
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数のフィンガを有してＲａｋｅ受信を行うＣＤＭＡ通信システムの無線通信機において
、
受信信号を用いて遅延プロファイルを計算する遅延プロファイル計算部と、

遅延プロファイル計算部によって計算した遅延プロファイルに基づいて前記複数のフ
ィンガにパス位置を割り当てるフィンガパス割当て部と、
受信信号の受信特性を検出する受信特性検出部と、

する遅延プロ
ファイル計算制御部とを含み、

する
ことを特徴とするＣＤＭＡ通信システムの無線通信機。
【請求項２】
前記遅延プロファイル計算制御部が、前記受信特性検出部によって検出した受信特性が良
好な場合には前記遅延プロファイル計算部における遅延プロファイル計算処理を停止させ
ることを特徴とする請求項 に記載のＣＤＭＡ通信システムの無線通信機。
【請求項３】
前記遅延プロファイル計算制御部が、前記受信特性検出部によって検出した受信特性が所
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前記

前記遅延プロファイル計算部が遅延プロファイルの計算を行うか否かを判断

前記受信特性検出部はＢＥＲを検出対象の受信特性とし、
前記遅延プロファイル計算制御部は前記受信特性検出部によって検出された前記受信特性
に基づいて前記遅延プロファイル計算部における遅延プロファイルの計算周期を制御
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定の閾値と比較して良好な場合には、前記遅延プロファイル計算部における遅延プロファ
イル計算処理を、前記所定の閾値に対応して予め定めた所定時間だけ停止させることを特
徴とする請求項 に記載のＣＤＭＡ通信システムの無線通信機。
【請求項４】
前記遅延プロファイル計算部における遅延プロファイル計算処理に供給する動作クロック
を断することによって、前記遅延プロファイル計算処理を停止させることを特徴とする請
求項 または に記載のＣＤＭＡ通信システムの無線通信機。
【請求項５】
前記遅延プロファイル計算部がホールド部を有し、前記遅延プロファイル計算処理が停止
している際には、前記ホールド部が停止直前に計算した遅延プロファイルを出力し続ける
ことを特徴とする請求項２、３または４に記載のＣＤＭＡ通信システムの無線通信機。
【請求項６】
複数のフィンガを有してＲａｋｅ受信を行うＣＤＭＡ通信システムに用いられる無線通信
機の消費電力制御方法であって、
無線信号を受信するステップと、
前記無線信号の受信ＢＥＲを算出するステップと、
前記受信ＢＥＲと所定の閾値とを比較するステップと、
前記比較ステップの比較の結果、前記受信ＢＥＲが前記所定の閾値以上に良い通信状態の
ときに、遅延プロファイルの計算処理を停止するステップと、
前記比較ステップの比較の結果、前記受信ＢＥＲが前記所定の閾値よりも悪い通信状態の
ときに、前記遅延プロファイルの計算処理を実行するステップと、
前記実行ステップによって計算された遅延プロファイルに基づいて前記複数のフィンガに
パス位置を割り当てるステップと、
前記複数のフィンガによって、前記無線信号の逆拡散を行うステップとを有することを特
徴とする無線通信機の消費電力制御方法。
【請求項７】
前記停止ステップによって前記遅延プロファイルの計算処理の停止中に、所定時間が経過
したか否かを検出するステップと、
前記検出ステップによって前記所定時間の経過を検出した場合に前記遅延プロファイルの
計算処理を再開するステップと
を有することを特徴とする請求項９に記載の無線通信機の消費電力制御方法。
【請求項８】
複数のフィンガを有してＲａｋｅ受信を行うＣＤＭＡ通信システムに用いられる無線通信
機の消費電力制御方法であって、
無線信号を受信するステップと、
前記無線信号の受信特性値を算出するステップと、
前記受信特性値と所定の第１の閾値とを比較する第１の比較ステップと、
前記第１の比較ステップの比較の結果、前記受信特性値が前記第１の閾値よりも小さい場
合に、遅延プロファイルの計算処理を実行するステップと、
前記第１の比較ステップの比較の結果、前記受信特性値が前記第１の閾値よりも大きい場
合に、前記受信特性値と所定の第２の閾値とを比較する第２の比較ステップと、
前記第２の比較ステップの比較の結果、前記受信特性値が前記第２の閾値よりも大きい場
合に、遅延プロファイルの計算処理を所定の第１の時間だけ停止する第１の停止ステップ
と、
前記第２の比較ステップの比較の結果、前記受信特性値が前記第２の閾値よりも小さい場
合に、遅延プロファイルの計算処理を所定の第２の時間だけ停止する第２の停止ステップ
と、
前記実行ステップによって計算された遅延プロファイルに基づいて前記複数のフィンガに
パス位置を割り当てるステップと、
前記複数のフィンガによって、前記無線信号の逆拡散を行うステップとを有することを特
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徴とする無線通信機の消費電力制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は無線通信機および無線通信機の消費電力制御方法に関し、詳しくは、複数のフィ
ンガを有してＲａｋｅ受信を行うＣＤＭＡ移動体通信システムの無線通信機およびその消
費電力制御方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
最近では、携帯電話等の移動体通信システムが広く普及してきている。このような移動体
通信システムで用いられる通信方式のひとつにＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　
Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）がある。
【０００３】
このＣＤＭＡでは、送信側において送信したいデータごとに異なる予め定めた拡散符号に
よってデータを拡散して送信し、受信側においては送信側と同じ拡散符号（正確には、送
信側の拡散符号と複素共役な符号）によって受信信号を拡散（いわゆる逆拡散）してデー
タを得る。すなわち、このようなＣＤＭＡによる通信では、受信側において受信した信号
を逆拡散するタイミングをずらし、その相関値のピークを見つけ出すことによって、送信
側から送信した信号を再現することができる。
【０００４】
ところで、移動体通信システムの実際の通信環境においては、１つの基地局からの信号が
移動局に到達する際に、直接波や反射波など複数のパスが存在する。ＣＤＭＡでは、この
ようなマルチパスの信号のそれぞれを分離してデータとして認識することが可能であるた
め、マルチパスの信号のそれぞれを逆拡散するためのフィンガをパスごとに設けるととも
に、各フィンガからの信号を合成するＲａｋｅ受信部を設けて、パスダイバーシチ構成を
とることができる。
【０００５】
図２４は、従来のＣＤＭＡにおける移動局の、逆拡散による復調を行う復調回路のブロッ
ク図である。
【０００６】
図２４において、この復調回路は、遅延プロファイルを計算する遅延プロファイル計算部
１１と、遅延プロフィル計算部１１で作成した遅延プロファイルに基づいてフィンガ１３
ａ、１３ｂを動作させるフィンガパス割当て部１２と、受信信号の逆拡散を行うフィンガ
１３ａ、１３ｂから成るフィンガ部１３と、フィンガ１３ａ、１３ｂの出力である逆拡散
結果を合成するＲａｋｅ受信部１４と、Ｒａｋｅ受信部１４の出力を復調し復調結果のデ
ジタルデータを復調出力信号として出力する受信データ処理部１５とを有して構成される
。
【０００７】
なお、図２４では、図面の見易さのため、フィンガ１３ａ、１３ｂの２つのフィンガしか
図示していないが、マルチパスの発生数を考慮して、より多くのフィンガを備えてもよい
。
【０００８】
移動局が受信した受信信号は、まず、直交検波をされて復調される。この直交検波出力の
Ｉ成分信号およびＱ成分信号は、それぞれ遅延プロファイル計算部１１に入力される。遅
延プロファイル計算部１１では相関計算を行って遅延プロファイルを作成する。
【０００９】
遅延プロファイル計算部１１によって計算され作成された遅延プロファイルはフィンガパ
ス割り当て部１２によってピークサーチされ、電力相関値の高いパス位置からフィンガ割
り当てパス位置としてフィンガ１３ａ、１３ｂに割当てられる。フィンガ部１３では、フ
ィンガ１３ａ、１３ｂが割当てられたパスの信号を逆拡散し、その出力はレイク受信部１

10

20

30

40

50

(3) JP 3683128 B2 2005.8.17



４によってレイク合成される。受信データ処理部１５はＲａｋｅ受信部１４の出力を復調
し復調結果のデジタルデータを復調出力信号として出力する。
【００１０】
以上説明したように、ＣＤＭＡにおける移動局の、逆拡散による復調を行う復調回路にお
いては、遅延プロファイル計算部によって作成された遅延プロファイルに基づいて、各フ
ィンガに割り当てるパスを決定していた。
【００１１】
図２５は、従来の復調回路において遅延プロファイル計算処理を行うタイミングの一例に
ついて説明する図である。
【００１２】
図２５は受信信号を示す図であり、斜線を付した部分が後述するパイロットシンボルすな
わち既知データ部分であり、他の部分が情報データシンボル部分である。
【００１３】
図２５に示すように、従来の復調回路においては、パイロットシンボルのたびに遅延プロ
ファイル計算を行い、たとえばＮ回の平均をとって、図２４に示した遅延プロファイル計
算部１１の出力する遅延プロファイルとしていた。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、遅延プロファイル計算は、移動局が移動したりして有効受信パス位置が変わっ
てしまったときに行うべきものである。ところが、従来の復調回路では、上述のように、
遅延プロファイル計算はある固定の周期ごとに行われ、必ずしもその周期ごとに有効受信
パス位置が異なるとは限らない。
【００１５】
このため、従来の復調回路では、遅延プロファイル計算を行う必要がないときにまで、遅
延プロファイル計算を行っており、余分な電力を消費していた。
【００１６】
また、消費電力の低減を図って遅延プロファイル計算を行う間隔を単純に広げてしまうと
、有効受信パス位置が変わってしまって遅延プロファイル計算を行うべきときであっても
遅延プロファイル計算が行われない状態が発生し、復調がうまく行われないという問題が
ある。
【００１７】
現在の携帯電話端末のように通信端末の小型化および長時間使用が望まれている中にあっ
ては消費電力の増大は大きな問題であり、受信特性を良好に保持しながら消費電力を低減
することができる携帯電話端末の実現が望まれる。
【００１８】
本発明は上記の点にかんがみてなされたもので、受信品質を良好に保持しつつ、消費電力
低減を図ったフィンガパス割り当て処理を行う無線通信機および無線通信機の消費電力制
御方法を提供することを目的とする。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
本発明は上記の目的を達成するために、複数のフィンガを有してＲａｋｅ受信を行うＣＤ
ＭＡ通信システムの無線通信機において、受信信号を用いて遅延プロファイルを計算する
遅延プロファイル計算部と、該遅延プロファイル計算部によって計算した遅延プロファイ
ルに基づいて前記複数のフィンガにパス位置を割り当てるフィンガパス割当て部とを有し
、前記遅延プロファイル計算部における

可変としたことを特徴とする。
【００２０】
また、本発明は、複数のフィンガを有してＲａｋｅ受信を行うＣＤＭＡ通信システムの無
線通信機において、受信信号を用いて遅延プロファイルを計算する遅延プロファイル計算
部と、該遅延プロファイル計算部によって計算した遅延プロファイルに基づいて前記複数

10

20

30

40

50

(4) JP 3683128 B2 2005.8.17

遅延プロファイルの計算を一定期間内に行う回数
を



のフィンガにパス位置を割り当てるフィンガパス割当て部と、受信信号の受信特性を検出
する受信特性検出部と、該受信特性検出部によって検出した受信特性に基づいて前記遅延
プロファイル計算部における 制御する
遅延プロファイル計算制御部とを備えたことを特徴とするＣＤＭＡ通信システムの無線通
信機。
【００２１】
また、本発明は、請求項２に記載のＣＤＭＡ通信システムの無線通信機において、前記受
信特性検出部が受信ＢＥＲを検出するものであることを特徴とする。
【００２２】
また、本発明は、請求項２に記載のＣＤＭＡ通信システムの無線通信機において、前記受
信特性検出部が受信ＳＩＲを検出するものであることを特徴とする。
【００２３】
また、本発明は、請求項２に記載のＣＤＭＡ通信システムの無線通信機において、前記遅
延プロファイル計算制御部が、前記受信特性検出部によって検出した受信特性が良好な場
合には前記遅延プロファイル計算部における遅延プロファイル計算処理を停止させること
を特徴とする。
【００２４】
また、本発明は、請求項２に記載のＣＤＭＡ通信システムの無線通信機において、前記遅
延プロファイル計算制御部が、前記受信特性検出部によって検出した受信特性が所定の閾
値と比較して良好な場合には、前記遅延プロファイル計算部における遅延プロファイル計
算処理を、前記所定の閾値に対応して予め定めた所定時間だけ停止させることを特徴とす
る。
【００２５】
また、本発明は、請求項５または６に記載のＣＤＭＡ通信システムの無線通信機において
、前記遅延プロファイル計算部における遅延プロファイル計算処理に供給する動作クロッ
クを断することによって、前記遅延プロファイル計算処理を停止させることを特徴とする
。
【００２６】
また、本発明は、請求項５、６または７に記載のＣＤＭＡ通信システムの無線通信機にお
いて、前記遅延プロファイル計算部がホールド部を有し、前記遅延プロファイル計算処理
が停止している際には、前記ホールド部が停止直前に計算した遅延プロファイルを出力し
続けることを特徴とする。
【００３５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
【００３６】
以下の実施の形態ではＣＤＭＡ移動体通信システムにおける移動局に本発明を適用する場
合について説明する。
【００３７】
図１は、本発明による復調回路を備えた移動局が適用される、ＣＤＭＡ移動体通信システ
ムの一例の概要を示すブロック図である。
【００３８】
移動体通信システムの網側を構成する基地局－基地局制御装置－交換局は、移動体通信シ
ステムが提供するサービスの多様化（マルチメディア化）や、各基地局、基地局制御装置
および交換局を接続する伝送路の効率的な利用（統計多重）の観点からＡＴＭ（Ａｓｙｎ
ｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｍｏｄｅ）通信技術等が適用されるようになって
きている。
【００３９】
移動局１は、移動体通信システムによって他の移動局や他の網に接続された端末装置等と
通信を行う。通信の種類は音声やデータ通信などさまざまなものがあり得る。
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【００４０】
移動局１からの送信データは、無線通信によって基地局２に通信データとして送信される
。基地局２では、移動局１やその他の移動局から受信した通信データをＡＴＭセルに組み
立てたり様々な処理を施した後に基地局制御装置３に送信する。
【００４１】
このように、無線区間での通信データが音声、画像、その他の形態のデータであろうとも
、網内においては基地局においてＡＴＭセル化された情報が伝送されるのでマルチメディ
ア化された通信形態に容易に対応することができる。
【００４２】
基地局制御装置３では、基地局２から受け取ったＡＴＭセルをユーザごとにルーチングし
、交換局４や自分の管理下の他の基地局へと送信する。交換局４では、基地局制御装置３
と同様に、基地局制御装置３から受け取ったＡＴＭセルをユーザごとにルーチングし、他
の交換局や関門局５へと送信する。
【００４３】
このようなＡＴＭセルの伝送は、ＡＴＭセルの発生に応じて伝送路内を流せばよく、従来
のようにあらかじめ決められたチャネルごとの伝送路を設ける必要がないので、統計多重
の効果が得られて伝送路を効率的に利用することができる。なお、関門局５は他の網への
中継を行うために設けられたものである。
【００４４】
基地局２が網側からのデータを移動局１に送信する際には、ＱＰＳＫ等の１次変調を行っ
た後、２次変調として符号拡散を行って送信する。本実施の形態の復調回路はたとえば移
動局１に適用することができ、移動局１ではこの復調回路を用いて基地局２からの受信信
号に逆拡散を施すことによって復調し、網側からのデータを再現する。
【００４５】
図２は、図１に示した移動局１が適用されるＣＤＭＡ移動体通信システムの通信環境の一
例を示すブロック図である。
【００４６】
ＣＤＭＡ移動体通信システムの実際の通信環境では、図２に示すように、図１に示した基
地局２と移動局１との間に自然地形や建築物などによる様々な障害物８が存在する。この
ため、基地局２から送信された送信信号が移動局１に到達する場合には、直接波や障害物
８による反射波など複数のパスが存在する。これらのマルチパスを経て移動局１で受信さ
れた受信信号のそれぞれは位相が異なるため、移動局１において、逆拡散の際の位相を異
ならせることによって、マルチパスの受信信号のそれぞれを再現することができる。
【００４７】
ＣＤＭＡでは、このようなマルチパスの信号のそれぞれを分離してデータとして認識する
ことが可能であるため、マルチパスの信号のそれぞれを逆拡散するためのフィンガをパス
ごとに設けるとともに、各フィンガからの信号を合成するＲａｋｅ受信部を設けて、パス
ダイバーシチ構成をとることができる。
【００４８】
図３は、図１に示した基地局２の内部構成の一例を示すブロック図である。
【００４９】
送信すべき情報データは、ＣＲＣｂｉｔ付加部４１によって誤り訂正のためのＣＲＣｂｉ
ｔが付加され、畳み込み符号化部４２によって畳み込み符号化が行われる。
【００５０】
畳み込み符号化部４２の出力は、フェージングの影響を低減させるためビットインターリ
ーブ部４３によってインターリーブされ、タイムスロット分割部４４においてスロット単
位に分割される。その後にパイロットシンボル付加部４５によりパイロットシンボルが時
間多重され、タイムスロットが形成される。
【００５１】
タイムスロットはシリアル／パラレル（Ｓ／Ｐ）変換部４６によりＩ成分およびＱ成分に
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分離されて、スプレッドコード生成部４７によって生成されるスプレッドコードをＩ成分
およびＱ成分の各々に乗算する。スプレッドコードを乗算されたＩ成分およびＱ成分は、
さらにスクランブルコード生成部４８によって生成されるスクランブルコードと複素乗算
される。そして、ＱＰＳＫ変調部４９によってＱＰＳＫ変調された後に、帯域制限のため
送信フィルタ５０によってフィルタリングされて送信される。
【００５２】
図４は、図１に示した基地局２から送信され、移動局１が受信する受信信号の構成の一例
を示す図である。
【００５３】
図４に示すように、基地局２からは長さ１０ｍｓの無線フレームが連続して送信される。
１個の無線フレームは１６個のスロットから構成され、１個のスロットは１０個のシンボ
ルから構成される。また、１個のスロットを構成する１０個のシンボルは、４個のパイロ
ットシンボルと６個の情報データシンボルとから構成される。
【００５４】
パイロットシンボルは、通信システムで予め定めた既知データであり、本実施の形態の復
調回路は、この既知データを用いることによって、遅延プロファイルの計算を行う。また
、情報データシンボルは、端末どうしの通信で実際に送受信したい実データである。
【００５５】
なお、ここでは遅延プロファイル計算を行うための既知データとしてパイロットシンボル
を用いる場合について説明するが、本発明はこれに限られるものではなく、基地局２から
送信される信号のうち移動局１が予め分かっているデータ部分であれば、新たに挿入する
データなど、どのようなデータであっても、遅延プロファイル計算を行うための既知デー
タとして用いることができることはいうまでもない。
【００５６】
図５は、移動局１が受信する受信信号に対して既知データを挿入するフォーマットの一例
であって図４とは違う例を示す図である。
【００５７】
この図５に示す例では、移動局１が受信する受信信号のＩ成分に情報データを載せ、Ｑ成
分に既知データを載せる構成としている。
【００５８】
本発明は、図４に示した例にも図５に示した例にも適用できるものである。
【００５９】
図６は、本発明による、ＣＤＭＡにおける移動局の、逆拡散による復調を行う復調回路の
第１の実施の形態のブロック図である。
【００６０】
図６において、この復調回路は、遅延プロファイルを計算する遅延プロファイル計算部２
０と、遅延プロフィル計算部２０で作成した遅延プロファイルに基づいてフィンガ１３ａ
、１３ｂを動作させるフィンガパス割当て部１２と、受信信号の逆拡散を行うフィンガ１
３ａ、１３ｂから成るフィンガ部１３と、フィンガ１３ａ、１３ｂの出力である逆拡散結
果を合成するＲａｋｅ受信部１４と、Ｒａｋｅ受信部１４の出力を復調し復調結果のデジ
タルデータを復調出力信号として出力する受信データ処理部１５と、受信信号に含まれる
べき既知データ（たとえばパイロットシンボル）を予め記憶した既知データテーブル１６
と、受信信号の誤り率に関する閾値を予め記憶した閾値テーブル１７と、受信データ処理
部１５の出力信号に含まれる既知データと既知データテーブル１６に記憶してある既知デ
ータとを比較して受信信号の誤り率を求めるとともに、この求めた誤り率と閾値テーブル
１７に記憶してある閾値とを比較し、この比較結果に応じた信号を出力する受信データ比
較部１８と、受信データ比較部１８の出力に基づいて遅延プロファイル計算部２０の動作
を制御する制御信号を出力する遅延プロファイル計算制御部１９とを有して構成される。
【００６１】
なお、図６では、図面の見易さのため、フィンガ１３ａ、１３ｂの２つのフィンガしか図
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示していないが、マルチパスの発生数を考慮して、より多くのフィンガを備えてもよい。
【００６２】
移動局が受信した受信信号は、まず、直交検波をされて復調される。この直交検波出力の
Ｉ成分信号およびＱ成分信号は、それぞれ遅延プロファイル計算部２０に入力される。遅
延プロファイル計算部２０では相関計算を行って遅延プロファイルを作成する。
【００６３】
遅延プロファイル計算部２０によって計算され作成された遅延プロファイルはフィンガパ
ス割り当て部１２によってピークサーチされ、電力相関値の高いパス位置からフィンガ割
り当てパス位置としてフィンガ１３ａ、１３ｂに割当てられる。フィンガ部１３では、フ
ィンガ１３ａ、１３ｂが割当てられたパスの信号を逆拡散し、その出力はレイク受信部１
４によってレイク合成される。受信データ処理部１５はＲａｋｅ受信部１４の出力を復調
し復調結果のデジタルデータを復調出力信号として出力する。
【００６４】
受信データ比較部１８では、受信データ処理部１５の出力信号の既知データ部分と既知デ
ータテーブル１６から読み出した既知データとを比較し、受信信号の既知データ部分の受
信ＢＥＲ（Ｂｉｔ　Ｅｒｒｏｒ　Ｒａｔｅ）を算出する。
【００６５】
また、受信データ比較部１８では、算出した受信ＢＥＲを、閾値テーブル１７から読み出
した閾値と比較し、算出した受信ＢＥＲが閾値以下（すなわち受信状態が良好）である場
合に、その旨を示す信号（以下では「受信良好信号」という）を出力する。
【００６６】
遅延プロファイル計算制御部１９は、受信データ比較部１８からの信号に基づいて、後述
する処理を行い、遅延プロファイル計算部２０に対して、遅延プロファイル計算部２０の
動作を制御する遅延プロファイル計算制御信号を出力する。
【００６７】
図７は、図６に示した遅延プロファイル計算部２０の内部構成の一例を示すブロック図で
ある。
【００６８】
図７に示すように、遅延プロファイル計算部２０は、既知データを拡散し既知信号レプリ
カを生成し出力する既知信号レプリカ生成部２１と、直交検波出力のＩ成分と既知信号レ
プリカのＩ成分との相関を計算する相関計算部２２と、直交検波出力のＱ成分と既知信号
レプリカのＱ成分との相関を計算する相関計算部２３と、相関計算部２２の出力と相関計
算部２３の出力とを用いて信号の電力化を行う電力化部２４と、電力化した信号を複数ス
ロットにわたって平均する平均化部２５と、平均化部２５からの信号を保持するとともに
平均遅延プロファイルとして出力するホールド部２６とを有して構成される。
【００６９】
既知信号レプリカ生成部２１では、図６に示した既知データテーブル１７と同様に既知デ
ータを予め記憶しており、図３に示した基地局２における拡散変調の方法と同様の方法で
、予め記憶した既知データに対して拡散を施すことによって、既知信号レプリカを生成す
る。
【００７０】
相関計算部２２および相関計算部２３は、それぞれＩ成分およびＱ成分について、直交検
波出力と既知信号レプリカとの相関を計算する。相関計算部２２および相関計算部２３か
らの出力信号は、電力化部２４において電力化される。この電力化は、たとえばＩ２ ＋Ｑ
２ を演算することによって行われ、Ｓ／Ｎ比の改善を目的としている。
【００７１】
次に、平均化部２５では、電力化部２４からの出力信号のうち、図４に示したスロットの
複数スロット分を平均し、その結果を平均遅延プロファイルとして出力する。このように
平均をとる理由は、たとえば１スロット分だけのデータでは突発的な雑音等の影響で不正
確な遅延プロファイルとなってしまう可能性があるからである。ホールド部２６は平均化
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部２５の出力を保持しており、通常はそのまま出力する。
【００７２】
図６に示した遅延プロファイル計算制御部１９からの遅延プロファイル計算制御信号は、
遅延プロファイル計算部２０内の各ブロックに入力され、各ブロックの動作を停止させる
ように作用する。ただし、ホールド部２６だけは遅延プロファイル計算制御信号が入力さ
れても動作を停止せず、遅延プロファイル計算制御信号が入力された場合、直前に平均化
部２５から入力された信号を保持しておき、その保持した信号を出力し続ける。
【００７３】
次に、図６に示した遅延プロファイル計算制御部１９において、受信データ比較部１８か
らの信号に基づき、遅延プロファイル計算部２０の動作を制御する遅延プロファイル計算
制御信号を出力する処理について説明する。
【００７４】
図８は、図６に示した遅延プロファイル計算部２０の動作を制御する処理の一例のフロー
チャートを示す図である。
【００７５】
まず、遅延プロファイル計算制御部１９では、受信ＢＥＲが閾値テーブル１７に記憶され
た閾値以下であるかを判定する（Ａ－１）。この判定は、図６に示した受信データ比較部
１８から上述した受信良好信号を受け取ることによって行われる。すなわち、ステップ（
Ａ－１）では、受信良好信号が入力されると、受信ＢＥＲが受信特性閾値以下であると判
断する。
【００７６】
ステップ（Ａ－１）において、受信ＢＥＲが受信特性閾値以下ではないと判断されると、
遅延プロファイル計算制御部１９は遅延プロファイル計算制御信号を出力せず、遅延プロ
ファイル計算部２０は通常に動作する。すなわち、遅延プロファイル計算部２０は上述し
た遅延プロファイル計算処理を実行し（Ａ－２）、フィンガパス割当て部１２は遅延プロ
ファイル計算部２０からの遅延プロファイルに基づいてフィンガパス割当て処理を実行し
（Ａ－３）、フィンガ部１３の各フィンガ１３ａ、１３ｂではパス位置の更新を行う（Ａ
－４）。
【００７７】
ステップ（Ａ－１）において、受信ＢＥＲが受信特性閾値以下であると判断された場合、
すなわち図６に示した遅延プロファイル計算制御部１９が受信データ比較部１８から受信
良好信号を受け取った場合には、遅延プロファイル計算制御部１９は遅延プロファイル計
算部２０に対して遅延プロファイル計算制御信号を出力する。
【００７８】
遅延プロファイル計算制御信号を受けた遅延プロファイル計算部２０では、既知信号レプ
リカ生成部２１、相関計算部２２、相関計算部２３、電力化部２４および平均化部２５の
動作を停止させるとともに、ホールド部２６については遅延プロファイル計算制御信号が
入力される直前に平均化部２５から入力された遅延プロファイルを保持させ、その保持さ
せた遅延プロファイルを出力し続けさせる（Ａ－５）。
【００７９】
遅延プロファイル計算部２０内の既知信号レプリカ生成部２１、相関計算部２２、相関計
算部２３、電力化部２４および平均化部２５の各ブロックの動作を停止させる手段として
は、各ブロックに供給する電源を断するものでもよいし、各ブロックに対する動作クロッ
クの供給を停止するものでもよい。
【００８０】
また、遅延プロファイル計算部２０内の各ブロックがソフトウェアで構成されている場合
には、このソフトウェアを実行するＤＳＰ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅ
ｓｓｏｒ）等に供給する電源を断したり、このＤＳＰ等に対する動作クロックの供給を停
止したりするようにすればよい。
【００８１】
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図６に示したフィンガパス割当て部１２では、ステップ（Ａ－５）においてホールド部２
６が保持していて出力する、遅延プロファイル計算を停止する直前の遅延プロファイルに
基づいて、フィンガ部１３の各フィンガ１３ａ、１３ｂにパス位置を割り当てる（Ａ－６
）。すなわち、この状態ではパス位置の割当ての変更は成されず、直前の状態が保持され
ることになる。
【００８２】
なお、図８に示した例では、ステップ（Ａ－１）において受信ＢＥＲが受信特性閾値以下
であると判断された場合に、遅延プロファイル計算処理を停止するような制御を行ったが
、本発明はこれに限られず、受信ＢＥＲが受信特性閾値以下である状態が複数回続いたと
きに初めて遅延プロファイル計算処理を停止するようにしてもよい。これは、受信特性が
良好で安定した状態が続きそうかどうかを判定するためである。
【００８３】
受信特性が良好であるということは、フィンガ部１３に適切なパス位置が割当てられて逆
拡散を行っていると判断できる。つまり、割当てパス位置更新の必要がなく、フィンガ割
り当てパス更新処理を停止することができる。これによって受信品質を良好に保ちつつ、
消費電力低減を図ることができる。
【００８４】
ところで、図８のステップ（Ａ－５）において遅延プロファイル計算処理を停止した場合
には、いずれ移動局１が移動したりしてパスが変わってしまうため、これ以降に何らかの
条件で遅延プロファイル計算処理を再開させる必要がある。以下に、この処理について説
明する。
【００８５】
図９は、図６に示した遅延プロファイル計算部２０における遅延プロファイル計算処理の
停止と再開とを制御する処理の一例のフローチャートを示す図である。
【００８６】
この図９に示す処理は、たとえば、図６に示した遅延プロファイル計算制御部１９で実行
され、図８に示した処理に対する割り込み処理として実行されるものであればよい。
【００８７】
まず、ステップ（Ｂ－１）では、現在、遅延プロファイル計算処理停止中かどうかを判定
する。遅延プロファイル計算処理停止中でなければそのまま遅延プロファイル計算処理停
止中になるまで待つ。
【００８８】
ステップ（Ｂ－１）において、遅延プロファイル計算処理停止中である場合には、遅延プ
ロファイル計算処理を停止した後から所定時間経過するのを待ち（Ｂ－２）、この所定時
間が経過したならば遅延プロファイル計算処理を再開する（Ｂ－３）。
【００８９】
なお、図９では、ステップ（Ｂ－２）において所定時間経過するまで何もせずに待つよう
になっているが、本発明はこれに限られず、たとえば、ステップ（Ｂ－２）において所定
時間経過していない場合に、図８に示したステップ（Ａ－１）に続く処理を行い、最新の
受信特性に基づいて遅延プロファイル計算処理の実行または停止を決定するようにしても
よい。
【００９０】
次に、遅延プロファイル計算処理を行うタイミングについて説明を加える。
【００９１】
図２５に示したように、従来の復調回路においては、パイロットシンボルのたびに遅延プ
ロファイル計算を行い、たとえばＮ回の平均をとって、図２４に示した遅延プロファイル
計算部１１の出力する遅延プロファイルとしていた。
【００９２】
これに対し、以下に、本実施の形態における遅延プロファイル計算処理を行うタイミング
について説明する。
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【００９３】
図１０は、図６に示した本発明の第１の実施の形態において遅延プロファイル計算処理を
行うタイミングの一例について説明する図である。
【００９４】
図２５と同様に、図１０は受信信号を示す図であり、斜線を付した部分が図４に示したパ
イロットシンボルすなわち既知データ部分であり、他の部分が情報データシンボル部分で
ある。
【００９５】
図１０に示すように、本実施の形態による復調回路においては、まずは、パイロットシン
ボルのたびに遅延プロファイル計算を行い、たとえばＮ回の平均をとって、図６に示した
遅延プロファイル計算部２０の出力する遅延プロファイルとしており、上述したような処
理によって受信ＢＥＲが良好と判断された場合には遅延プロファイル計算処理を停止し、
その後所定時間経過した場合には遅延プロファイル計算処理を再開する。
【００９６】
次に、本発明の第２の実施の形態について説明する
図１１は、本発明による、ＣＤＭＡにおける移動局の、逆拡散による復調を行う復調回路
の第２の実施の形態のブロック図である。
【００９７】
図１１において、この復調回路は、遅延プロファイルを計算する遅延プロファイル計算部
２０と、遅延プロフィル計算部２０で作成した遅延プロファイルに基づいてフィンガ１３
ａ、１３ｂを動作させるフィンガパス割当て部１２と、受信信号の逆拡散を行うフィンガ
１３ａ、１３ｂから成るフィンガ部１３と、フィンガ１３ａ、１３ｂの出力である逆拡散
結果を合成して出力するとともに受信ＳＩＲ（Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅ
ｎｃｅ　Ｒａｔｉｏ）を推定し出力するＲａｋｅ受信部２８と、Ｒａｋｅ受信部２８の出
力を復調し復調結果のデジタルデータを復調出力信号として出力する受信データ処理部１
５と、受信ＳＩＲに関する閾値を予め記憶した閾値テーブル２９と、Ｒａｋｅ受信部２８
からの受信ＳＩＲと閾値テーブル２９に記憶してある閾値とを比較し、この比較結果に応
じた信号を出力する受信データ比較部３０と、受信データ比較部３０の出力に基づいて遅
延プロファイル計算部２０の動作を制御する制御信号を出力する遅延プロファイル計算制
御部１９とを有して構成される。
【００９８】
なお、図１１でも、図面の見易さのため、フィンガ１３ａ、１３ｂの２つのフィンガしか
図示していないが、マルチパスの発生数を考慮して、より多くのフィンガを備えてもよい
。また、図１１において、図６と同じ構成部分には同じ参照番号を付してある。
【００９９】
移動局が受信した受信信号は、まず、直交検波をされて復調される。この直交検波出力の
Ｉ成分信号およびＱ成分信号は、それぞれ遅延プロファイル計算部２０に入力される。遅
延プロファイル計算部２０では相関計算を行って遅延プロファイルを作成する。
【０１００】
遅延プロファイル計算部２０によって計算され作成された遅延プロファイルはフィンガパ
ス割り当て部１２によってピークサーチされ、電力相関値の高いパス位置からフィンガ割
り当てパス位置としてフィンガ１３ａ、１３ｂに割当てられる。フィンガ部１３では、フ
ィンガ１３ａ、１３ｂが割当てられたパスの信号を逆拡散し、その出力はレイク受信部２
８によってレイク合成される。受信データ処理部１５はＲａｋｅ受信部２８の出力を復調
し復調結果のデジタルデータを復調出力信号として出力する。
【０１０１】
Ｒａｋｅ受信部２８では、さらに、現在の受信信号の受信ＳＩＲを推定し出力する。受信
データ比較部３０では、Ｒａｋｅ受信部２８からの受信ＳＩＲを、閾値テーブル２９から
読み出した閾値と比較し、受信ＳＩＲが閾値以上（すなわち受信状態が良好）である場合
に、その旨を示す、第１の実施の形態と同様の受信良好信号を出力する。
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【０１０２】
ここで、Ｒａｋｅ受信部２８において受信ＳＩＲを推定する具体例について説明する。
【０１０３】
図１２は、図１１に示したＲａｋｅ受信部２８の内部構成の一例を示すブロック図である
。
【０１０４】
Ｒａｋｅ受信部２８には各フィンガからの逆拡散結果が入力され、有効フィンガ選択部３
１によって有効フィンガからの入力のみが選択される。有効フィンガからの入力はフィン
ガ毎全受信電力・ＲＳＳＩ推定部３２に入力され、フィンガ毎全受信電力・ＲＳＳＩ推定
部３２では各有効フィンガ毎に全受信電力ＴＯＴＡＬ＿ＰＯＷＥＲＮ およびＲＳＳＩＮ （
Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｓｔｒｅｎｇｔｈ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を数１およ
び数２によって推定する。ここで、添え字のＮはフィンガ番号である。
【０１０５】
【数１】
　
　
　
　
　
　
【数２】
　
　
　
　
　
　
　
数１および数２において、Ｎはフィンガ番号、Ｍは平均シンボル数である。
【０１０６】
フィンガ毎全受信電力・ＲＳＳＩ推定部３２において推定された各フィンガ毎の全受信電
力およびＲＳＳＩは、フィンガ間全受信電力・ＲＳＳＩ合成部３３において、よく知られ
た最大比合成によって合成され、合成結果のＴＯＴＡＬ＿ＰＯＷＥＲおよびＲＳＳＩを得
る。ＳＩＲ計算部３４ではフィンガ間全受信電力・ＲＳＳＩ合成部３３の出力を用いて、
数３によって干渉成分ＩＳＳＩ（Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｓｔｒｅｎ
ｇｔｈ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を求める。
【０１０７】
【数３】
ＩＳＳＩ＝ＴＯＴＡＬ＿ＰＯＷＥＲ－ＲＳＳＩ
ただし、通常ＳＩＲを求める際の干渉成分ＩＳＳＩは数４に示すように過去の干渉成分も
考慮して決定される。数４において、ＩＳＳＩｉ は今回のＩＳＳＩであり、ＩＳＳＩｉ －

１ は前回のＩＳＳＩである。
【０１０８】
【数４】
ＩＳＳＩｉ ＝λ×ＩＳＳＩｉ ＋（１－λ）×ＩＳＳＩｉ － １

数４において、λは忘却係数である。
【０１０９】
最後に、数５によってＳＩＲを計算する。
【０１１０】
【数５】
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ＳＩＲ＝ＲＳＳＩ／ＩＳＳＩｉ

さて、図１１の説明に戻り、図１１に示した遅延プロファイル計算制御部１９および遅延
プロファイル計算部２０については、図６や図７に示した遅延プロファイル計算制御部１
９および遅延プロファイル計算部２０と同様であるので、以降の説明は省略する。
【０１１１】
なお、この第２の実施の形態では、受信特性が良好か否かの判断基準として受信ＳＩＲを
用いたが、本発明はこれに限られるものではなく、たとえば受信ＲＳＳＩ（Ｒｅｃｅｉｖ
ｅｄ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｓｔｒｅｎｇｔｈ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）などそのほか受信特性を
表す指標であれば何を用いてもかまわない。
【０１１２】
次に、本発明の第３の実施の形態について説明する。
【０１１３】
図１３は、本発明による、ＣＤＭＡにおける移動局の、逆拡散による復調を行う復調回路
の第３の実施の形態のブロック図である。
【０１１４】
図６に示したブロック図と同じ構成には、同じ参照番号を付し、詳しい説明を省略する。
【０１１５】
また、この第３の実施の形態では、遅延プロファイル計算部２０の内部ブロック図として
は図７と同様であるので、図７を参照して説明する。
【０１１６】
本実施の形態において、図１３に示した閾値テーブル１７ａには、第１の閾値と第１の閾
値よりも小さい第２の閾値とが予め記憶してある。また、受信比較部１８ａでは、受信Ｂ
ＥＲが第１の閾値以下であるときに出力する第１の受信良好信号と、受信ＢＥＲが第２の
閾値以下であるときに出力する第２の受信良好信号とを出力する。
【０１１７】
本実施の形態の動作について図１４のフローチャートを参照して説明する。
【０１１８】
図１４は、本発明の第３の実施の形態において、図１３に示した遅延プロファイル計算部
２０の動作を制御する処理の一例のフローチャートを示す図である。
【０１１９】
まず、遅延プロファイル計算制御部１９ａでは、受信ＢＥＲが閾値テーブル１７ａに記憶
された第１の閾値以下であるかを判定する（Ｃ－１）。この判定は、図１３に示した受信
データ比較部１８ａから上述した第１の受信良好信号または第２の受信良好信号を受け取
ることによって行われる。すなわち、ステップ（Ｃ－１）では、第１の受信良好信号また
は第２の受信良好信号が入力されると、受信ＢＥＲが第１の閾値以下であると判断する。
【０１２０】
ステップ（Ｃ－１）において、受信ＢＥＲが受信特性閾値以下ではないと判断されると、
遅延プロファイル計算制御部１９ａは遅延プロファイル計算制御信号を出力せず、遅延プ
ロファイル計算部２０は通常に動作する。すなわち、遅延プロファイル計算部２０は上述
した遅延プロファイル計算処理を実行し（Ｃ－２）、フィンガパス割当て部１２は遅延プ
ロファイル計算部２０からの遅延プロファイルに基づいてフィンガパス割当て処理を実行
し（Ｃ－３）、フィンガ部１３の各フィンガ１３ａ、１３ｂではパス位置の更新を行う（
Ｃ－４）。
【０１２１】
ステップ（Ｃ－１）において、受信ＢＥＲが第１の閾値以下であると判断された場合には
、受信ＢＥＲが閾値テーブル１７ａに記憶された第２の閾値以下であるかを判定する（Ｃ
－５）。この判定は、図１３に示した受信データ比較部１８ａから上述した第２の受信良
好信号を受け取ることによって行われる。すなわち、ステップ（Ｃ－５）では、第２の受
信良好信号が入力されると、受信ＢＥＲが第２の閾値以下であると判断する。
【０１２２】
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ステップ（Ｃ－５）において、受信ＢＥＲが第２の閾値以下であると判断された場合、す
なわち図６に示した遅延プロファイル計算制御部１９ａが受信データ比較部１８ａから第
１の受信信号および第２の受信良好信号は受け取った場合には、遅延プロファイル計算制
御部１９ａは、第１の停止時間を設定する（Ｃ－６）とともに遅延プロファイル計算部２
０に対して遅延プロファイル計算制御信号を出力する。
【０１２３】
また、ステップ（Ｃ－５）において、受信ＢＥＲが第２の閾値以下ではないと判断された
場合、すなわち図１３に示した遅延プロファイル計算制御部１９ａが受信データ比較部１
８ａから第１の受信信号は受け取ったが第２の受信良好信号は受け取っていない場合には
、遅延プロファイル計算制御部１９ａは、第２の停止時間を設定する（Ｃ－７）とともに
遅延プロファイル計算部２０に対して遅延プロファイル計算制御信号を出力する。
【０１２４】
遅延プロファイル計算制御信号を受けた遅延プロファイル計算部２０では、図７に示した
既知信号レプリカ生成部２１、相関計算部２２、相関計算部２３、電力化部２４および平
均化部２５の動作を停止させるとともに、ホールド部２６については遅延プロファイル計
算制御信号が入力される直前に平均化部２５から入力された遅延プロファイルを保持させ
、その保持させた遅延プロファイルを出力し続けさせる（Ｃ－８）。
【０１２５】
図１３に示したフィンガパス割当て部１２では、ステップ（Ｃ－８）においてホールド部
２６が保持していて出力する、遅延プロファイル計算を停止する直前の遅延プロファイル
に基づいて、フィンガ部１３の各フィンガ１３ａ、１３ｂにパス位置を割り当てる（Ｃ－
９）。すなわち、この状態ではパス位置の割当ての変更は成されず、直前の状態が保持さ
れることになる。
【０１２６】
なお、ステップ（Ｃ－６、Ｃ－７）で設定された第１の停止時間と第２の停止時間との関
係は、第１の停止時間のほうが長い時間にしてある。
【０１２７】
また、本実施の形態においても図９に示した処理は行われ、ステップ（Ｃ－６、Ｃ－７）
で設定された第１および第２の停止時間は、図９に示した処理のステップ（Ｂ－２）にお
ける所定時間として用いられる。すなわち、本実施の形態では受信特性に対する閾値を段
階的に設けて、現在の受信特性に応じて遅延プロファイル計算処理停止時間を決定するも
のであり、受信特性がよりよいときには遅延プロファイル計算処理停止時間を長くする。
【０１２８】
以下に、本実施の形態における遅延プロファイル計算処理を行うタイミングについて説明
する。
【０１２９】
図１５は、図１４に示した第３の実施の形態において遅延プロファイル計算処理を行うタ
イミングの一例について説明する図である。
【０１３０】
図１５は受信信号を示す図であり、斜線を付した部分が図４に示したパイロットシンボル
すなわち既知データ部分であり、他の部分が情報データシンボル部分である。
【０１３１】
図１５に示すように、本実施の形態による復調回路においては、まずは、パイロットシン
ボルのたびに遅延プロファイル計算を行い、たとえばＮ回の平均をとって、図６に示した
遅延プロファイル計算部２０の出力する遅延プロファイルとしており、上述したような処
理によって受信ＢＥＲが第２の閾値以下であると判断された場合には第１の停止時間だけ
遅延プロファイル計算処理を停止し、その後遅延プロファイル計算処理を再開する。また
、受信ＢＥＲが第１の閾値以下であって第２の閾値以下ではないと判断された場合には第
２の停止時間だけ遅延プロファイル計算処理を停止し、その後遅延プロファイル計算処理
を再開する。
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【０１３２】
次に、本発明の第４の実施の形態について説明する。
【０１３３】
図１６は、本発明による、ＣＤＭＡにおける移動局の、逆拡散による復調を行う復調回路
の第４の実施の形態のブロック図である。
【０１３４】
図１７は、図１６に示した遅延プロファイル計算部２０ｂの内部構成の一例を示すブロッ
ク図である。
【０１３５】
図１６および図１７において、図６および図７に示したブロック図と同じ構成には、同じ
参照番号を付し、詳しい説明を省略する。
【０１３６】
先に説明した第１の実施の形態では、図１０に示したように、Ｎ回の平均をとって平均遅
延プロファイルを求め、この平均遅延プロファイルに基づいてフィンガ部１３の各フィン
ガ１３ａ、１３ｂにパス位置の割当てを行った。この第４の実施の形態は、平均遅延プロ
ファイルを求める際の平均回数を変えることができるものである。
【０１３７】
すなわち、本実施の形態において、図１６に示した閾値テーブル１７ｂには複数の閾値を
格納しておき、受信データ比較部１８ｂおよび遅延プロファイル計算制御部１９ｂでは、
受信ＢＥＲと複数の閾値とを比較することによって、現在の受信特性を複数に分類した結
果を遅延プロファイル計算制御信号として遅延プロファイル計算部２０に対して出力する
。
【０１３８】
この遅延プロファイル計算制御信号を受けた遅延プロファイル計算部２０ｂでは、現在の
受信特性に応じて、図１７に示した平均化部２５ｂにおける平均回数を異ならせる。たと
えば、受信特性がよい場合には平均遅延プロファイルの平均回数を少なくし、受信特性が
悪い場合には平均遅延プロファイルの平均回数を多くするのがよい。
【０１３９】
図１８は、図１６に示した本発明の第４の実施の形態において遅延プロファイル計算処理
を行うタイミングの一例について説明する図である。
【０１４０】
図２５と同様に、図１８は受信信号を示す図であり、斜線を付した部分が図４に示したパ
イロットシンボルすなわち既知データ部分であり、他の部分が情報データシンボル部分で
ある。
【０１４１】
図１８に示すように、本実施の形態による復調回路においては、まずは、パイロットシン
ボルのたびに遅延プロファイル計算を行い、たとえばＮ回の平均をとって、図１６に示し
た遅延プロファイル計算部２０ｂの出力する遅延プロファイルとしており、上述したよう
な処理によって受信ＢＥＲが良好と判断された場合には遅延プロファイル計算の際の平均
回数をＰ回（Ｎ＞Ｐ）に変更し、その後受信ＢＥＲが悪化したと判断された場合には遅延
プロファイル計算の際の平均回数をＲ回（Ｎ＜Ｒ）に変更する。
【０１４２】
このように平均遅延プロファイルの平均回数を変更することによって、図１０に示した遅
延プロファイル計算停止期間の、全体の期間に対する割合を、細かく調節することができ
、しいては、受信特性がよい場合において、より消費電力の低減効果を得ることができる
。
【０１４３】
次に、本発明の第５の実施の形態について説明する。
【０１４４】
図１９は、本発明による、ＣＤＭＡにおける移動局の、逆拡散による復調を行う復調回路
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の第５の実施の形態のブロック図である。
【０１４５】
図２０は、図１９に示した遅延プロファイル計算部２０ｃの内部構成の一例を示すブロッ
ク図である。
【０１４６】
図１９および図２０において、図６および図７に示したブロック図と同じ構成には、同じ
参照番号を付し、詳しい説明を省略する。
【０１４７】
図４を参照して説明したように、パイロットシンボルパターンは４つのシンボルから構成
されている。上述の他の実施の形態では、既知データとしてパイロットシンボルを用いる
としていたが、４つのシンボルのうちの１つ以上の所定数のシンボルを既知データとして
用いることができる。
【０１４８】
すなわち、この第５の実施の形態では、現在の受信特性に応じて、遅延プロファイル計算
部２０ｃにおける同相加算数を異ならせるものである。ここで、同相加算数とは４シンボ
ルから成るパイロットシンボルパターンのうちの何シンボルによって遅延プロファイル計
算を行うかを示すものであって、たとえば４回同相加算といえば４シンボルを用いて遅延
プロファイル計算を行うものであり、１回同相加算といえば１シンボルを用いて遅延プロ
ファイル計算を行うものである。
【０１４９】
従って、この第５の実施の形態では、図１９に示した閾値テーブル１７ｃには複数の閾値
を格納しておき、受信データ比較部１８ｃおよび遅延プロファイル計算制御部１９ｃでは
、受信ＢＥＲと複数の閾値とを比較することによって、現在の受信特性を複数に分類した
結果を遅延プロファイル計算制御信号として遅延プロファイル計算部２０ｃに対して出力
する。
【０１５０】
この遅延プロファイル計算制御信号を受けた遅延プロファイル計算部２０ｃでは、現在の
受信特性に応じて、図２０に示した相関部２２ｃ、２３ｃを停止させる（１回同相加算で
あれば、他の３シンボル時に動作を停止させる）。たとえば、受信特性がよい場合には同
相加算数を少なくし、受信特性が悪い場合には同相加算数を多くするのがよい。
【０１５１】
図２１は、図１９に示した本発明の第５の実施の形態において遅延プロファイル計算処理
を行うタイミングの一例について説明する図である。
【０１５２】
図２５と同様に、図２１は受信信号を示す図であり、斜線を付した部分が図４に示したパ
イロットシンボルすなわち既知データ部分であり、他の部分が情報データシンボル部分で
ある。
【０１５３】
図２１に示すように、本実施の形態による復調回路においては、まずは、パイロットシン
ボルのたびに４回同相加算で遅延プロファイル計算を行い、図ｊに示した遅延プロファイ
ル計算部２０ｂの出力する遅延プロファイルとしており、上述したような処理によって受
信ＢＥＲが良好と判断された場合には遅延プロファイル計算の際の同相加算数をたとえば
２回に変更し、その後受信ＢＥＲが悪化したと判断された場合には遅延プロファイル計算
の際の同相加算数を４回に変更する。
【０１５４】
なお、受信特性に基づいて、上述の各実施の形態を組み合わせて制御を行えば、より良好
な受信特性を保ったままで消費電力低減を図ることが可能である。この点について、以下
に、タイミング図を参照しながら説明する。
【０１５５】
図２２は、上述の第２の実施の形態と第４の実施の形態とを組み合わせた例において、遅
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延プロファイル計算処理を行うタイミングの一例について説明する図である。
【０１５６】
図２５と同様に、図２２は受信信号を示す図であり、斜線を付した部分が図４に示したパ
イロットシンボルすなわち既知データ部分であり、他の部分が情報データシンボル部分で
ある。
【０１５７】
この図２２に示す例では、受信特性に基づいて、遅延プロファイル計算を停止し、その停
止時間を可変とするとともに、遅延プロファイル計算を行う場合にもその平均回数を変更
することが可能となっている。
【０１５８】
図２３は、上述の第２の実施の形態と第４の実施の形態と第５の実施の形態とを組み合わ
せた例において、遅延プロファイル計算処理を行うタイミングの一例について説明する図
である。
【０１５９】
図２５と同様に、図２３は受信信号を示す図であり、斜線を付した部分が図４に示したパ
イロットシンボルすなわち既知データ部分であり、他の部分が情報データシンボル部分で
ある。
【０１６０】
この図２３に示す例では、受信特性に基づいて、遅延プロファイル計算を停止し、その停
止時間を可変とするとともに、遅延プロファイル計算を行う場合にもその平均回数および
／または同相加算数を変更することが可能となっている。
【０１６１】
以上説明したように、本発明によれば、受信特性が良好な場合には通信が可能な範囲で消
費電力を低減することができ、また反対に受信特性が悪い場合には遅延プロファイル計算
をより頻繁に行うようにすることによって最適なパス位置を即座に計算してフィンガ部１
３の各フィンガ１３ａ、１３ｂに割り当てることができる。
【０１６２】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、受信特性が良好なときすなわちフィンガの割り当
てパスを更新する必要のないときには遅延プロファイル計算処理を行わないようにしたた
め、遅延プロファイル計算処理にかかる消費電力を低減させることができる。すなわち、
遅延プロファイル計算を制御することによってフィンガ割当てパス位置更新処理における
消費電力低減を図ることができる。
【０１６３】
また、本発明によれば、受信特性を用いて遅延プロファイル計算処理を制御しているため
、パス変動が激しく受信特性が悪いときには短い周期で遅延プロファイル計算処理を実行
するように制御を行うことが可能であり、受信パス変動に追従でき、良好な受信特性を得
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による復調回路を備えた移動局が適用される、ＣＤＭＡ移動体通信システ
ムの一例の概要を示すブロック図である。
【図２】図１に示した移動局が適用されるＣＤＭＡ移動体通信システムの通信環境の一例
を示すブロック図である。
【図３】図１に示した基地局の内部構成の一例を示すブロック図である。
【図４】図１に示した基地局から送信され、移動局が受信する受信信号の構成の一例を示
す図である。
【図５】移動局が受信する受信信号に対して既知データを挿入するフォーマットの一例で
あって図４とは違う例を示す図である。
【図６】本発明による、ＣＤＭＡにおける移動局の、逆拡散による復調を行う復調回路の
第１の実施の形態のブロック図である。
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【図７】図６に示した遅延プロファイル計算部の内部構成の一例を示すブロック図である
。
【図８】図６に示した遅延プロファイル計算部の動作を制御する処理の一例のフローチャ
ートを示す図である。
【図９】図６に示した遅延プロファイル計算部における遅延プロファイル計算処理の停止
と再開とを制御する処理の一例のフローチャートを示す図である。
【図１０】図６に示した本発明の第１の実施の形態において遅延プロファイル計算処理を
行うタイミングの一例について説明する図である。
【図１１】本発明による、ＣＤＭＡにおける移動局の、逆拡散による復調を行う復調回路
の第２の実施の形態のブロック図である。
【図１２】図１１に示したＲａｋｅ受信部の内部構成の一例を示すブロック図である。
【図１３】本発明による、ＣＤＭＡにおける移動局の、逆拡散による復調を行う復調回路
の第３の実施の形態のブロック図である。
【図１４】本発明の第３の実施の形態において、図６に示した遅延プロファイル計算部の
動作を制御する処理の一例のフローチャートを示す図である。
【図１５】図１４に示した第３の実施の形態において遅延プロファイル計算処理を行うタ
イミングの一例について説明する図である。
【図１６】本発明による、ＣＤＭＡにおける移動局の、逆拡散による復調を行う復調回路
の第４の実施の形態のブロック図である。
【図１７】図１６に示した遅延プロファイル計算部の内部構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図１８】図１６に示した本発明の第４の実施の形態において遅延プロファイル計算処理
を行うタイミングの一例について説明する図である。
【図１９】本発明による、ＣＤＭＡにおける移動局の、逆拡散による復調を行う復調回路
の第５の実施の形態のブロック図である。
【図２０】図１９に示した遅延プロファイル計算部の内部構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図２１】図１９に示した本発明の第５の実施の形態において遅延プロファイル計算処理
を行うタイミングの一例について説明する図である。
【図２２】第２の実施の形態と第４の実施の形態とを組み合わせた例において、遅延プロ
ファイル計算処理を行うタイミングの一例について説明する図である。
【図２３】第２の実施の形態と第４の実施の形態と第５の実施の形態とを組み合わせた例
において、遅延プロファイル計算処理を行うタイミングの一例について説明する図である
。
【図２４】従来のＣＤＭＡにおける移動局の、逆拡散による復調を行う復調回路のブロッ
ク図である。
【図２５】従来の復調回路において遅延プロファイル計算処理を行うタイミングの一例に
ついて説明する図である。
【符号の説明】
１　移動局
２　基地局
３　基地局制御装置
４　交換局
５　関門局
６、７　符号発生器
８　障害物
１１、２０、２０ｂ、２０ｃ　遅延プロファイル計算部
１２　フィンガパス割当て部
１３　フィンガ部
１３ａ、１３ｂ　フィンガ
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１４、２８　Ｒａｋｅ受信部
１５　受信データ処理部
１６　既知データテーブル
１７、２９、１７ａ、１７ｂ、１７ｃ　閾値テーブル
１８、３０、１８ａ、１８ｂ、１８ｃ　受信データ比較部
１９、１９ａ、１９ｂ、１９ｃ　遅延プロファイル計算制御部
２１　既知信号レプリカ生成部
２２、２３、２２ｃ、２３ｃ　相関計算部
２４　電力化部
２５、２５ｂ　平均化部
２６　ホールド部
３１　有効フィンガ選択部
３２　フィンガ毎全受信電力・ＲＳＳＩ推定部
３３　フィンガ間全受信電力・ＲＳＳＩ合成部
３４　ＳＩＲ計算部
４１　ＣＲＣｂｉｔ付加部
４２　畳み込み符号化部
４３　ビットインターリーブ部
４４　タイムスロット分割部
４５　パイロットシンボル付加部
４６　Ｓ／Ｐ変換部
４７　スプレッドコード生成部
４８　スクランブルコード生成部
４９　ＱＰＳＫ変調部
５０　送信フィルタ
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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 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

(22) JP 3683128 B2 2005.8.17



【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】
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