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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オシレータと；
　前記オシレータによるサンプリングクロック及び搬送波周波数クロックによって、多重
経路を通した後に受信されるアナログ信号を処理するＲＦＩＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）と；
　前記ＲＦＩＣから出力される信号に対して経路別にフィンガ（ｆｉｎｇｅｒ）を割り当
てた後にデコーディングし、時間トラッキングを介したタイミング位置（ｔｉｍｉｎｇ　
ｐｏｓｉｔｉｏｎ）に対する情報と、定時点（Ｏｎ－ｔｉｍｅ）でサンプリングされたパ
ワーメトリック、及び半チップ早い時点（Ｅａｒｌｙ－ｔｉｍｅ）と半チップ遅い時点（
ｌａｔｅ－ｔｉｍｅ）との間のパワーメトリック差を出力するレーク処理部と；
　前記定時点（Ｏｎ－ｔｉｍｅ）でサンプリングされたパワーメトリック対比前記半チッ
プ早い時点（Ｅａｒｌｙ－ｔｉｍｅ）と半チップ遅い時点（ｌａｔｅ－ｔｉｍｅ）との間
のパワーメトリック差の比率によって、前記オシレータの前記サンプリングクロックを調
整するベータ（β）値を算出するＡＦＣ（Ａｕｔｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌｌｅｒ）と；を含み、
　前記オシレータのサンプリングクロックを調整するための前記ベータ（β）値は、
　最大ＳＮＲを示す定時点（Ｏｎ－ｔｉｍｅ）でサンプリングが実行されるように決定さ
れることを特徴とするレーク受信機。
【請求項２】
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　前記ベータ（β）値は、
【数４】

　により算出され、
　前記Ｍontimeは、前記定時点（Ｏｎ－ｔｉｍｅ）でサンプリングされたパワーメトリッ
クであり、前記ＭEL_diffは、前記半チップ早い時点（Ｅａｒｌｙ－ｔｉｍｅ）と半チッ
プ遅い時点（ｌａｔｅ－ｔｉｍｅ）との間のパワーメトリック差であり、前記ｘは、速度
調節定数であることを特徴とする請求項１に記載のレーク受信機。
【請求項３】
　前記前記ベータ（β）値は、
　前記
【数５】

　比率によるタイミングオフセットにより決定され、
　前記タイミングオフセットは、以下の表により
【表３】

　定義されることを特徴とする請求項２に記載のレーク受信機。
【請求項４】
　前記ＡＦＣは、
　実際周波数オフセットは０であるが、スクランブリングコードによって自己相関が変わ
りタイミングオフセットによって負（－）の周波数オフセットが存在すると確認される場
合、前記ｘの値をより大きく設定することを特徴とする請求項１に記載のレーク受信機。
【請求項５】
　オシレータによるサンプリングクロック及び搬送波周波数クロックによって、多重経路
を通した後に受信されるアナログ信号を処理するステップと；
　前記信号を利用した時間トラッキングを介してタイミング位置（ｔｉｍｉｎｇ　ｐｏｓ
ｉｔｉｏｎ）に対する情報と、定時点（Ｏｎ－ｔｉｍｅ）でサンプリングされたパワーメ
トリック、及び半チップ早い時点（Ｅａｒｌｙ－ｔｉｍｅ）と半チップ遅い時点（ｌａｔ
ｅ－ｔｉｍｅ）との間のパワーメトリック差を出力するステップと；
　前記定時点（Ｏｎ－ｔｉｍｅ）でサンプリングされたパワーメトリック対比前記半チッ
プ早い時点（Ｅａｒｌｙ－ｔｉｍｅ）と半チップ遅い時点（ｌａｔｅ－ｔｉｍｅ）との間
のパワーメトリック差の比率によって、ベータ（β）値を算出するステップと；
　前記ベータ（β）値によって前記オシレータの前記サンプリングクロックを調整するス
テップと；を含み、
　前記オシレータのサンプリングクロックを調整するための前記ベータ（β）値は、
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　最大ＳＮＲを示す定時点（Ｏｎ－ｔｉｍｅ）でサンプリングが実行されるように決定さ
れることを特徴とするレーク受信方法。
【請求項６】
　前記ベータ（β）値は、
【数６】

　により算出され、
　前記Ｍontimeは、前記定時点（Ｏｎ－ｔｉｍｅ）でサンプリングされたパワーメトリッ
クであり、前記ＭEL_diffは、前記半チップ早い時点（Ｅａｒｌｙ－ｔｉｍｅ）と半チッ
プ遅い時点（ｌａｔｅ－ｔｉｍｅ）との間のパワーメトリック差であり、前記ｘは、速度
調節定数であることを特徴とする請求項５に記載のレーク受信方法。
【請求項７】
　前記前記ベータ（β）値は、
　前記
【数７】

　比率によるタイミングオフセットにより決定され、
　前記タイミングオフセットは、以下の表により
【表４】

　定義されることを特徴とする請求項６に記載のレーク受信方法。
【請求項８】
　実際周波数オフセットは０であるが、スクランブリングコードによって自己相関が変わ
りタイミングオフセットによって負（－）の周波数オフセットが存在すると確認される場
合、前記ｘの値をより大きく設定されることを特徴とする請求項５に記載のレーク受信方
法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信のための端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信技術は、２世代、３世代を経て現在４世代まで進化してきた。
【０００３】
　図１は、移動通信システムを示す。
【０００４】
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　図１を参照して分かるように、無線通信システムは、少なくとも一つの基地局（ｂａｓ
ｅ　ｓｔａｔｉｏｎ、ＢＳ）２０を含む。各基地局２０は、特定の地理的領域（一般的に
セルという）２０ａ、２０ｂ、２０ｃ内の端末１０にサービスを提供する。
【０００５】
　移動通信技術の発展に応じて、現在は無線でデータを非常に高速に送受信することがで
きるようになった。
【０００６】
　さらに、端末１００は、一般的に通話のみが可能な携帯電話から脱して、多様な機能を
介してユーザ経験（Ｕｓｅｒ　Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ）を向上させることができるスマー
トフォン（Ｓｍａｒｔ　Ｐｈｏｎｅ）にまで発展した。
【０００７】
　他方、近来は人間との相互作用（ｈｕｍａｎ　ｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎ）無しで、即ち
、人間の介入無しで装置間または装置とサーバとの間の通信、即ち、ＭＴＣ（Ｍａｃｈｉ
ｎｅ　Ｔｙｐｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）またはモノのインターネット通信（Ｉｎ
ｔｅｒｎｅｔ　ｏｆ　Ｔｈｉｎｇｓ；ＩｏＴ）に対する研究が活発に行われている。前記
ＭＴＣまたはＩｏＴは、人間が使用する端末でない機械装置が既存無線通信ネットワーク
を利用して通信する概念を意味する。このようなＭＴＣまたはＩｏＴは、トラッキング（
Ｔｒａｃｋｉｎｇ）、計量（Ｍｅｔｅｒｉｎｇ）、支払（Ｐａｙｍｅｎｔ）、医療分野サ
ービス、遠隔調整など、多様な範ちゅうのサービスのために使われることができる。
【０００８】
　一方、ＭＴＣまたはＩｏＴのための機器は、送信データ量が少なくてアップリンク／ダ
ウンリンクのデータ送受信が時々発生する特異性がある。
【０００９】
　このような特異性を考慮すると、ＭＴＣまたはＩｏＴのために３世代移動通信であるＷ
ＣＤＭＡ（登録商標）を再び活用することができ、それによって、機器の単価を低めてバ
ッテリ消耗を減らすこともできる。
【００１０】
　ここで、ＷＣＤＭＡの根幹であるＣＤＭＡ方式の重要な特徴のうち一つは、レーク（Ｒ
ａｋｅ）受信機能があるということである。レーク（Ｒａｋｅ）受信機能とは、基地局で
送信された信号が多重経路によるフェージング（ｆａｄｄｉｎｇ）現象により互いに時間
差（即ち、位相差）をおいて受信機に到達する時、前記時差をおいて受信された二つの信
号を分離することができる機能を意味する。したがって、レーク受信機能のためには時間
同期が重要である。タイミングが合わなくてタイミングオフセット（ｔｉｍｉｎｇ　ｏｆ
ｆｓｅｔ）が発生すると、性能劣化が起こる。
【００１１】
　したがって、ＷＣＤＭＡ受信機ではタイミングオフセットを減らすためにオーバーサン
プリング（ｏｖｅｒ　ｓａｍｐｌｉｎｇ）をするようになる。しかし、例えば、４倍オー
バーサンプリングをしても、１／８チップほどタイミングオフセットが発生すると、これ
を解決することができる問題点が発生する。このような１／８チップほどのタイミングオ
フセットを１／２に減らすためには再びオーバーサンプリングレートを２倍増加させて８
倍オーバーサンプリングをすることができるが、それによって、複雑性（ｃｏｍｐｌｅｘ
ｉｔｙ）は、非常に大きく増加するようになる。また、８倍オーバーサンプリングをして
も、依然として１／１６チップほどのタイミングオフセットは克服することができない。
【００１２】
　整理すると、オーバーサンプリングを増加させることは、複雑度を増加させて、メモリ
使用のみを増やし、これは根本的な解決方案ではないため、１／（オーバーサンプリング
レート＊２）ほどのタイミングオフセットは解決できないという短所がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
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　したがって、本明細書の開示は、前述した問題点を解決することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　前述した目的を達成するために、本明細書の一開示は、オーバーサンプリングをせずに
タイミングオフセットを減らすことができるようにする受信機構造を提示する。特に、本
明細書の開示による受信機構造は、タイミング位置に対する情報を利用してオシレータを
制御することによって、タイミングオフセットによる性能劣化を防止することができる。
【００１５】
　具体的に、本明細書の一開示によると、レーク受信機が提供される。前記レーク受信機
は、オシレータと；前記オシレータによるサンプリングクロック及び搬送波周波数クロッ
クによって、多重経路を通した後に受信されるアナログ信号を処理するＲＦＩＣ（Ｒａｄ
ｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）と；前記ＲＦＩＣ
から出力される信号に対して経路別にフィンガ（ｆｉｎｇｅｒ）を割り当てた後にデコー
ディングし、時間トラッキングを介したタイミング位置（ｔｉｍｉｎｇ　ｐｏｓｉｔｉｏ
ｎ）に対する情報と、定時点（Ｏｎ－ｔｉｍｅ）でサンプリングされたパワーメトリック
、及び半チップ早い時点（Ｅａｒｌｙ－ｔｉｍｅ）と半チップ遅い時点（ｌａｔｅ－ｔｉ
ｍｅ）との間のパワーメトリック差を出力するレーク処理部と；前記定時点（Ｏｎ－ｔｉ
ｍｅ）でサンプリングされたパワーメトリック対比前記半チップ早い時点（Ｅａｒｌｙ－
ｔｉｍｅ）と半チップ遅い時点（ｌａｔｅ－ｔｉｍｅ）との間のパワーメトリック差の比
率によって、前記オシレータの前記サンプリングクロックを調整するベータ（β）値を算
出するＡＦＣ（Ａｕｔｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）と；を含む。
【００１６】
　また、本明細書の一開示によると、レーク受信方法が提示される。前記レーク受信方法
は、オシレータによるサンプリングクロック及び搬送波周波数クロックによって、多重経
路を通した後に受信されるアナログ信号を処理するステップと；前記信号を利用した時間
トラッキングを介してタイミング位置（ｔｉｍｉｎｇ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ）に対する情報
と、定時点（Ｏｎ－ｔｉｍｅ）でサンプリングされたパワーメトリック、及び半チップ早
い時点（Ｅａｒｌｙ－ｔｉｍｅ）と半チップ遅い時点（ｌａｔｅ－ｔｉｍｅ）との間のパ
ワーメトリック差を出力するステップと；前記定時点（Ｏｎ－ｔｉｍｅ）でサンプリング
されたパワーメトリック対比前記半チップ早い時点（Ｅａｒｌｙ－ｔｉｍｅ）と半チップ
遅い時点（ｌａｔｅ－ｔｉｍｅ）との間のパワーメトリック差の比率によって、ベータ（
β）値を算出するステップと；前記ベータ（β）値によって前記オシレータの前記サンプ
リングクロックを調整するステップと；を含む。
【発明の効果】
【００１７】
　本明細書の開示によると、オーバーサンプリングをせずにタイミングオフセットを減ら
すことができるため、オーバーサンプリングを使用することに比べて複雑度が減少される
ことができる。特に、本明細書の開示によると、タイミング位置に対する情報を利用して
オシレータを制御することによって、タイミングオフセットによる性能劣化を防止するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】移動通信システムを示す。
【図２】一般的なＲＦ部の構造を示す。
【図３】本明細書の一開示によるＲＦ部の構造を示す。
【図４】図３のレーク処理部の詳細構造を示す。
【図５】図４に示すフィルタの出力の例を示す。
【図６】本発明の実施例が具現される無線通信システムを示したブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
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　本明細書で使われる技術的用語は、単に特定の実施例を説明するために使われたもので
あり、本発明を限定するものではないことを留意しなければならない。また、本明細書で
使われる技術的用語は、本明細書で特別に他の意味で定義されない限り、本発明が属する
技術分野において、通常の知識を有する者により一般的に理解される意味で解釈されなけ
ればならず、過度に包括的な意味または過度に縮小された意味で解釈されてはならない。
また、本明細書で使われる技術的な用語が本発明の思想を正確に表現することができない
技術的用語である場合、当業者が正確に理解することができる技術的用語に変えて理解し
なければならない。また、本発明で使われる一般的な用語は、辞書の定義によって、また
は前後の文脈によって解釈されなければならず、過度に縮小された意味で解釈されてはな
らない。
【００２０】
　また、本明細書で使われる単数の表現は、文脈上、明白に異なる意味ではない限り、複
数の表現を含む。本出願において、“構成される”または“含む”などの用語は、明細書
上に記載された複数の構成要素、または複数のステップを必ず全部含むと解釈されてはな
らず、そのうち一部構成要素または一部ステップは含まないこともあり、または追加的な
構成要素またはステップをさらに含むこともあると解釈されなければならない。
【００２１】
　また、本明細書で使われる第１及び第２などのように序数を含む用語は、多様な構成要
素の説明に使われることができるが、前記構成要素は、前記用語により限定されてはなら
ない。前記用語は、一つの構成要素を他の構成要素から区別する目的としてのみ使われる
。例えば、本発明の権利範囲を外れない限り、第１の構成要素は第２の構成要素と命名す
ることができ、同様に、第２の構成要素も第１の構成要素と命名することができる。
【００２２】
　一構成要素が他の構成要素に“連結されている”または“接続されている”と言及され
た場合、該当他の構成要素に直接的に連結されており、または接続されていることもある
が、中間に他の構成要素が存在することもある。それに対し、一構成要素が他の構成要素
に“直接連結されている”または“直接接続されている”と言及された場合、中間に他の
構成要素が存在しないと理解しなければならない。
【００２３】
　以下、添付図面を参照して本発明による好ましい実施例を詳細に説明し、図面符号に関
係なしに同じまたは類似の構成要素は同じ参照番号を付与し、これに対する重なる説明は
省略する。また、本発明を説明するにあたって、関連した公知技術に対する具体的な説明
が本発明の要旨を不明にすると判断される場合、その詳細な説明を省略する。また、添付
図面は、本発明の思想を容易に理解することができるようにするためのものであり、添付
図面により本発明の思想が制限されると解釈されてはならないことを留意しなければなら
ない。本発明の思想は、添付図面外に全ての変更、均等物乃至代替物にまで拡張されると
解釈されなければならない。
【００２４】
　以下、使われる無線機器は、固定されてもよいし、移動性を有してもよく、端末（Ｔｅ
ｒｍｉｎａｌ）、ＭＴ（ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅｒｍｉｎａｌ）、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉ
ｐｍｅｎｔ）、ＭＥ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）、ＭＳ（ｍｏｂｉｌｅ　ｓｔ
ａｔｉｏｎ）、ＵＴ（ｕｓｅｒ　ｔｅｒｍｉｎａｌ）、ＳＳ（ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｓ
ｔａｔｉｏｎ）、携帯機器（Ｈａｎｄｈｅｌｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）、ＡＴ（Ａｃｃｅｓｓ　
Ｔｅｒｍｉｎａｌ）等、他の用語で呼ばれることもある。
【００２５】
　そして、以下で使われる基地局という用語は、一般的に無線機器と通信する固定局（ｆ
ｉｘｅｄ　ｓｔａｔｉｏｎ）を意味し、ｅＮＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ－ＮｏｄｅＢ）、ＢＴＳ
（Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ）、アクセスポイント（Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｐｏｉｎｔ）等、他の用語で呼ばれることもある。
【００２６】
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　図２は、一般的なＲＦ部の構造を示す。
【００２７】
　図２を参考して分かるように、一般的なレーク受信機は、
【００２８】
　無線周波数集積回路（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉ
ｒｃｕｉｔ：ＲＦＩＣ）１１と、オシレータ１２と、レーク処理部１３と、自動周波数制
御器（Ａｕｔｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ：ＡＦＣ）１５と、を含む
ことができる。
【００２９】
　前記ＡＦＣ１５は、累積部１５－１、位相対周波数変換部１５－２、アルファ（α）処
理部１５－７、たし算器１５－８、そして遅延部（Ｚ-1）１５－９を含む。前記ＡＦＣ１
５は、送信機との周波数差を測定した後、前記周波数差を減らす方向に前記オシレータ１
２を制御する。
【００３０】
　一方、前記オシレータ１２のクロックレート（ｃｌｏｃｋ　ｒａｔｅ）が前記ＡＦＣ１
５により修正されると、同時にサンプリングクロックも影響を受けるようになってタイミ
ング位置（ｔｉｍｉｎｇ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ）も移動するというような現象が現れ、本特
許の発明者は、このような現象に注目した。
【００３１】
　その結果、本特許の発明者は、言及した現象を活用することができるオフセット値を適
用してオシレータを制御することによって、タイミング位置（ｔｉｍｉｎｇ　ｐｏｓｉｔ
ｉｏｎ）を最大ＳＮＲを得ることができる方向に送ることができるように改善する。
【００３２】
　即ち、本明細書の開示によると、一般的なレーク受信機の短所を補完し、性能を向上さ
せるために、タイミング位置（ｔｉｍｉｎｇ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ）を最大ＳＮＲを得るこ
とができるようにオシレータを制御することによって、タイミングオフセットによる性能
劣化を最小化する。以下、図３を参照して説明する。
【００３３】
　図３は、本明細書の一開示によるＲＦ部の構造を示し、図４は、図３のレーク処理部の
詳細構造を示す。
【００３４】
　図３を参考にして分かるように、本明細書の一開示によるレーク受信機は、無線周波数
集積回路（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ：
ＲＦＩＣ）１３１と、オシレータ１３２と、レーク処理部１３３と、自動周波数制御器（
Ａｕｔｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ：ＡＦＣ）１３５を含むことがで
きる。
【００３５】
　前記ＲＦＩＣ１３１は、多重経路を通したアナログ信号を受信する。そのために、前記
ＲＦＩＣ１３１は、前記オシレータ１３２からサンプリングクロックと搬送波周波数クロ
ックを得る。
【００３６】
　前記レーク処理部１３３は、多重経路（ｐａｔｈ）を介して受信される信号で各信号別
にフィンガ（ｆｉｎｇｅｒ）を割り当てた後、各信号をデジタルデコーディングする。こ
のようなフィンガ割当動作を介して、前記レーク処理部１３３は、位相メトリック（ｐｈ
ａｓｅ　ｍｅｔｒｉｃ）を推定した後、前記ＡＦＣに伝達する。また、前記レーク処理部
１３３は、時間トラッキングを実行してタイミング位置（ｔｉｍｉｎｇ　ｐｏｓｉｔｉｏ
ｎ）に対する情報を得る。
【００３７】
　前記ＡＦＣ１３５は、送信機との周波数差を測定した後、前記周波数差を減らす方向に
前記オシレータ１３２を制御する。前記ＡＦＣは、累積部１３５－１、位相対周波数変換
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部１３５－２、ベータ（β）処理部１３５－４、アルファ（α）処理部１３５－７、たし
算器１５－８、そして遅延部（Ｚ-1）１３５－９を含む。
【００３８】
　前記累積部１３５－１は、前記レーク処理部１３３から伝達された位相メトリックを一
定期間累積する。前記位相対周波数変換部１３５－２は、前記累積された位相メトリック
を利用して周波数オフセットを算出する。そのために、前記位相対周波数変換部１３５－
２は、アークタンジェント（ａｒｃ　ｔａｎｇｅｎｔ）関数を利用することができる。
【００３９】
　前記ベータ（β）処理部１３５－４は、前記レーク処理部１３３から前記タイミング位
置（ｔｉｍｉｎｇ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ）に対する情報を取得した後、前記タイミング位置
情報とマッチングされるベータ（β）を求める。
【００４０】
　ここで、前記ベータ（β）の値を決定するためには、前述したように、前記レーク処理
部１３３から前記タイミング位置（ｔｉｍｉｎｇ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ）に対する情報を取
得しなければならない。そのために、前記レーク処理部１３３は、図４のように改善され
ることができる。
【００４１】
　図４を参照して分かるように、前記レーク処理部１３３は、フィンガ部１３３－１、複
数のダウンサンプリング部１３３－２と、複数のデスクランブリング及び逆拡散部１３３
－３、複数の整合フィルタ部１３３－４などを含むことができる。
【００４２】
　前記複数のダウンサンプリング部１３３－２は、定時点にサンプリングを実行する定時
点ダウンサンプリング部、半チップ早い時点にサンプリングを実行する半チップ早いダウ
ンサンプリング部、半チップ遅い時点にサンプリングを実行する半チップ遅いダウンサン
プリング部を含む。
【００４３】
　したがって、前記レーク処理部１３３は、以下の数式１による比率を算出する。
【００４４】

【数１】

【００４５】
　ここで、Ｍontimeは、定時点（Ｏｎ－ｔｉｍｅ）でのメトリックである。そして、ＭEL

_diffは、定時点（Ｍontime）と定時点対比半チップ（１／２チップ）前後のメトリック
パワー差であり、即ち、ＭEL_diff＝（Ｍearly Ｍlate）である。ここで、Ｍearlyは、定
時点対比半チップ早い時点でのメトリックであり、Ｍlateは、定時点対比半チップ遅い時
点でのメトリックである。
【００４６】
　結局、前記レーク処理部１３３は、定時点でのパワー対比半チップ早い時点でのパワー
と半チップ遅い時点でのパワーとの差に基づいて、前記タイミング位置（ｔｉｍｉｎｇ　
ｐｏｓｉｔｉｏｎ）に対する情報を算出し、前記ベータ（β）処理部１３５－４に伝達で
きる。
【００４７】
　図４に示すレーク処理部１３３の構造は、例示に過ぎず、もし、別途のタイミングトラ
ッカ（ｔｉｍｉｎｇ　ｔｒａｃｋｅｒ）がある場合、前記レーク処理部１３３の構造が図
４のように改善されないこともある。
【００４８】
　また、図３を参照すると、前記ベータ（β）処理部１３５－４は、前記レーク処理部１
３３から前記タイミング位置（ｔｉｍｉｎｇ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ）に対する情報を取得し
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ータ（β）処理部１３５－４は、前記位相対周波数変換部１３５－２から得た前記周波数
オフセットに対して前記ベータ（β）を加えることによって周波数オフセットを補償する
。
【００４９】
　前記アルファ（α）処理部１３５－８は、前記周波数オフセット補償に対してスケーリ
ングファクタである（α）ほどかける。前記たし算器１３５－８は、前記遅延部Ｚ-1１３
５－９の出力と前記アルファ（α）処理部１３５－８の出力を加え、前記オシレータ１３
２に出力する。
【００５０】
　このように、前記ＡＦＣは、タイミングオフセットが最小化されるように前記オシレー
タ１３２を制御することによって、タイミングオフセットによる性能劣化を最小化するこ
とができる。
【００５１】
　図５は、図４に示すフィルタの出力の例を示す。
【００５２】
　図４に示す整合フィルタ部１３３－３がＳＲＲＣ（Ｓｑｕａｒｅ　Ｒｏｏｔ　Ｒａｉｓ
ｅｄ　Ｃｏｓｉｎｅ）フィルタを使用する場合、前記整合フィルタ部１３３－３の出力パ
ワーは、図５に示すものと同じである。図５において、ｘ軸は一チップの区間であり、単
位は１／６４チップである。タイミングオフセットとＭEL_Diff／ＭOntime比の値が１対
１マッピングされ、特定タイミングオフセットに対するＭEL_Diff／ＭOntime比の値は、
以下の表１の通りである。
【００５３】
　例えば、干渉と雑負がないと仮定すると、ＭEL_Diff／ＭOntime比の値が－０．２０３
８の場合、表２を参考して分かるように、現在のタイミング位置が最大ＳＮＲを示す位置
より１／１６チップほど前方にあるため、サンプリングクロック周波数を低めにする場合
、タイミング位置（ｔｉｍｉｎｇ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ）が後ろに流れる現象を見せるよう
になる。
【００５４】
　したがって、前記ベータ（β）処理部１３５－４は、ベータ（β）の値を以下の数式に
よって求めることができる。
【００５５】
【数２】

【００５６】
　以上の数式において、ｘ値は、最大ＳＮＲを示すタイミング位置に移動させる速度を決
定するための定数である。
【００５７】
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【表１】

【００５８】
【表２】

【００５９】
　他方、前記数式１で使われるｘを決定する時、下記のような追加的な考慮事項がある。
【００６０】
　スクランブリングコードによって自己相関（ａｕｔｏ－ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ）特性
が異なって実際周波数オフセットが０であるとしても、タイミングオフセット（ｔｉｍｉ
ｎｇ　ｏｆｆｓｅｔ）がある場合、ＩＣＩにより周波数オフセットが存在するように測定
される。スクランブリングコードによって最大ＳＮＲ位置対比前方にオフセットがある場
合、正（＋）の周波数オフセットが測定される場合もあり、負（－）の周波数オフセット
が測定される場合もある。前者の場合、前記ＡＦＣ１３５によりサンプリングクロック周
波数が低めるように制御されるため、最大ＳＮＲを示すタイミング位置に移動し、後者の
場合、最大ＳＮＲを示すタイミング位置から遠ざかるように移動するようになる。したが
って、考慮すべき全てのスクランブリングコードのうち、最大ＳＮＲを示すタイミング位
置から遠ざかる方向に周波数オフセットが発生する最大値より大きいｘ値に決定しなけれ
ばならない。それによって、全てのスクランブリングコードに対して最大ＳＮＲを示すタ
イミング位置に移動させることができるようになる。
【００６１】
　例えば、３．８４　Ｍｃｐｓ　ＷＣＤＭＡシステムにおいて、周波数オフセットが０と
仮定し、１／８チップほどのタイミングオフセットが発生した時、スクランブリングコー
ドの自己相関（ａｕｔｏ－ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ）特性により測定される周波数オフセ
ットが２０Ｈｚの場合、
【００６２】
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【００６３】
　において、定数ｘ値は１／８チップオフセットでＭEL_diff／ＭOntime値は０．４１５
０であるため、４８．２より大きくしなければならない。即ち、前記のような例において
、ｘ値を４８．２より大きく設定すると、オシレータ１３２によりタイミング位置は、定
時点（ｏｎ－ｔｉｍｅ）へ移動するようになる。
【００６４】
　以上で説明した本発明の実施例は、多様な手段を介して具現されることができる。例え
ば、本発明の実施例は、ハードウェア、ファームウェア（ｆｉｒｍｗａｒｅ）、ソフトウ
ェアまたはそれらの結合などにより具現されることができる。具体的には、図面を参照し
て説明する。
【００６５】
　図６は、本発明の実施例が具現される無線通信システムを示したブロック図である。
【００６６】
　基地局２００は、プロセッサ（ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）２１０、メモリ（ｍｅｍｏｒｙ）
２２０及びＲＦ部（ＲＦ（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）ｕｎｉｔ）２３０を含む。
メモリ２２０は、プロセッサ２１０と連結され、プロセッサ２１０を駆動するための多様
な情報を格納する。ＲＦ部２３０は、プロセッサ２１０と連結され、無線信号を送信及び
／または受信する。プロセッサ２１０は、提案された機能、過程及び／または方法を具現
する。前述した実施例において、基地局の動作は、プロセッサ２１０により具現されるこ
とができる。
【００６７】
　無線機器１００は、プロセッサ１１０、メモリ１２０及びＲＦ部１３０を含む。メモリ
１２０は、プロセッサ１１０と連結され、プロセッサ１１０を駆動するための多様な情報
を格納する。ＲＦ部１３０は、プロセッサ１１０と連結され、無線信号を送信及び／また
は受信する。プロセッサ１１９は、提案された機能、過程及び／または方法を具現する。
前述した実施例において、無線機器の動作は、プロセッサ１１０により具現されることが
できる。
【００６８】
　プロセッサは、ＡＳＩＣ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒ
ａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）、他のチップセット、論理回路及び／またはデータ処理装置
を含むことができる。メモリは、ＲＯＭ（ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ
（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、フラッシュメモリ、メモリカード、格
納媒体及び／または他の格納装置を含むことができる。ＲＦ部は、無線信号を処理するた
めのベースバンド回路を含むことができる。実施例がソフトウェアで具現される時、前述
した技法は、前述した機能を遂行するモジュール（過程、機能など）で具現されることが
できる。モジュールは、メモリに格納され、プロセッサにより実行されることができる。
メモリは、プロセッサの内部または外部にあり、よく知られた多様な手段でプロセッサと
連結されることができる。
【００６９】
　前述した例示的なシステムにおいて、方法は、一連のステップまたはブロックで流れ図
に基づいて説明されているが、本発明は、ステップの順序に限定されるものではなく、あ
るステップは、前述と異なるステップと、異なる順序にまたは同時に発生できる。また、
当業者であれば、流れ図に示すステップが排他的でなく、他のステップが含まれ、または
流れ図の一つまたはそれ以上のステップが本発明の範囲に影響を及ぼさずに削除可能であ
ることを理解することができる。
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