上げ電力制御信号３５８を発信する。すなわち、基
地局５０２は、受信電力が上記閾値より大きい、小さいいずれの場合にも端末局１１９に
対して上げ電力制御信号３５８を発信する。基地局５０３についても同様である。
【００４１】
一方、端末局１１９からの上り電波を基地局５０１が受信する電力が閾値以下であれば、
基地局５０１の比較部３０９は、端末局１１９からの受信電力は閾値以下であると判定す
る。従って、基地局５０１は、端末局１１９に対して上げ電力制御信号３５８を発信する
。端末局１１９からの上り電波を基地局５０１が受信する電力が閾値を超えていれば、第
１の基地局５０１の比較部３０９は、端末局１１９からの受信電力は閾値を超えていると
判定する。またその受信電力は適正な通信を行なうために充分であるため、ＤＲＣチャネ
ルの信号３５１は基地局５０１において正しく復調される。すると、基地局５０１の判定
部３０６は、端末局１１９が自局からのデータ送信を要求していることを正しく判定する
。比較部３０９は受信電力が閾値を超えていると判定し、かつ、判定部３０６は自局から
のデータ送信を要求していると判定するので、基地局５０１は端末局１１９に対して下げ
電力制御信号３５８を発信する。
【００４２】
この結果、基地局５０１の受信電力が閾値以下であれば、全ての基地局が端末局１１９に
対して上げ電力制御信号を発信する。この電力制御信号に基づいて端末局１１９は送信電
力を上げる。また、基地局５０１の受信電力が閾値を超えていれば、基地局５０１が端末
局１１９に対して下げ電力制御信号を発信する。この電力制御信号に基づいて端末局１１
９は送信電力を下げる。従って、基地局５０１の受信電力が閾値すなわち適正な通信を行
なうために必要かつ充分な電力になるように、端末局１１９の送信電力が制御される。
【００４３】
以上説明したように、図２に示した基地局３００を使えば、任意の端末局とその端末局が
最も効率良く下り電波を受信できる基地局との間に上下往復の通信路が常時形成され、最
も効率の良い通信が常時可能となる。
【００４４】
なお上述の場合、基地局５０２が端末局１１９から受ける電波の受信電力は、適正な通信
を行なうために必要な電力より大きくなる。この電波は、他の端末局と基地局５０２の間
の通信に対するノイズとなる。従って、この受信電力があまり大きくなることは好ましく
ない。端末局１１９の送信電力は、下り信号を最も効率良く受信できる基地局５０１によ
って制御されているため、通常は極端に大きくなることは無い。また、セル境界付近にあ
る端末局の数は全端末局の数に比べて比較的少ないと考えられる。従って、上記の実施例
によるノイズ電力の増加分は、全ての端末局が発信する電波により元々存在するノイズ電
力の総和に比べて比較的小さいと考えられる。
【００４５】
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しかし、図１に関連して説明したように、稀なケースとして、基地局５０１から端末局１
１９への下り電波の受信電力が他の基地局から端末局１１９への下り電波の受信電力より
大きいにもかかわらず端末局１１９から基地局５０１への上り電波の受信電力が極端に小
さくなる場合が有る。この場合には、基地局５０１の受信電力が適正な通信を行なうため
に必要な電力になる時には、端末局１１９の送信電力が極端に大きくなり、他の基地局が
受けるノイズ電力も極端に大きくなる。これを避けるため、他の基地局が受けるノイズ電
力がある程度以上になった時には、その基地局が端末局１１９の下げ電力制御信号を送信
するのが望ましい。そのための機能を備えた本発明の基地局の実施例について、図５を用
いて説明する。
【００４６】
図５は本発明による基地局の他の実施例の構成を示すブロック図である。
基地局６００の構成は、図２に示した基地局３００と比較して、第1の閾値記憶部３０８
の他に第２の閾値記憶部６０２を設けた点と、比較部３０９の後にＡＮＤ回路３１０を設
ける代わりに比較部３０９の前にセレクタ６０１を設けた点が異なる。他の部分の構成は
図２に示した基地局３００と同じである。
【００４７】
基地局６００では、第１の閾値記憶部３０８には図２の基地局３００の場合と同じ閾値、
すなわち、各チャネルの復号結果のエラー率が適正な通信を行なうために必要充分なエラ
ー率となる時の受信電力３５５を記憶させておく。以後、この値を第１の閾値と称する。
第２の閾値記憶部６０２には、上記第１の閾値よりある程度（例えば６デシベル）大きな
値を記憶させておく。以後、この値を第２の閾値と称する。
【００４８】
基地局６００は、図２の基地局３００の場合と同様に、各端末局が送信する上り信号を時
分割で順次処理する。ある任意の時刻には、その時に処理している信号を送信した端末局
が下り信号の送信を要求している基地局が自局であるか否かを示す信号３５３と、その端
末局からの受信電力を示す信号３５５を得る。そして、信号３５３が自局を示している場
合には、セレクタ６０１が第１の閾値を選択し、比較部３０９は受信電力３５５と第１の
閾値を比較する。信号３５３が他局を示している場合には、セレクタ６０１が第２の閾値
を選択し、比較部３０９は受信電力３５５と第２の閾値を比較する。いずれの場合にも、
その比較結果が電力制御信号３５８として合成部３１１に出力され、図２の基地局３００
の場合と同様に対応する端末局に向け送信される。
【００４９】
従って、自局にデータ送信を要求している端末局に対しては、その端末局からの上り電波
の受信電力が第１の閾値を超えた時には下げ電力制御信号を発信し、受信電力が第１の閾
値以下の時には上げ電力制御信号を発信する。他局にデータ送信を要求している端末局に
対しては、その端末局からの上り電波の受信電力が第２の閾値を超えた時には下げ電力制
御信号を発信し、受信電力が第２の閾値以下の時には上げ電力制御信号を発信する。
【００５０】
また、基地局６００も、一点鎖線６４０で囲まれた部分の全部又は一部をソフトウエアに
より構成できる。また、プロセッサの性能が将来向上すれば、高周波受信部３０３や高周
波送信部３１３の一部をソフトウエアにより構成できる可能性があることも、図２の構成
の基地局と同じである。
【００５１】
図６は、図５の一点鎖線６４０で囲まれた部分をソフトウエアにより構成した場合のプロ
グラムの一実施例についてのフローチャートを示す。このプログラムも、図３に示したプ
ログラムと同様に、図５の高周波受信部３０３から出力される信号が所定量ずつ溜まる毎
に起動され、この基地局の付近にある所定の数の端末局に対して所定の信号処理を順次実
行し、各端末局に送信する下り信号を高周波送信部３１３に出力する。
【００５２】
図６に示すプログラムによる処理手順は、図３に示したログラムによる処理手順に比較し
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、ステップS１４とS１５が付加された点が異なる。すなわち、DRCチャネルの信号が自局
を示しているか他局を示しているかを判定した（S5）後、自局を示している場合には第１
の閾値を選択し（S１４）、他局を示している場合には第２の閾値を選択する（S１５）。
いずれの場合にも、先に算出した受信電力と今選択した閾値の大小関係を比較する（S7）
。受信電力の方が大きい場合には端末局の下げ電力制御信号を選択し（S８）、小さい場
合には端末局の上げ電力制御信号を選択する（S６）。その後は再び図３に示したプログ
ラムと同様の信号処理をする。これにより、図５のハードウエアによる処理の場合と同様
の動作をする。第１及び第２の閾値の設定等も、図５の場合と同様である。
【００５３】
上記基地局６００を使用した場合の動作を、図４を使って説明する。ここでは、図４に示
す基地局５０１～基地局５０３には図５に示した基地局６００を用いる。
端末局１１９は、基地局５０１～基地局５０３が発信する下りの電波の内、基地局５０１
が発信する電波を最も大きな電力で受信する。従って端末局１１９は、基地局５０１から
データを送信するように要求する信号をＤＲＣチャネルに乗せて送信する。
【００５４】
端末局１１９からの上り電波を基地局５０２が受信する電力３５５が第１の閾値以下であ
れば、基地局５０２のセレクタ６０１が第１又は第２のいずれの閾値を選択しても、基地
局５０２の比較部３０９は端末局１１９からの受信電力３５５が閾値以下であると判定す
る。従って、基地局５０２は、端末局１１９に対して上げ電力制御信号３５８を発信する
。端末局１１９からの上り電波を基地局５０２が受信する電力３５５が第１の閾値を超え
ていれば、その受信電力は適正な通信を行なうために充分であるため、ＤＲＣチャネルの
信号３５１は正しく復調される。すると、基地局５０２の判定部３０６は端末局１１９が
他局からのデータ送信を要求していることを正しく判定し、セレクタ６０１は第２の閾値
を選択する。従って、基地局５０２の比較部３０９は受信電力３５５と第２の閾値を比較
する。この時の受信電力３５５が第２の閾値以下であれば、基地局５０２は、端末局１１
９に対して上げ電力制御信号３５８を発信する。また、受信電力３５５が第２の閾値を超
えていれば、基地局５０２は、端末局１１９に対して下げ電力制御信号３５８を発信する
。すなわち、基地局５０２は、端末局１１９からの受信電力３５５が第２の閾値以下であ
れば上げ電力制御信号３５８を発信し、第２の閾値を超えていれば下げ電力制御信号３５
８を発信する。基地局５０３についても同様である。
【００５５】
一方、基地局５０１においては、端末局１１９からの上り電波を基地局５０１が受信する
電力３５５が第１の閾値以下であれば、基地局５０１のセレクタ６０１が第１又は第２の
いずれの閾値を選択しても、第１の基地局５０１の比較部３０９は端末局１１９からの受
信電力３５５が閾値以下であると判定する。従って、基地局５０１は、端末局１１９に対
して上げ電力制御信号３５８を発信する。端末局１１９からの上り電波を基地局５０１が
受信する電力３５５が第１の閾値を超えていれば、その受信電力は適正な通信を行なうた
めに充分であるため、ＤＲＣチャネルの信号３５１は正しく復調される。すると、基地局
５０１の判定部３０６は端末局１１９が自局からのデータ送信を要求していることを正し
く判定し、セレクタ６０１は第１の閾値を選択する。従って、基地局５０１の比較部３０
９は受信電力３５５と第１の閾値を比較する。受信電力３５５が第１の閾値を超えている
ので、基地局５０１の比較部３０９は、端末局１１９からの受信電力３５５が閾値を超え
ていると判定する。従って、基地局５０１は端末局１１９に対して下げ電力制御信号３５
８を発信する。すなわち、基地局５０１は、端末局１１９からの受信電力が第１の閾値以
下であれば上げ電力制御信号３５８を発信し、第１の閾値を超えていれば下げ電力制御信
号３５８を発信する。
【００５６】
ここで、基地局５０２の受信電力と基地局５０１の受信電力の比が第２の閾値と第１の閾
値の比以下である場合を考える。この場合は、基地局５０１の受信電力が第１の閾値以下
であれば必ず第２の基地局５０２の受信電力は第２の閾値以下となる。すると、基地局５
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０１が端末局１１９に向け上げ電力制御信号を発信している時は、必ず基地局５０２は端
末局１１９に向け上げ電力制御信号を発信することになる。基地局５０１が端末局１１９
に向け下げ電力制御信号を発信している時は、基地局５０２が発信する電力制御信号にか
かわらず端末局１１９は送信電力を下げることになる。従って、図２に示した基地局３０
０を用いた場合と同様に、基地局５０１の受信電力が第１の閾値すなわち適正な通信を行
なうために必要かつ充分な電力になるように、端末局１１９の送信電力が制御される。
【００５７】
次に、基地局５０２の受信電力と基地局５０１の受信電力の比が第２の閾値と第１の閾値
の比より大きい場合を考える。この状況は、基地局５０１の受信電力が極端に小さくなっ
た場合である。この場合には、基地局５０１の受信電力が第１の閾値以下であっても基地
局５０２の受信電力が第２の閾値を超えることがある。その時には、基地局５０２が端末
局１１９に向け下げ電力制御信号を発信し、端末局１１９が送信電力を下げる。従って、
基地局５０２における端末局１１９からの受信電力すなわちノイズとなる電力が、極端に
大きくなることは無い。
【００５８】
以上説明したように、図５に示した基地局６００を使えば、通常は図２に示した基地局３
００を使った場合と同様に、任意の端末局とその端末局が最も効率良く下り電波を受信で
きる基地局との間に上下往復の通信路が形成され、最も効率の良い通信が可能となる。た
だし、その端末局と基地局の組み合わせにおいて上り電波の受信電力が極端に小さくなっ
た場合には、他の基地局が受信するノイズ電力が極端に大きくならないようにその端末局
の送信電力が制御される。
【００５９】
なお、第２の閾値と第１の閾値の比を例えば６デシベルとすると、セル境界付近にある端
末局の通信相手（すなわちその端末局が最も大きな電力で下り電波を受信できる基地局）
でない基地局の受信電力は、適正な通信を行なうために必要充分な電力より、最大で６デ
シベル大きな値になる可能性がある。第２の閾値と第１の閾値の比を更に大きくすると、
通信相手でない基地局が受ける受信電力の最大値が更に大きくなる可能性がある。第２の
閾値と第１の閾値の比を小さくすると、通信相手でない基地局が受ける受信電力の最大値
は小さくできる。しかしその場合には、その端末局の通信相手である基地局の受信電力が
適正な通信を行なうために必要充分な電力に達しない確率が高くなる。
【００６０】
第２の閾値と第１の閾値の比をどの程度にするのが最適であるかは、電波の反射物等の比
較的多い地域と比較的少ない地域とでは異なることも予想される。従って、図５に示した
ように、第２の閾値や第１の閾値は基地局制御装置１００から基地局毎に設定できるよう
にしておき、商用運用を開始する前に試験運用を行なって基地局毎に最適な値に設定する
のが望ましい。
【００６１】
また、ある基地局のセル内に有る端末局の数が多い時には、その基地局が受信するノイズ
電力が元々大きいため、新たに加わるノイズに対する余裕は小さい。この時には、第２の
閾値と第１の閾値の比を小さくしてセル境界付近に有る端末局の送信電力があまり大きく
ならないようにするのが望ましい。逆に、ある基地局のセル内に有る端末局の数が少ない
時には、その基地局が受信するノイズ電力が元々小さいため、新たに加わるノイズに対す
る余裕は大きい。この時には、第２の閾値と第１の閾値の比を大きくしてセル境界付近に
有る端末局の送信電力制御がなるべく所望の基地局からかかるようにするのが望ましい。
【００６２】
これに対応して第２の閾値を設定する制御方法として、その基地局と通信している端末局
の数によって時々刻々と変化させる制御方法が有る。また、その時の時間帯やその日の曜
日及び季節等の情報と過去の実績から、その基地局のセル内に有る端末局の数が多いか少
ないかを予測し、定期的に変化させる制御方法も採用できる。
【００６３】
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図７は、本発明が実施される無線通信システムの他の実施形態を示すネットワーク図であ
る。本実施形態では、各基地局が、基地局制御装置を介さずに交換網やインターネット網
１２０に直接接続する無線通信システムである。図７において、
図４に示したシステム構成要素と同じ部分については、図４のものと同じ番号を付して、
その詳細な説明は省く。
複数の基地局８０１～８０３は、交換網やインターネット網１２０に直接接続する機能を
備えた基地局である。基地局制御装置８００は、交換網やインターネット網１２０を介し
て基地局８０１～８０３を制御する。図４に示した構成では、基地局と基地局の間の通信
や基地局と他の通信システムとの間の通信が、全て基地局制御装置１００を経由する。こ
のため、基地局制御装置１００の処理量が多くなる。図７に示す構成では、これらの通信
は基地局制御装置８００を経由しないため、基地局制御装置８００の処理量を低減できる
。
【００６４】
なお、上述の説明では基地局と端末局の間の電波がＨＤＲ標準仕様の電波であることを前
提に説明したが、本発明を実施する上では電波の形式をＨＤＲ標準仕様に限定する必要は
ない。本発明を実施する上で必要な信号は、端末局が通信先の基地局を指定する上り信号
（ＨＤＲ標準仕様のＤＲＣチャネルに含まれる信号）と、基地局が上り電波の受信電力を
測定するための上り信号（ＨＤＲ標準仕様のＰＩＬＯＴチャネルに相当する信号）と、基
地局が端末局の送信電力を制御するための下り信号の３つである。これらの信号、もしく
はこれらと同様の機能を有する信号を含む形式の電波であれば、ＨＤＲ標準仕様以外の電
波に対しても本発明を実施できる。例えば、端末局の送信電力を下げる時にのみ電力制御
信号を送信し、端末局の送信電力を上げる時には電力制御信号を停止するような形式の電
力制御信号でも、ＨＤＲ標準仕様の電力制御信号と同様の機能を有する。
【００６５】
また、本発明の基地局は必ずしも位置が固定されている必要はない。基地局が移動体に搭
載されて基地局制御装置との間で無線通信を行ない、かつ、基地局と端末局との間で無線
通信が行なわれるシステムにおいても、本発明の実施が可能である。
【００６６】
【発明の効果】
本発明によれば、下り信号を最も効率良く伝送できる基地局と端末局の間に上りの通信路
を常に確保し、よって、最も効率良く通信できる基地局と端末局の間での通信が常時可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の基地局と端末局をもつ無線通信システムのネットワーク図である。
【図２】本発明による基地局の一実施例の構成を示すブロック図である。
【図３】図３の実施例の一部と同じ機能を実現するソフトウエアについて、その一実施例
を示すフローチャートである。
【図４】本発明よる無線通信端末の送信電力制御方法の一実施形態説明のための無線通信
システムのネットワーク図である。
【図５】本発明による基地局の一実施例の構成を示すブロック図である。
【図６】図５の実施例の一部と同じ機能を実現するソフトウエアについて、その一実施例
を示すフローチャートである。
【図７】本発明よる無線通信端末の送信電力制御方法の他の実施形態説明のための無線通
信システムのネットワーク図である。
【符号の説明】
１００:基地局制御装置、１０１～１０３:従来の基地局、
１１１～１１９:端末局、１２０：交換網又は（及び）インターネット網
２３１：電波の反射物、３０６：自局が選択されたか否かを判定する判定部、
３０７：受信電力測定部、３０８：閾値記憶部、
３０９：受信電力と閾値を比較する比較部、３１０：ＡＮＤ回路、
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３５３：自局が選択されたか否かを示す制御信号、３５８：電力制御信号、
５０１～５０３：本発明の基地局、６０１：セレクタ、
６０２：第２の閾値記憶部。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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