
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの第１のチャネルデータと第２のチャネルデータとからなる送信データ
を生成して出力するベースバンド回路と、前記送信データを送信チャネル毎に異なる拡散
コードを用いて拡散する拡散手段と、送信データレートによって決められた組み合わせの
２つのゲインファクタを用いて前記第１のチャネルデータと前記第２のチャネルデータと
の振幅をそれぞれ重みづけする乗算手段と、前記乗算手段にて振幅が重みづけされた前記
第１のチャネルデータと前記第２のチャネルデータとをデジタル変調するデジタル変調手
段と、前記デジタル変調手段にてデジタル変調された

前記第１のチャネルデータと前記第２のチャネ
ルデータとを直交変調して送信信号として出力する直交変調器と、前記直交変調器から出
力された送信信号を電波として放射するためのアンテナとを少なくとも有してなる送信回
路において、
　前記乗算手段は、前記送信データレートによって決められたゲインファクタの組み合わ
せの比率を変えることなく、かつ、前記直交変調器から出力される送信信号の電力が前記
送信データレートによらずに一定となるようなゲインファクタを用いて前記第１のチャネ
ルデータと前記第２のチャネルデータとの振幅をそれぞれ重みづけすることを特徴とする
送信回路。
【請求項２】
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　少なくとも１つの第１のチャネルデータと第２のチャネルデータとからなる送信データ
を生成して出力するベースバンド回路と、前記送信データを送信チャネル毎に異なる拡散
コードを用いて拡散する拡散手段と、送信データレートによって決められた組み合わせの
２つのゲインファクタを用いて前記第１のチャネルデータと前記第２のチャネルデータと
の振幅をそれぞれ重みづけする乗算手段と、前記乗算手段にて振幅が重みづけされた前記
第１のチャネルデータと前記第２のチャネルデータとをデジタル変調するデジタル変調手
段と、前記デジタル変調手段にてデジタル変調された

前記第１のチャネルデータと前記第２のチャネ
ルデータとを直交変調して送信信号として出力する直交変調器と、前記直交変調器から出
力された送信信号を電波として放射するためのアンテナとを少なくとも有してなる送信回
路において、
　前記乗算手段は、前記送信データレートによって決められたゲインファクタの組み合わ
せの比率を変えることなく、かつ、前記直交変調器から出力される送信信号の電力に基づ
いて決まるゲインファクタを用いて前記第１のチャネルデータと前記第２のチャネルデー
タとの振幅をそれぞれ重みづけすることを特徴とする送信回路。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の送信回路において、
　前記乗算手段は、前記送信データレートによって決められたゲインファクタの組み合わ
せの比率を変えることなく、かつ、前記第１のチャネルデータの振幅を重みづけするため
のゲインファクタの２乗と前記第２のチャネルデータの振幅を重みづけするためのゲイン
ファクタの２乗との和が前記送信データレートによらずに一定となるようなゲインファク
タを用いて前記第１のチャネルデータと前記第２のチャネルデータとの振幅をそれぞれ重
みづけすることを特徴とする送信回路。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の送信回路において、
　前記ベースバンド回路は、前記送信データレートによって決められたゲインファクタと
、前記乗算手段にて前記送信データを重みづけするためのゲインファクタとが格納された
テーブルを有し、前記送信データレートに基づいて、前記テーブルから、当該送信データ
レートに対応するゲインファクタを前記乗算手段に出力することを特徴とする送信回路。
【請求項５】
　請求項１乃至 のいずれか１項に記載の送信回路において、
　前記第１のチャネルデータは、前記送信データのデータチャネルのデータであり、前記
第２のチャネルデータは、前記送信データの制御チャネルのデータであることを特徴とす
る送信回路。
【請求項６】
　請求項１乃至 のいずれか１項に記載の送信回路において、
　前記デジタル変調手段は、前記乗算手段にて振幅が重みづけされた前記第１のチャネル
データと前記第２のチャネルデータとの振幅データを位相シフト変調する位相変調手段で
あることを特徴とする送信回路。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、通信端末内に設けられる送信回路に関し、特に、ＨＰＳＫ（ Hyper Phase Shif
t Keying:ハイパー位相シフト変調）変調方式を用いた送信回路に関する。
【０００２】
【従来の技術】
Ｗ－ＣＤＭＡ（ Wide band Code Division Multiple Access：ワイドバンド符号分割多元
接続）規格の標準化プロジェクトである３ＧＰＰ（ 3rd Generation Partnership Project
）の 3G TS 25.213に記述されるＨＰＳＫ変調方式においては、送信データをスプレッドコ
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ードで拡散した後、拡散された送信データに、ＨＰＳＫ変調における振幅の重みづけをす
るためのゲインファクタを乗算することにより振幅データを得て、その後、この振幅デー
タのＨＰＳＫ変調が行われる。
【０００３】
図７は、従来の、ＨＰＳＫ変調方式を用いた送信回路の一構成例を示すブロック図である
。
【０００４】
本従来例は図７に示すように、データチャネルのデータＤＰＤＣＨ（ Dedicated Physical
 Data Channel）と制御チャネルのデータＤＰＣＣＨ（ Dedicated Physical Control Chan
nel）との２種類の送信データを生成し、出力するベースバンド回路１１０と、ベースバ
ンド回路１１０から出力されたデータチャネルのデータＤＰＤＣＨにスプレッドコードＳ
Ｃ dを乗算することにより、データチャネルのデータＤＰＤＣＨを拡散して拡散データｄ
として出力する乗算器１２０と、ベースバンド回路１１０から出力された制御チャネルの
データＤＰＣＣＨにスプレッドコードＳＣ cを乗算することにより、制御チャネルのデー
タＤＰＣＣＨを拡散して拡散データｃとして出力する乗算器１２２と、乗算器１２０から
出力された拡散データｄにゲインファクタβ dを乗算することにより振幅データＩ inを出
力する乗算器１２１と、乗算器１２２から出力された拡散データｃにゲインファクタβ c
を乗算することにより振幅データＱ inを出力する乗算器１２３と、乗算器１２１，１２３
からそれぞれ出力された振幅データＩ in，Ｑ inがＩ－Ｑチャネルデータとして入力され、
入力された振幅データＩ in，Ｑ inを、ベースバンド回路１１０から出力されるＣＤＭＡ方
式の周波数拡散符号の１つであるスクランブルコードに応じて複素Ｉ－Ｑ平面にマッピン
グすることによりＨＰＳＫ変調データＩ out，Ｑ outを出力するＨＰＳＫ変調回路１３０と
、ＨＰＳＫ変調回路１３０から出力されたＨＰＳＫ変調データＩ outの高周波成分を取り
除き、デジタル信号Ｉ dとして出力するデジタルフィルタ１４０と、ＨＰＳＫ変調回路１
３０から出力されたＨＰＳＫ変調データＱ outの高周波成分を取り除き、デジタル信号Ｑ d
として出力するデジタルフィルタ１４２と、デジタルフィルタ１４０から出力されたデジ
タル信号Ｉ dをアナログ信号Ｉ aに変換して出力するデジタルアナログ変換器１４１と、デ
ジタルフィルタ１４２から出力されたデジタル信号Ｑ dをアナログ信号Ｑ aに変換して出力
するデジタルアナログ変換器１４３と、デジタルアナログ変換器１４１，１４３からそれ
ぞれ出力されたアナログ信号Ｉ a，Ｑ aを直交変調して所望の周波数のＨＰＳＫ信号を出力
する直交変調器１５０とから構成されている。
【０００５】
なお、乗算器１２０にてデータチャネルのデータＤＰＤＣＨに乗算されるスプレッドコー
ドＳＣ d、並びに乗算器１２２にて制御チャネルのデータＤＰＣＣＨに乗算されるスプレ
ッドコードＳＣ cは、ＣＤＭＡ方式の周波数拡散符号の１つで、チップレートの速さを有
し、各チャネルの直交性を維持するために送信チャネル毎に異なるコードであり、ベース
バンド回路１１０から出力される。
【０００６】
また、乗算器１２１にて拡散データｄに乗算されるゲインファクタβ d、並びに乗算器１
２３にて拡散データｃに乗算されるゲインファクタβ cは、ＨＰＳＫ変調特有のもので、
Ｉ（ Inphase），Ｑ（ Quadrature）それぞれの振幅を個別に重みづけするための値であり
、ベースバンド回路１１０から出力される。このゲインファクタβ d，β cは、それぞれ送
信データレートによって０～１５の値を有しており、かつ、ゲインファクタβ d，β cのい
ずれか一方は必ず“１５”である。また、制御チャネルのデータＤＰＣＣＨは常に必要で
あるため、ゲインファクタβ cが“０”になることはない。
【０００７】
また、乗算器１２１，１２３からそれぞれ出力される振幅データＩ in，Ｑ inは、乗算器１
２０，１２２からそれぞれ出力される拡散データｄ，ｃの“０”，“１”の値を、正負の
符号を持つ振幅値に変換したものであって、２の補数形式のバイナリコードで表される。
【０００８】
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上記のように構成された送信回路においては、ベースバンド回路１１０から出力されたデ
ータチャネルのデータＤＰＤＣＨと制御チャネルのデータＤＰＣＣＨとがスプレッドコー
ドＳＣ d，ＳＣ cによりそれぞれ乗算されて拡散データｄ，ｃとされ、さらに、拡散データ
ｄ，ｃが、ゲインファクタβ d，β cによりそれぞれその振幅が重みづけされ、ＨＰＳＫ変
調される。
【０００９】
ＨＰＳＫ変調されたＨＰＳＫ変調データＩ out，Ｑ outは、それぞれ高周波成分が取り除か
れ、さらに、アナログ信号に変換され、その後、直交変調されて所望の周波数のＨＰＳＫ
信号として出力される。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述したような送信回路においては、拡散データに乗算されるゲインファ
クタの値が、そのままＨＰＳＫ変調信号の複素Ｉ－Ｑ平面における振幅に反映されるため
、ゲインファクタの組み合わせが変わると直交変調器の出力電力が変化することになる。
直交変調器の出力電力が変化した場合、Ｓ／Ｎ比が一定とはならず、出力電力が低い場合
にＳ／Ｎ比が小さくなり、隣接チャネル漏洩電力特性が劣化してしまうという問題点があ
る。
【００１１】
また、ＣＤＭＡ方式が採用されたシステムにおいては、端末と基地局との距離が一定等、
端末における通信状態が同一の場合はデータレートが変化した場合においても制御チャネ
ルのデータＤＰＣＣＨ成分のアンテナ端における電力を常に一定値に保つことが要求され
るが、上述したような従来の送信回路においては、ゲインファクタの組み合わせや直交変
調器の出力電力の変化によっては制御チャネルのデータＤＰＣＣＨ成分のアンテナ端にお
ける電力を一定値に保つことができないという問題点がある。
【００１２】
本発明は、上述したような従来の技術が有する問題点に鑑みてなされたものであって、直
交変調器の出力電力を一定に保つことができるとともに、アンテナ端における制御チャネ
ルデータ成分の電力を一定値に保つことができる送信回路を提供することを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために本発明は、
　少なくとも１つの第１のチャネルデータと第２のチャネルデータとからなる送信データ
を生成して出力するベースバンド回路と、前記送信データを送信チャネル毎に異なる拡散
コードを用いて拡散する拡散手段と、送信データレートによって決められた組み合わせの
２つのゲインファクタを用いて前記第１のチャネルデータと前記第２のチャネルデータと
の振幅をそれぞれ重みづけする乗算手段と、前記乗算手段にて振幅が重みづけされた前記
第１のチャネルデータと前記第２のチャネルデータとをデジタル変調するデジタル変調手
段と、前記デジタル変調手段にてデジタル変調された

前記第１のチャネルデータと前記第２のチャネ
ルデータとを直交変調して送信信号として出力する直交変調器と、前記直交変調器から出
力された送信信号を電波として放射するためのアンテナとを少なくとも有してなる送信回
路において、
　前記乗算手段は、前記送信データレートによって決められたゲインファクタの組み合わ
せの比率を変えることなく、かつ、前記直交変調器から出力される送信信号の電力が前記
送信データレートによらずに一定となるようなゲインファクタを用いて前記第１のチャネ
ルデータと前記第２のチャネルデータとの振幅をそれぞれ重みづけすることを特徴とする
。
【００１４】
　また、少なくとも１つの第１のチャネルデータと第２のチャネルデータとからなる送信
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データを生成して出力するベースバンド回路と、前記送信データを送信チャネル毎に異な
る拡散コードを用いて拡散する拡散手段と、送信データレートによって決められた組み合
わせの２つのゲインファクタを用いて前記第１のチャネルデータと前記第２のチャネルデ
ータとの振幅をそれぞれ重みづけする乗算手段と、前記乗算手段にて振幅が重みづけされ
た前記第１のチャネルデータと前記第２のチャネルデータとをデジタル変調するデジタル
変調手段と、前記デジタル変調手段にてデジタル変調された

前記第１のチャネルデータと前記第２の
チャネルデータとを直交変調して送信信号として出力する直交変調器と、前記直交変調器
から出力された送信信号を電波として放射するためのアンテナとを少なくとも有してなる
送信回路において、
　前記乗算手段は、前記送信データレートによって決められたゲインファクタの組み合わ
せの比率を変えることなく、かつ、前記直交変調器から出力される送信信号の電力に基づ
いて決まるゲインファクタを用いて前記第１のチャネルデータと前記第２のチャネルデー
タとの振幅をそれぞれ重みづけすることを特徴とする。
【００１５】
また、前記乗算手段は、前記送信データレートによって決められたゲインファクタの組み
合わせの比率を変えることなく、かつ、前記第１のチャネルデータの振幅を重みづけする
ためのゲインファクタの２乗と前記第２のチャネルデータの振幅を重みづけするためのゲ
インファクタの２乗との和が前記送信データレートによらずに一定となるようなゲインフ
ァクタを用いて前記第１のチャネルデータと前記第２のチャネルデータとの振幅をそれぞ
れ重みづけすることを特徴とする。
【００１６】
また、前記ベースバンド回路は、前記送信データレートによって決められたゲインファク
タと、前記乗算手段にて前記送信データを重みづけするためのゲインファクタとが格納さ
れたテーブルを有し、前記送信データレートに基づいて、前記テーブルから、当該送信デ
ータレートに対応するゲインファクタを前記乗算手段に出力することを特徴とする。
【００１７】
また、少なくとも１つの第１のチャネルデータと第２のチャネルデータとからなる送信デ
ータを生成して出力するベースバンド回路と、前記送信データを送信チャネル毎に異なる
拡散コードを用いて拡散する拡散手段と、送信データレートによって決められた組み合わ
せの２つのゲインファクタを用いて前記第１のチャネルデータと前記第２のチャネルデー
タとの振幅をそれぞれ重みづけする乗算手段と、前記乗算手段にて振幅が重みづけされた
前記第１のチャネルデータと前記第２のチャネルデータとをデジタル変調するデジタル変
調手段と、前記デジタル変調手段にてデジタル変調された前記第１のチャネルデータと前
記第２のチャネルデータとを直交変調して送信信号として出力する直交変調器と、前記直
交変調器から出力された送信信号を電波として放射するためのアンテナとを少なくとも有
してなる送信回路において、
前記直交変調器から出力された送信信号を制御電圧に基づく利得で増幅して出力する増幅
手段と、
前記第２のチャネルデータ成分の送信電力値を決定する送信レベル回路と、
前記送信データレートによって決められた組み合わせの２つのゲインファクタを用いて、
前記アンテナ端における前記第２のチャネルデータ成分の送信電力が前記送信データレー
トによらずに一定となるように前記増幅手段の利得を制御するための第１のゲイン補正量
を前記送信レベル回路にて決定された送信電力値に加算して出力する第１のゲインオフセ
ット回路と、
前記第１のゲインオフセット回路から出力された送信電力値に基づいて、前記増幅手段の
利得を制御するための電圧を生成する電圧生成回路とを有し、
前記アンテナは、前記直交変調器から出力され、前記増幅手段にて増幅された送信信号を
電波として放射することを特徴とする。
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前記第１のチャネルデータ及
び前記第２のチャネルデータの高周波成分をそれぞれ取り除くデジタルフィルタと、前記
デジタルフィルタにて高周波成分が取り除かれた



【００２２】
また、前記第１のチャネルデータは、前記送信データのデータチャネルのデータであり、
前記第２のチャネルデータは、前記送信データの制御チャネルのデータであることを特徴
とする。
【００２３】
また、前記デジタル変調手段は、前記乗算手段にて振幅が重みづけされた前記第１のチャ
ネルデータと前記第２のチャネルデータとの振幅データを位相シフト変調する位相変調手
段であることを特徴とする。
【００２４】
（作用）
上記のように構成された本発明においては、ベースバンド回路にて生成された第１のチャ
ネルデータと第２のチャネルデータとからなる送信データは、拡散手段において、送信チ
ャネル毎に異なる拡散コードを用いて拡散され、さらに、乗算手段において、送信データ
レートよって決められた組み合わせの２つのゲインファクタの比率を変えることなく、か
つ、直交変調器から出力される送信信号の電力が送信データレートによらずに一定となる
ようなゲインファクタを用いてそれぞれの振幅が重みづけされる。乗算手段にて振幅が重
みづけされた第１のチャネルデータと第２のチャネルデータとは、デジタル変調手段にて
デジタル変調され、その後、直交変調器において直交変調されて送信信号としてアンテナ
を介して送信される。
【００２５】
このように、乗算手段において、送信データレートよって決められた組み合わせの２つの
ゲインファクタの比率を変えることなく、かつ、直交変調器から出力される送信信号の電
力が送信データレートによらずに一定となるようなゲインファクタを用いて第１のチャネ
ルデータと第２のチャネルデータとの振幅がそれぞれ重みづけされるので、送信データレ
ートが変化し、第１のチャネルデータを重みづけするゲインファクタと第２のチャネルデ
ータを重みづけするゲインファクタとの組み合わせが変わった場合においても、直交変調
器の出力電力が一定値に保たれる。
【００２６】
また、第１のゲインオフセット回路において、送信データレートによって決められた組み
合わせの２つのゲインファクタを用いて第１のチャネルデータ成分の送信電力を算出し、
この送信電力を第１のゲイン補正量として第２のチャネルデータの送信電力値に加算し、
この加算結果に基づく利得で、直交変調器から出力される送信信号を増幅してアンテナを
介して送信する場合は、アンテナ端における第２のチャネルデータ成分の送信電力が送信
データレートによらずに一定値となる。ここで、ＣＤＭＡ方式が採用されたシステムにお
いては、端末と基地局との距離が一定等、端末における通信状態が同一の場合はデータレ
ートが変化した場合においても制御チャネルのデータ成分のアンテナ端における電力を常
に一定値に保つことが要求されるが、第１のチャネルデータを送信データのデータチャネ
ルのデータとし、また、第２のチャネルデータを送信データの制御チャネルのデータとす
れば、アンテナ端における制御チャネルのデータ成分の送信電力が送信データレートによ
らずに一定値となる。
【００２７】
また、第２のゲインオフセット回路において、乗算手段にて第１のチャネルデータと第２
のチャネルデータとの振幅をそれぞれ重みづけするために用いられるゲインファクタのう
ち１つの組み合わせを基準とし、該基準とされた組み合わせのゲインファクタを用いた場
合の直交変調器の出力電力と、乗算手段にて第１のチャネルデータと第２のチャネルデー
タとの振幅をそれぞれ重みづけするために用いられるゲインファクタを用いた場合の直交
変調器の出力電力との比率を算出し、該比率を第２のゲイン補正量として第１のゲインオ
フセット回路から出力された送信電力値に加算し、この加算結果に基づく利得で、直交変
調器から出力される送信信号を増幅してアンテナを介して送信する場合は、乗算手段にて
第１のチャネルデータと第２のチャネルデータとの振幅をそれぞれ重みづけするために用
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いられるゲインファクタを表すビット数の不足により直交変調器の出力電力に誤差が生じ
た場合においても、送信信号が増幅される際にその誤差が第２のゲイン補正量によって補
正される。
【００２８】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００２９】
図１は、本発明の送信回路の実施の一形態を示すブロック図である。
【００３０】
本形態は図１に示すように、第１のチャネルデータであるデータチャネルのデータＤＰＤ
ＣＨ（ Dedicated Physical Data Channel）と第２のチャネルデータである制御チャネル
のデータＤＰＣＣＨ（ Dedicated Physical Control Channel）との２種類の送信データを
生成して出力するとともに、ＨＰＳＫ変調におけるＩ（ Inphase），Ｑ（ Quadrature）そ
れぞれの振幅を個別に重みづけするための値となるゲインファクタβ c，β d，β sc，β sd
、並びに端末の送信電力を制御するためのＴＰＣ（ Total Power Control）ビットを出力
するベースバンド回路１０と、ベースバンド回路１０から出力されたデータチャネルのデ
ータＤＰＤＣＨにスプレッドコードＳＣ dを乗算することにより、データチャネルのデー
タＤＰＤＣＨを拡散して拡散データｄとして出力する拡散手段である乗算器２０と、ベー
スバンド回路１０から出力された制御チャネルのデータＤＰＣＣＨにスプレッドコードＳ
Ｃ cを乗算することにより、制御チャネルのデータＤＰＣＣＨを拡散して拡散データｃと
して出力する拡散手段である乗算器２２と、乗算器２０から出力された拡散データｄにゲ
インファクタβ sdを乗算することにより振幅データＩ inを出力する乗算器２１と、乗算器
２２から出力された拡散データｃにゲインファクタβ scを乗算することにより振幅データ
Ｑ inを出力する乗算器２３と、乗算器２１，２３からそれぞれ出力された振幅データＩ in
，Ｑ inがＩ－Ｑチャネルデータとして入力され、入力された振幅データＩ in，Ｑ inを、ベ
ースバンド回路１０から出力されるＣＤＭＡ方式の周波数拡散符号の１つであるスクラン
ブルコードに応じて複素Ｉ－Ｑ平面にマッピングすることによりＨＰＳＫ変調データＩ ou
t，Ｑ outを出力する位相変調手段であるＨＰＳＫ変調回路３０と、ＨＰＳＫ変調回路３０
から出力されたＨＰＳＫ変調データＩ outの高周波成分を取り除き、デジタル信号Ｉ dとし
て出力するデジタルフィルタ４０と、ＨＰＳＫ変調回路３０から出力されたＨＰＳＫ変調
データＱ outの高周波成分を取り除き、デジタル信号Ｑ dとして出力するデジタルフィルタ
４２と、デジタルフィルタ４０から出力されたデジタル信号Ｉ dをアナログ信号Ｉ aに変換
して出力するデジタルアナログ変換器４１と、デジタルフィルタ４２から出力されたデジ
タル信号Ｑ dをアナログ信号Ｑ aに変換して出力するデジタルアナログ変換器４３と、デジ
タルアナログ変換器４１，４３からそれぞれ出力されたアナログ信号Ｉ a，Ｑ aを直交変調
して所望の周波数のＨＰＳＫ信号を出力する直交変調器５０と、直交変調器５０から出力
されたＨＰＳＫ信号を制御電圧に基づくゲインにて増幅して出力する増幅手段であるＡＧ
Ｃアンプ６と、希望波以外の周波数成分を除去するチャネルフィルタや周波数変換回路、
段間フィルタ、ドライバアンプ、パワーアンプ、デュプレクサ等で構成され、ＡＧＣアン
プ６から出力されたＨＰＳＫ信号を所望の周波数に変換するとともに所定のゲインで増幅
して出力するＲＦ回路７と、ＲＦ回路７から出力されたＨＰＳＫ信号を電波として放射す
るためのアンテナ８と、当該端末における制御チャネルのデータＤＰＣＣＨ成分の送信電
力ＴＸＬＶＬを設定するＣＰＵ１と、ベースバンド回路１０から出力されたＴＰＣビット
とＣＰＵ１にて設定されたＴＸＬＶＬとに基づいて当該端末における制御チャネルのデー
タＤＰＣＣＨ成分の送信電力値を決定し、出力する送信レベル回路２と、ベースバンド回
路１０から出力されたゲインファクタβ c，β dの組み合わせに基づいてデータチャネルの
データＤＰＤＣＨ成分の送信電力に相当する第１のゲイン補正量β ofst1を決定し、送信
レベル回路２から出力された制御チャネルのデータＤＰＣＣＨの送信電力値にこのゲイン
補正量β ofst1を加算して加算結果を出力する第１のゲインオフセット回路であるβオフ
セット回路３ａと、ベースバンド回路１０から出力されたゲインファクタβ sc，β sdの組
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み合わせに基づいて、拡散データｄ、ｃにゲインファクタβ sd，β scを乗算することによ
り直交変調器５０にて生じた出力電力の誤差を補正するための第２のゲイン補正量β ofst
2を決定し、βオフセット回路３ａから出力された加算結果にこのゲイン補正量β ofst2を
加算し、ＡＧＣアンプ制御コードとして出力する第２のゲインオフセット回路であるβオ
フセット回路３ｂと、βオフセット回路３ｂから出力されたＡＧＣアンプ制御コードから
ＡＧＣアンプ６のゲインを制御するための制御電圧コードを生成し、出力する電圧生成回
路４と、電圧生成回路４から出力された制御電圧コードを制御電圧に変換して出力するデ
ジタルアナログ変換器５とから構成されている。
【００３１】
なお、乗算器２０にてデータチャネルのデータＤＰＤＣＨに乗算されるスプレッドコード
ＳＣ d、並びに乗算器２２にて制御チャネルのデータＤＰＣＣＨに乗算されるスプレッド
コードＳＣ cは、ＣＤＭＡ方式の周波数拡散符号の１つで、チップレートの速さを有し、
各チャネルの直交性を維持するために送信チャネル毎に異なるコードであり、ベースバン
ド回路１０から出力される。
【００３２】
また、ベースバンド回路１０においては、ゲインファクタの理論値β c，β dに基づいて、
該理論値β c，β dの比率が変わることなく、かつ、直交変調器５０からの出力電力が一定
となるようにそのレベルを加工したゲインファクタβ sc，β sdが計算されており、ゲイン
ファクタβ c，β d，β sc，β sdのテーブルが設けられている。なお、ゲインファクタβ c
，β scは制御チャネル用、ゲインファクタβ d，β sdはデータチャネル用に設定されたも
のである。また、このゲインファクタの理論値β d，β cは、それぞれ送信データレートに
よって０～１５の値を有しており、かつ、ゲインファクタβ d，β cのいずれか一方は必ず
“１５”である。また、制御チャネルのデータＤＰＣＣＨは常に必要であるため、ゲイン
ファクタβ cが“０”になることはない。
【００３３】
また、ベースバンド回路１０から出力されるＴＰＣビットは、クローズドループ制御時に
基地局（不図示）から送出されるものである。
【００３４】
また、乗算器２１，２３からそれぞれ出力される振幅データＩ in，Ｑ inは、乗算器２０，
２２からそれぞれ出力される拡散データｄ，ｃの“０”，“１”の値を、正負の符号を持
つ振幅値に変換したものであって、２の補数形式のバイナリコードで表される。
【００３５】
また、送信レベル回路２は、クローズドループ制御時には、ＣＰＵ１にて設定されたＴＸ
ＬＶＬにベースバンド回路１０から出力されたＴＰＣビットを積算し、リニアタイムにア
ンテナ８端における制御チャネルのデータＤＰＣＣＨ成分の送信電力値を出力する。
【００３６】
以下に、上記のように構成された送信回路におけるデータの送信動作を説明する。
【００３７】
まず、ベースバンド回路１０において、データチャネルのデータＤＰＤＣＨ及び制御チャ
ネルのデータＤＰＣＣＨが生成され、出力される。また、ベースバンド回路１０からは、
ＨＰＳＫ変調におけるＩ，Ｑそれぞれの振幅を個別に重みづけするための値となるゲイン
ファクタβ c，β d，β sc，β sdが出力される。ここで、ゲインファクタβ c，β dは、それ
ぞれ送信データレートによって決まる０～１５の値を有しており、かつ、いずれか一方は
必ず“１５”となるゲインファクタの理論値であり、また、ゲインファクタβ sc，β sdは
それぞれ、ゲインファクタの理論値β c，β dの比率を変えることなく（β sd：β sc＝β d
：β c）、かつ、直交変調器５０における出力電力が常に一定となるようにそのレベルを
加工したものであり、以下に、その算出方法について詳細に説明する。
【００３８】
ゲインファクタβ sc，β sdは、ゲインファクタの中で電力の基準とする組み合わせをβ dr
ef，β crefとすると、ゲインファクタの理論値β c，β dを用いて以下の式によって求める
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ことができる。
【００３９】
β sd＝β d×√ [(β dref2 +β cref2 )/(β d2 +β c2 )]
β sc＝β c×√ [(β dref2 +β cref2 )/(β d2 +β c2 )]
よって、
β sd2 +β sc2＝β dref2 +β cref2

となる。上述した式の左辺は、ＨＰＳＫ変調回路３０の複素Ｉ－Ｑ平面上における送信デ
ータのベクトルの絶対値の２乗、すなわち、直交変調器５０における出力電力の２乗に相
当するため、これにより、ゲインファクタβ d，β cの組み合わせによらずに直交変調器５
０の出力電力を常に一定にすることができる。
【００４０】
図２は、図１に示したベースバンド回路１０にて設定されるゲインファクタのテーブルの
一例を示す図である。
【００４１】
図２に示すように、例えば、（β dref，β cref）＝（１５，１５）とし、それに対してゲ
インファクタの理論値β d，β cが与えられた場合、ベースバンド回路１０においては、上
述した式により、図２に示すようなゲインファクタβ sd，β scがテーブルに設定される。
このゲインファクタβ sd，β scは、ゲインファクタの理論値β c，β dの比率を変えること
なく（β sd：β sc＝β d：β c）、かつ、どのゲインファクタβ sd，β scの組み合わせにお
いても、β sd2 +β sc2＝４５０になるように正規化されている。なお、このテーブルにお
いて、β dとβ c、β sdとβ scとの値をそれぞれ入れ替えることもできる。
【００４２】
また、基地局からは、クローズドループ時に当該端末の送信電力を決定するためのＴＰＣ
ビットが送出されており、このＴＰＣビットがベースバンド回路１０から出力され、送信
レベル回路２に入力される。一般にＷ－ＣＤＭＡ方式においては、基地局において、端末
からの受信電力が所望の電力値よりも大きな場合は、端末における送信電力を下げる要求
が端末に対して送出され、また、端末からの受信電力が所望の電力値よりも小さな場合は
、端末における送信電力を上げる要求が端末に対して送出されている。
【００４３】
ベースバンド回路１０から出力されたデータチャネルのデータＤＰＤＣＨは乗算器２０に
入力され、乗算器２０において、データチャネルのデータＤＰＤＣＨにベースバンド回路
１０から出力されたスプレッドコードＳＣ dが乗算され、それにより、データチャネルの
データＤＰＤＣＨが拡散されて拡散データｄとして出力される。
【００４４】
また、ベースバンド回路１０から出力された制御チャネルのデータＤＰＣＣＨは乗算器２
２に入力され、乗算器２２において、制御チャネルのデータＤＰＣＣＨにベースバンド回
路１０から出力されたスプレッドコードＳＣ cが乗算され、それにより、制御チャネルの
データＤＰＣＣＨが拡散されて拡散データｃとして出力される。
【００４５】
乗算器２０から出力された拡散データｄは乗算器２１に入力され、乗算器２１において、
拡散データｄに上述した式によって求められたゲインファクタβ sdが乗算され、振幅デー
タＩ inとして出力される。
【００４６】
また、乗算器２２から出力された拡散データｃは乗算器２３に入力され、乗算器２３にお
いて、拡散データｃに上述した式によって求められたゲインファクタβ scが乗算され、振
幅データＱ inとして出力される。
【００４７】
乗算器２１，２３からそれぞれ出力された振幅データＩ in，Ｑ inは、Ｉ－Ｑチャネルデー
タとしてＨＰＳＫ変調回路３０に入力され、ＨＰＳＫ変調回路３０において、ベースバン
ド回路１０から出力されるスクランブルコードに応じて振幅データＩ in，Ｑ inが複素Ｉ－
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Ｑ平面にマッピングされ、それにより、ＨＰＳＫ変調データＩ out，Ｑ outが生成され、出
力される。
【００４８】
図３は、図１に示したＨＰＳＫ変調回路３０におけるマッピング状況を説明するための図
である。
【００４９】
例えば、（β sc，β sd）＝（１５，１５）であり、かつ、ベースバンド回路１０から出力
されたスクランブルコードにより（Ｉ out，Ｑ out）＝（Ｉ in，Ｑ in）のようにマッピング
された場合、そのベクトル長の２乗ｘ 2が直交変調器５０における出力電力となる。
【００５０】
ＨＰＳＫ変調回路３０から出力されたＨＰＳＫ変調データＩ outはデジタルフィルタ４０
に入力され、デジタルフィルタ４０において、ＨＰＳＫ変調データＩ outの高周波成分が
取り除かれ、デジタル信号Ｉ dとして出力される。
【００５１】
また、ＨＰＳＫ変調回路３０から出力されたＨＰＳＫ変調データＱ outはデジタルフィル
タ４２に入力され、デジタルフィルタ４２において、ＨＰＳＫ変調データＱ outの高周波
成分が取り除かれ、デジタル信号Ｑ dとして出力される。
【００５２】
デジタルフィルタ４０から出力されたデジタル信号Ｉ dはデジタルアナログ変換器４１に
入力され、デジタルアナログ変換器４１において、デジタル信号Ｉ dがアナログ信号Ｉ aに
変換されて出力される。
【００５３】
また、デジタルフィルタ４２から出力されたデジタル信号Ｑ dはデジタルアナログ変換器
４３に入力され、デジタルアナログ変換器４３において、デジタル信号Ｑ dがアナログ信
号Ｑ aに変換されて出力される。
【００５４】
デジタルアナログ変換器４１，４３からそれぞれ出力されたアナログ信号Ｉ a，Ｑ aは直交
変調器５０に入力され、直交変調器５０において、アナログ信号Ｉ a，Ｑ aを直交変調する
ことにより、所望の周波数のＨＰＳＫ信号が生成され、出力される。この直交変調器５０
から出力されるＨＰＳＫ信号の電力は、ゲインファクタのいかなる組み合わせによっても
上述した式
β sd2 +β sc2＝β dref2 +β cref2

によって、その値が一定となる。
【００５５】
また、ＣＰＵ１は、オープンループ制御の時に、端末の送信すべき制御チャネルのデータ
ＤＰＣＣＨ成分の電力を、送信レベル回路２に送信初期電力レベルＴＸＬＶＬとして設定
する。
【００５６】
その後、クローズドループ制御に移行すると、基地局から端末における送信電力を制御す
るためのＴＰＣビットが送出され、このＴＰＣビットがベースバンド回路１０から送信レ
ベル回路２に入力される。
【００５７】
送信レベル回路２においては、ＴＰＣビットが入力されると、ＴＸＬＶＬにＴＰＣビット
の値が積算され、制御チャネルのデータＤＰＣＣＨ成分の送信電力値として出力される。
【００５８】
送信レベル回路２から出力された送信電力値は、βオフセット回路３ａに入力される。
【００５９】
βオフセット回路３ａにおいては、ベースバンド回路１０から出力されたゲインファクタ
の理論値β d，β cが入力され、ゲインファクタβ d，β cを用いて、データチャネルのデー
タＤＰＤＣＨ成分の電力に相当するゲイン補正量β ofst1が算出される。このゲイン補正
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量β ofst1は、制御チャネルのデータＤＰＣＣＨ成分の電力β c2に対する全電力（β c2 +β
d2）の比を取り、ｄＢ値に変換することにより求められ、次式で表すことができる。なお
、ゲインファクタに対応するβ ofst1はテーブルとしてもつことができる。
【００６０】
β ofst1＝１０ｌｏｇ [（β c2 +β d2） /β c2｝
上述した式を用いて算出されたゲイン補正量β ofst1は、送信レベル回路２から出力され
た送信電力値に加算され、出力される。
【００６１】
このβオフセット回路３ａにおける処理は、アンテナ８端における制御チャネルのデータ
ＤＰＣＣＨ成分の電力を一定とするために行われるものである。
【００６２】
例えば、図２に示した（β c，β d）＝（１５，１５）の場合と、（β c，β d）＝（１５，
１）の場合とでは、全体のアンテナ８端における送信電力に含まれる、制御チャネルのデ
ータＤＰＣＣＨ成分の送信電力の割合が異なるため、上記のように直交変調器５０におけ
る出力電力を一定とした場合、ゲインファクタの組み合わせによりアンテナ８端における
制御チャネルのデータＤＰＣＣＨ成分の送信電力が異なってしまう。そこで、βオフセッ
ト回路３ａにおいては、ゲインファクタの理論値β d，β cを用いて、データチャネルのデ
ータＤＰＤＣＨ成分の電力を算出し、このデータチャネルのデータＤＰＤＣＨ成分の電力
に相当するゲイン補正量β ofst1を送信レベル回路２から出力された送信電力値に加算し
、それにより、アンテナ８端における制御チャネルのデータＤＰＣＣＨ成分の電力を一定
としている。
【００６３】
また、乗算器２１，２３にて拡散データｄ，ｃにそれぞれ乗算されるゲインファクタβ sd
，β scの値が図２に示したような設定値であっても、ゲインファクタβ sd，β scのビット
数を十分に取らなければその値を正確に表すことができない。
【００６４】
図４は、図１に示した送信回路にて用いられるゲインファクタを説明するための図である
。
【００６５】
図４に示すように、ゲインファクタβ sd，β scを４ビットで表現した場合（β sd4，β sc4
と称する）、β sd4とβ sc4の設定値によって決まる直交変調器５０の出力電力β sd42＋β
sc42がβ d，β cの組み合わせによってそれぞれ異なる電力値になってしまう。
【００６６】
そこで、下記式に示すように、βオフセット回路３ｂにおいて、図４に示したような４ビ
ット表現されたゲインファクタ（β sd4，β sc4）による直交変調器５０の出力電力と４ビ
ット表現されたゲインファクタのうち基準となるゲインファクタ（β sdref4，β scref4）
による直交変調器５０の出力電力との比率がとられ、これをｄＢ変換したゲイン補正量β
ofst2が算出され、βオフセット回路３ａにおける加算結果に加算され、ＡＧＣアンプ制
御コードとして出力される。
【００６７】
β ofst2＝－１０ｌｏｇ｛（β sc42 +β sd42） /（β scref42 +β sdref42）｝
βオフセット回路３ｂから出力されたＡＧＣアンプ制御コードは電圧生成回路４に入力さ
れ、電圧生成回路４において、入力されたＡＧＣアンプ制御コードから、ＡＧＣアンプ６
のゲインを制御するための制御電圧コードが生成され、出力される。
【００６８】
図５は、図１に示した電圧生成回路４の動作を説明するための図であり、（ａ）は図１に
示したＡＧＣアンプ６の特性を示すグラフ、（ｂ）は電圧生成回路４の入力と出力との関
係を示すグラフである。
【００６９】
図５（ａ）に示すように、ＡＧＣアンプ６は、入力される制御電圧に対してゲインが非線
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形となっている。そのため、線形部分に対して非線形部分においては、ゲインを変化させ
るために必要となる制御電圧の変化を大きくしなければならない。
【００７０】
一方、βオフセット回路３ｂから出力されたＡＧＣアンプ制御コードとアンテナ８端にお
ける送信電力値との関係は線形な関係となる必要がある。
【００７１】
そのため、図５（ｂ）に示したように、電圧生成回路４において、βオフセット回路３ｂ
から出力されたＡＧＣアンプ制御コードに対してＡＧＣアンプ６のゲインが線形に変化す
るような電圧を生成し、出力する。
【００７２】
電圧生成回路４から出力された制御電圧コードはデジタルアナログ変換器５に入力され、
制御電圧に変換され、ＡＧＣアンプ６に供給される。
【００７３】
ＡＧＣアンプ６においては、直交変調器５０から出力されたＨＰＳＫ信号が、デジタルア
ナログ変換器５から供給された制御電圧に基づいて制御されるゲインで増幅され、出力さ
れる。
【００７４】
その後、ＡＧＣアンプ６にて増幅されたＨＰＳＫ信号は、ＲＦ回路７にて高周波信号処理
され、アンテナ８を介して送信される。
【００７５】
なお、本形態においては、ベースバンド回路１０内のテーブルからゲインファクタβ c,β
dが抽出されてβオフセット回路３ａに出力され、また、ゲインファクタβ sc，β sdが抽
出されてβオフセット回路３ｂに出力されているが、図２に示したようなテーブルをβオ
フセット回路３ａ，３ｂ内に設けてもよい。
【００７６】
また、本形態においては、第１のチャネルデータを送信データのデータチャネルのデータ
とし、また、第２のチャネルデータを送信データの制御チャネルのデータとして説明した
が、本発明はこの組み合わせに限定するものではない。
【００７７】
また、本形態においては、第１のチャネルデータと第２のチャネルデータとの位相及び振
幅を変調するＨＰＳＫ変調回路３０が設けられているが、デジタル変調方式としてはこれ
らの変調方式に限らない。
【００７８】
（他の実施の形態）
図６は、本発明の送信回路の他の実施の形態を示すブロック図である。
【００７９】
本形態は図６に示すように、複数のデータチャネルのデータＤＰＤＣＨ１，ＤＰＤＣＨ２
が入力されるものであって、図１に示したものに対して、ベースバンド回路１１から出力
されたデータチャネルのデータＤＰＤＣＨ２にスプレッドコードＳＣ d2を乗算することに
より、データチャネルのデータＤＰＤＣＨ２を拡散して拡散データｄ２として出力する乗
算器２４と、乗算器２４から出力された拡散データｄ２にゲインファクタβ sdを乗算する
ことにより振幅データＩ in2を出力する乗算器２５と、乗算器２１，２５から出力された
振幅データＩ in1，Ｉ in2を合成し、ＨＰＳＫ変調回路３０に対して出力する合成回路２６
とが新たに設けられている点が異なる。
【００８０】
上記のように構成された送信回路においては、ベースバンド回路１１から出力されたデー
タチャネルのデータＤＰＤＣＨ１，ＤＰＤＣＨ２が、乗算器２０，２４にてスプレッドコ
ードＳＣ d1，ＳＣ d2によってそれぞれ拡散され、乗算器２１，２５においてゲインファク
タβ sdとそれぞれ乗算され、その後、これら２つの振幅データが合成回路２６にて合成さ
れ、ＨＰＳＫ変調回路３０に入力される。その他の動作については、図１に示したものと
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同様である。
【００８１】
このように、ベースバンド回路１１から複数のデータチャネルのデータＤＰＤＣＨが出力
される場合においても、複数のデータチャネルのデータＤＰＤＣＨが拡散され、かつ、ゲ
インファクタが乗算される構成とすれば、本発明を適用することができる。
【００８２】
なお、その際、βオフセット回路３ａにおけるゲイン補正量β ofst1を、データチャネル
のデータＤＰＤＣＨの数に応じて変える必要がある。
【００８３】
【発明の効果】
本発明は、以上説明したように構成されているので、以下に記載するような効果を奏する
。
【００８４】
請求項１に記載のものにおいては、乗算手段において、送信データレートによって決めら
れた組み合わせの２つのゲインファクタの比率を変えることなく、かつ、直交変調器から
出力される送信信号の電力が送信データレートによらずに一定となるようなゲインファク
タを用いて第１のチャネルデータと第２のチャネルデータとの振幅がそれぞれ重みづけさ
れる構成としたため、送信データレートが変化し、第１のチャネルデータを重みづけする
ゲインファクタと第２のチャネルデータを重みづけするゲインファクタとの組み合わせが
変わった場合においても、直交変調器の出力電力を一定値に保つことができ、それにより
、直交変調器におけるＳ／Ｎ（ Signal to Noise Ratio）比を一定にすることができ、隣
接チャネル漏洩電力の劣化を防止することができる。
【００８５】
請求項２に記載ものにおいては、乗算手段において、送信データレートによって決められ
たゲインファクタの組み合わせの比率を変えることなく、かつ、直交変調器から出力され
る送信信号の電力に基づいて決まるゲインファクタを用いて第１のチャネルデータと第２
のチャネルデータとの振幅がそれぞれ重みづけされる構成としたため、請求項１に記載の
ものと同様の効果を奏する。
【００８６】
請求項３に記載のものにおいては、乗算手段において、送信データレートによって決めら
れたゲインファクタの組み合わせの比率を変えることなく、かつ、第１のチャネルデータ
の振幅を重みづけするためのゲインファクタの２乗と第２のチャネルデータの振幅を重み
づけするためのゲインファクタの２乗との和が送信データレートによらずに一定となるよ
うなゲインファクタを用いて第１のチャネルデータと第２のチャネルデータとの振幅がそ
れぞれ重みづけされる構成としたため、請求項１または請求項２に記載のものと同様の効
果を奏する。
【００８７】
請求項４に記載のものにおいては、ベースバンド回路に、送信データレートによって決め
られたゲインファクタと、乗算手段にて送信データを重みづけするためのゲインファクタ
とが格納されたテーブルを設け、送信データレートに基づいて、テーブルから、当該送信
データレートに対応するゲインファクタが乗算手段に出力される構成としたため、請求項
１乃至３に記載のものと同様の効果に加えて、送信動作毎にゲインファクタを算出する必
要がない。
【００９４】
　また、請求項 に記載のもののように、第１のチャネルデータを送信データのデータチ
ャネルのデータとし、第２のチャネルデータを送信データの制御チャネルのデータとした
ものにおいては、アンテナ端における制御チャネルのデータ成分の送信電力を送信データ
レートによらずに一定値とすることができる。
【００９５】
　請求項 に記載のものにおいては、乗算手段にて振幅が重みづけされた第１のチャネル
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データと第２のチャネルデータとの振幅データを位相シフト変調する位相変調方式にて上
述したような効果を奏することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の送信回路の実施の一形態を示すブロック図である。
【図２】図１に示したベースバンド回路にて設定されるゲインファクタのテーブルの一例
を示す図である。
【図３】図１に示したＨＰＳＫ変調回路におけるマッピング状況を説明するための図であ
る。
【図４】図１に示した送信回路にて用いられるゲインファクタを説明するための図である
。
【図５】図１に示した電圧生成回路４の動作を説明するための図であり、（ａ）は図１に
示したＡＧＣアンプの特性を示すグラフ、（ｂ）は電圧生成回路の入力と出力との関係を
示すグラフである。
【図６】本発明の送信回路の他の実施の形態を示すブロック図である。
【図７】従来の、ＨＰＳＫ変調方式を用いた送信回路の一構成例を示すブロック図である
。
【符号の説明】
１　　ＣＰＵ
２　　送信レベル回路
３ａ，３ｂ　　βオフセット回路
４　　電圧生成回路
６　　ＡＧＣアンプ
７　　ＲＦ回路
８　　アンテナ
１０，１１　　ベースバンド回路
２０～２５　　乗算器
２６　　合成回路
３０　　ＨＰＳＫ変調回路
４０，４２　　デジタルフィルタ
５，４１，４３　　デジタルアナログ変換器
５０　　直交変調器
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

(15) JP 3956085 B2 2007.8.8



【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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