
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
受信機における基準クロック信号の周波数を送信機の基準クロック信号の周波数に合わせ
るためのＡＦＣ回路であって、
前記送信機からの受信信号を、ローカル信号を用いて直交復調することによりアナログベ
ースバンド信号に変換している直交復調器と、
前記直交復調器により生成されたアナログベースバンド信号をＡ／Ｄ変換することにより
デジタルベースバンド信号を生成しているＡ／Ｄ変換器と、
前記Ａ／Ｄ変換器により生成されたデジタルベースバンド信号からプロファイルデータお
よびフレームタイミング時間補正量を生成している遅延プロファイル／サーチ回路と、
前記基準クロック信号を基にして理想フレームタイミングを生成し、該理想フレームタイ
ミングに前記フレームタイミング時間補正量を加算してフレームタイミング信号として出
力するとともに、前記フレームタイミング時間補正量に基づいて、前記受信機における基
準クロック信号と周波数と前記送信機の基準クロック信号の周波数との差である周波数誤
差を算出し、該周波数誤差が予め定められた第１の値以上となるとＡＦＣ動作はアンロッ
ク状態となったと判定してアンロック信号を出力するタイミング生成回路と、
前記フレームタイミング信号に基づいて前記Ａ／Ｄ変換器からのデジタルベースバンド信
号に含まれている周波数誤差の算出を行ない、該周波数誤差が予め定められた第２の値以
下になるとＡＦＣ動作はロック状態となったと判定してロック信号を出力するとともに、
制御信号により制御されてオフまたはオンに設定される周波数オフセット回路と、
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前記ロック信号を入力すると、前記制御信号を用いて前記周波数オフセット推定回路がオ
フとなるように制御し、前記アンロック信号を入力すると、前記制御信号を用いて前記周
波数オフセット推定回路がオンとなるように制御するＣＰＵと、
コントロール電圧を生成し出力していて、前記周波数オフセット推定回路により算出され
た周波数誤差の値を現在出力しているコントロール電圧の値に加算して新たなコントロー
ル電圧値として出力するアキュームレータと、
前記コントロール電圧により発信周波数が制御される基準クロック信号を生成して出力し
ている基準クロック生成回路と、
前記基準クロック信号に基づいて、前記ローカル信号を生成して出力しているＰＬＬとか
ら構成されているＡＦＣ回路。
【請求項２】
受信機における基準クロック信号の周波数を送信機の基準クロック信号の周波数に合わせ
るためのＡＦＣ回路であって、
前記送信機からの受信信号を、ローカル信号を用いて直交復調することによりアナログベ
ースバンド信号に変換している直交復調器と、
前記直交復調器により生成されたアナログベースバンド信号をＡ／Ｄ変換することにより
デジタルベースバンド信号を生成しているＡ／Ｄ変換器と、
前記Ａ／Ｄ変換器により生成されたデジタルベースバンド信号からプロファイルデータお
よびフレームタイミング時間補正量を生成するとともに、前記フレームタイミング時間補
正量に基づいて、前記受信機における基準クロック信号と周波数と前記送信機の基準クロ
ック信号の周波数との差である周波数誤差を算出し、該周波数誤差が予め定められた第１
の値以上となるとＡＦＣ動作はアンロック状態となったと判定してアンロック信号を出力
する遅延プロファイル／サーチ回路と、
前記基準クロック信号を基にして理想フレームタイミングを生成し、該理想フレームタイ
ミングに前記フレームタイミング時間補正量を加算してフレームタイミング信号として出
力するタイミング生成回路と、
前記フレームタイミング信号に基づいて前記Ａ／Ｄ変換器からのデジタルベースバンド信
号に含まれている周波数誤差の算出を行ない、該周波数誤差が予め定められた第２の値以
下になるとＡＦＣ動作はロック状態となったと判定してロック信号を出力するとともに、
制御信号により制御されてオフまたはオンに設定される周波数オフセット回路と、
前記ロック信号を入力すると、前記制御信号を用いて前記周波数オフセット推定回路がオ
フとなるように制御し、前記アンロック信号を入力すると、前記制御信号を用いて前記周
波数オフセット推定回路がオンとなるように制御するＣＰＵと、
コントロール電圧を生成し出力していて、前記周波数オフセット推定回路により算出され
た周波数誤差の値を現在出力しているコントロール電圧の値に加算して新たなコントロー
ル電圧値として出力するアキュームレータと、
前記コントロール電圧により発信周波数が制御される基準クロック信号を生成して出力し
ている基準クロック生成回路と、
前記基準クロック信号に基づいて、前記ローカル信号を生成して出力しているＰＬＬとか
ら構成されているＡＦＣ回路。
【請求項３】
前記周波数オフセット推定回路は、パイロットシンボルを用いてデジタルベースバンド信
号に含まれている周波数誤差の算出を行う請求項１または２記載のＡＦＣ回路。
【請求項４】
受信機における基準クロック信号の周波数を送信機の基準クロック信号の周波数に合わせ
るためのＡＦＣ回路であって、
前記送信機からの受信信号を、ローカル信号を用いて直交復調することによりアナログベ
ースバンド信号に変換している直交復調器と、
前記直交復調器により生成されたアナログベースバンド信号をＡ／Ｄ変換することにより
デジタルベースバンド信号を生成しているＡ／Ｄ変換器と、
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前記Ａ／Ｄ変換器により生成されたデジタルベースバンド信号からプロファイルデータお
よびフレームタイミング時間補正量を生成している遅延プロファイル／サーチ回路と、
前記基準クロック信号を基にして理想フレームタイミングを生成し、該理想フレームタイ
ミングに前記フレームタイミング時間補正量を加算してフレームタイミング信号として出
力するとともに、前記フレームタイミング時間補正量に基づいて、前記受信機における基
準クロック信号と周波数と前記送信機の基準クロック信号の周波数との差である周波数誤
差を算出し、該周波数誤差が予め定められた一定値以上となるとＡＦＣ動作はアンロック
状態となったと判定し、該周波数誤差が予め定められた一定値より小さくなるとＡＦＣ動
作は となったと判定し、該判定結果をロック／アンロック信号として出力する
タイミング生成回路と、
前記フレームタイミング補正量に基づく周波数誤差がテーブル化されて記憶されていて、
前記遅延プロファイル／サーチ回路により算出されたフレームタイミング時間補正量を入
力することにより、入力したフレームタイミング時間補正量に応じた周波数誤差を算出し
ている論理テーブル記憶部と、
コントロール電圧を生成し出力していて、前記論理テーブル記憶部により算出された周波
数誤差の値を現在出力しているコントロール電圧の値に加算して新たなコントロール電圧
値として出力するアキュームレータと、
前記コントロール電圧により発信周波数が制御される基準クロック信号を生成して出力し
ている基準クロック生成回路と、
前記基準クロック信号に基づいて、前記ローカル信号を生成して出力しているＰＬＬとか
ら構成されているＡＦＣ回路。
【請求項５】
受信機における基準クロック信号の周波数を送信機の基準クロック信号の周波数に合わせ
るためのＡＦＣ回路であって、
前記送信機からの受信信号を、ローカル信号を用いて直交復調することによりアナログベ
ースバンド信号に変換している直交復調器と、
前記直交復調器により生成されたアナログベースバンド信号をＡ／Ｄ変換することにより
デジタルベースバンド信号を生成しているＡ／Ｄ変換器と、
前記Ａ／Ｄ変換器により生成されたデジタルベースバンド信号からプロファイルデータお
よびフレームタイミング時間補正量を生成するとともに、前記フレームタイミング時間補
正量に基づいて、前記受信機における基準クロック信号と周波数と前記送信機の基準クロ
ック信号の周波数との差である周波数誤差を算出し、該周波数誤差が予め定められた一定
値以上となるとＡＦＣ動作はアンロック状態となったと判定し、該周波数誤差が予め定め
られた一定値より小さくなるとＡＦＣ動作は となったと判定し、該判定結果を
ロック／アンロック信号として出力する遅延プロファイル／サーチ回路と、
前記基準クロック信号を基にして理想フレームタイミングを生成し、該理想フレームタイ
ミングに前記フレームタイミング時間補正量を加算してフレームタイミング信号として出
力するタイミング生成回路と、
前記フレームタイミング補正量に基づく周波数誤差がテーブル化されて記憶されていて、
前記遅延プロファイル／サーチ回路により算出されたフレームタイミング時間補正量を入
力することにより、入力したフレームタイミング時間補正量に応じた周波数誤差を算出し
ている論理テーブル記憶部と、
コントロール電圧を生成し出力していて、前記論理テーブル記憶部により算出された周波
数誤差の値を現在出力しているコントロール電圧の値に加算して新たなコントロール電圧
値として出力するアキュームレータと、
前記コントロール電圧により発信周波数が制御される基準クロック信号を生成して出力し
ている基準クロック生成回路と、
前記基準クロック信号に基づいて、前記ローカル信号を生成して出力しているＰＬＬとか
ら構成されているＡＦＣ回路。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、移動局における基準クロック信号の周波数を送信側である基地局の基準クロッ
ク信号の周波数に合わせるためのＡＦＣ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ）回路に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、移動通信システムに用いられる通信方式として、干渉や妨害に強いＣＤＭＡ通信方
式が注目されている。このＣＤＭＡ通信方式とは、送信側では送信したいユーザ信号を拡
散符号により拡散して送信し、受信側ではその拡散符号と同一の拡散符号を用いて逆拡散
を行うことにより元のユーザ信号を得る通信方式である。
【０００３】
そのため、ＣＤＭＡ通信システムでは、送信側と受信側の拡散符号系列の位相の同期をと
らなければ受信側において逆拡散を行うことができない。このため移動局では、基地局か
ら受信した信号の復調を行う際に用いられる基準クロック信号を生成するための基準発振
器として非常に周波数精度の高いＴＣＸＯ（Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｃｏｍｐｅｎｓａ
ｔｅｄ　Ｘｔａｌ　Ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒ）が用いられている。しかし、移動局には小型
化および低コスト化が求められるため、移動局に用いられる基準発振器は基地局に用いら
れている基準発振器と比較すると周波数精度が低くなってしまう。そのため、移動局では
、基準クロック信号の周波数を送信側である基地局の基準クロック信号の周波数と合わせ
るためのＡＦＣが行われている。
【０００４】
このようなＡＦＣを行うための従来のＡＦＣ回路を図３を参照して説明する。この従来の
ＡＦＣ回路は、ヘテロダイン方式の受信機により構成されていて、アンテナ１と、ローノ
イズアンプ（ＬＮＡ）２と、ダウンコンバータ３と、ＡＧＣアンプ４と、直交復調器（Ｄ
ＥＭ）５と、Ａ／Ｄ変換器６と、ＰＬＬ７と、基準クロック生成回路（ＴＣＸＯ）８と、
アキュームレータ９と、復調回路１０と、周波数オフセット推定回路５１と、遅延プロフ
ァイル／サーチ回路１２と、ＣＰＵ５３と、タイミング生成回路５４とから構成されてい
る。
【０００５】
ローノイズアンプ（ＬＮＡ）２は、アンテナ１を介して受信された受信信号を増幅してい
る。ダウンコンバータ３は、ローカル信号１６１ を用いて、ローノイズアンプ２により増
幅された信号を中間周波数（ＩＦ）信号に変換している。ＡＧＣアンプ４は、　Ａ／Ｄ変
換器６の入力レベルが一定になる様に、ダウンコンバータ３により生成されたＩＦ信号の
ゲインコントロールを行っている。
【０００６】
直交復調器（ＤＥＭ）５は、ＡＧＣアンプ４によりゲインコントロールされた後のＩＦ信
号を、ローカル信号１６２ を用いて直交復調することによりアナログベースバンド信号に
変換している。Ａ／Ｄ変換器６は、直交復調器５により生成されたアナログベースバンド
信号をＡ／Ｄ変換することにより、デジタルベースバンド信号を生成している。
【０００７】
ＰＬＬ７は、ＴＣＸＯ８により生成された基準クロック信号に基づいて、ダウンコンバー
タ用のローカル信号１６１ および直交復調用のローカル信号１６２ をそれぞれ生成して出
力している。ＴＣＸＯ８は、アキュムレータ９により生成されたコントロール電圧により
発信周波数が制御される基準クロック信号を生成して出力している。
【０００８】
遅延プロファイル／サーチ回路１２は、Ａ／Ｄ変換器６により生成されたデジタルベース
バンド信号からプロファイルデータおよびフレームタイミング時間補正量を生成している
。遅延プロファイル／サーチ回路１２により生成されるプロファイルデータ、及びフレー
ムタイミング時間補正量（△ｔ１）の一例図４に示す。尚、フレームタイミング時間補正

10

20

30

40

50

(4) JP 3551235 B2 2004.8.4



量（△ｔ１）はＡ／Ｄ変換器６のサンプリングレートに起因するため離散的な値を取る。
【０００９】
タイミング生成回路５４は、ＴＣＸＯ８からの基準クロック信号を基にして理想フレーム
タイミングを生成し、その理想フレームタイミングに遅延プロファイル／サーチ回路１２
により生成されたフレームタイミング時間補正量（△ｔ１）を加算してフレームタイミン
グ信号１０１として出力している。
【００１０】
復調回路１０は、複数のフィンガー受信機を有するレイク受信機により構成されていて、
フレームタイミング信号１０１に基づいてＡ／Ｄ変換器６により生成されたデジタルベー
スバンド信号の復調を行っている。
【００１１】
周波数オフセット推定回路５１は、フレームタイミング信号１０１に基づいてＡ／Ｄ変換
器６からのデジタルベースバンド信号に含まれている周波数誤差の算出を行っている。ま
た、周波数オフセット推定回路５１は、算出した周波数誤差がある一定値以下になるとＡ
ＦＣ動作はロック状態となったと判定し、周波数誤差がある一定値異常になるとＡＦＣ動
作はアンロック状態となったと判定し、その判定結果をロック／アンロック信号１０６に
よりＣＰＵ５３に対して通知している。
【００１２】
周波数オフセット推定回路５１における周波数誤差の算出方法を図５を参照して説明する
。この周波数誤差の算出には、パイロットシンボルのように受信機側で予めシンボルパタ
ーンが既知であるシンボルが用いられる。この図５において、理想シンボル点３０～３３
は、それぞれ周波数誤差を全く含まない場合の、“００”、“０１”、“１０”、“１１
”のシンボルをＩＱ平面上に示したものである。
【００１３】
例えばＱＰＳＫ変調方式により１６ｋｓｐｓで変調された信号において、あるタイミング
でのパイロットシンボルのシンボルパターンが“００”である場合、図５に示す様に△θ
＝１０°だけＩＱ平面上で回転したシンボル点２０で復調された場合には、その周波数誤
差は、１６ｋ×１０°／３６０°＝４４４Ｈｚと算出することができる。
【００１４】
従って、その周波数誤差の値がアキュームレータ９を介してＴＣＸＯ８にフィードバック
されることにより、△θ≒０°すなわちＡＦＣロック状態となり、周波数オフセット推定
回路１２はＣＰＵ１３に対してロック信号１０２を出力する。
【００１５】
ＣＰＵ５３は、ロック／アンロックＣＰＵ１０６を入力することにより、ＡＦＣ動作が現
在どのような状態となっているのかを知ることができる。
【００１６】
アキュームレータ９は、その出力をコントロール電圧として出力していて、周波数オフセ
ット推定回路５１により算出された周波数誤差の値を現在出力している値に加算する。
【００１７】
次に、上記従来のＡＦＣ回路の動作について図３～図５を参照して説明する。
アンテナ１を介して受信された受信信号は、ＬＮＡ２により増幅された後に、ＰＬＬ７で
生成されたローカル信号１６１ を用いてダウンコンバータ３により中間周波数（ＩＦ）信
号に変換される。ＩＦ信号に変換された受信信号は、Ａ／Ｄ変換器６の入力レベルが一定
になる様にＡＧＣアンプ４でゲインコントロールされた後に、ＰＬＬ７で生成されたロー
カル信号１６２ を用いて直交復調器５により直交復調されアナログベースバンド信号とな
る。このアナログベースバンド信号は、Ａ／Ｄ変換器６によりデジタルベースバンド信号
に変換され復調回路１０、周波数オフセット推定回路５１、及び遅延プロファイル／サー
チ回路１２に入力される。まず遅延プロファイル／サーチ回路１２によりプロファイルデ
ータ、及びフレームタイミング時間補正量（△ｔ１）が生成される。
【００１８】
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次に、タイミング生成回路５４において、ＴＣＸＯ８からの基準クロック信号を基にして
理想フレームタイミングが生成され、その理想フレームタイミングに遅延プロファイル／
サーチ回路１２により生成されたフレームタイミング時間補正量（△ｔ１）が加算される
ことによりフレームタイミング信号１０１が生成される。
【００１９】
このフレームタイミング信号１０１は、周波数オフセット推定回路５１および復調回路１
０に入力される。そして、復調回路１０では、入力されたフレームタイミング信号１０１
に基づいてＡ／Ｄ変換器６により生成されたデジタルベースバンド信号の復調が行われる
。
【００２０】
また、周波数オフセット推定回路５１では、フレームタイミング信号１０１に基づいてＡ
／Ｄ変換器６からのデジタルベースバンド信号に含まれている周波数誤差の算出が行われ
る。
【００２１】
アキュームレータ９では、コントロール電圧を生成して出力していて、周波数オフセット
推定回路５１により算出された周波数誤差の値を現在出力している値に加算する。アキュ
ームレータ９から出力されるコントロール電圧は、ＴＣＸＯ８に入力されて出力される基
準クロック信号の周波数を制御することによりフィードバックがかけられることとなる。
【００２２】
また、周波数オフセット推定回路５１は、算出した周波数誤差がある一定値以下になると
ＡＦＣ動作はロック状態となったと判定し、周波数誤差がある一定値異常になるとＡＦＣ
動作はアンロック状態となったと判定し、その判定結果をロック／アンロック信号１０６
によりＣＰＵ５３に対して通知している。このことによりＣＰＵ５３は、ＡＦＣ動作が現
在どのような状態となっているのかを知ることができる。
【００２３】
上記で説明した従来のＡＦＣ回路では、周波数オフセット推定回路１２により周波数誤差
を算出し、算出された周波数誤差を基にＡＦＣ動作における周波数引き込み動作を行うと
ともにこの周波数誤差の値を用いて、ＡＦＣ動作のロック／アンロック検出をしている。
そのため、ＡＦＣ動作がロック状態にある場合でもアンロック状態となったことを検出す
るために周波数オフセット推定回路１２を常時動作させておく必要があり不要な電力を消
費していた。
【００２４】
【発明が解決しようとする課題】
上述した従来のＡＦＣ回路では、ＡＦＣ動作がロック状態にある場合でもアンロック検出
用に周波数オフセット推定回路を動作させておく必要があり不要な電力を消費していると
いう問題点があった。
【００２５】
本発明の目的は、ＡＦＣがロック状態がある場合には周波数オフセット推定回路の動作を
停止して消費電力を削減することができるＡＦＣ回路を提供することである。
【００２６】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明のＡＦＣ回路は、受信機における基準クロック信号の
周波数を送信機の基準クロック信号の周波数に合わせるためのＡＦＣ回路であって、
前記送信機からの受信信号を、ローカル信号を用いて直交復調することによりアナログベ
ースバンド信号に変換している直交復調器と、
前記直交復調器により生成されたアナログベースバンド信号をＡ／Ｄ変換することにより
デジタルベースバンド信号を生成しているＡ／Ｄ変換器と、
前記Ａ／Ｄ変換器により生成されたデジタルベースバンド信号からプロファイルデータお
よびフレームタイミング時間補正量を生成している遅延プロファイル／サーチ回路と、
前記基準クロック信号を基にして理想フレームタイミングを生成し、該理想フレームタイ
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ミングに前記フレームタイミング時間補正量を加算してフレームタイミング信号として出
力するとともに、前記フレームタイミング時間補正量に基づいて、前記受信機における基
準クロック信号と周波数と前記送信機の基準クロック信号の周波数との差である周波数誤
差を算出し、該周波数誤差が予め定められた第１の値以上となるとＡＦＣ動作はアンロッ
ク状態となったと判定してアンロック信号を出力するタイミング生成回路と、
前記フレームタイミング信号に基づいて前記Ａ／Ｄ変換器からのデジタルベースバンド信
号に含まれている周波数誤差の算出を行ない、該周波数誤差が予め定められた第２の値以
下になるとＡＦＣ動作はロック状態となったと判定してロック信号を出力するとともに、
制御信号により制御されてオフまたはオンに設定される周波数オフセット回路と、
前記ロック信号を入力すると、前記制御信号を用いて前記周波数オフセット推定回路がオ
フとなるように制御し、前記アンロック信号を入力すると、前記制御信号を用いて前記周
波数オフセット推定回路がオンとなるように制御するＣＰＵと、
コントロール電圧を生成し出力していて、前記周波数オフセット推定回路により算出され
た周波数誤差の値を現在出力しているコントロール電圧の値に加算して新たなコントロー
ル電圧値として出力するアキュームレータと、
前記コントロール電圧により発信周波数が制御される基準クロック信号を生成して出力し
ている基準クロック生成回路と、
前記基準クロック信号に基づいて、前記ローカル信号を生成して出力しているＰＬＬとか
ら構成されている。
【００２７】
本発明によるＡＦＣ回路では、周波数オフセット推定回路は、測定した位相誤差がほぼ０
となったことによりＡＦＣ動作がロック状態となったことを検出すると、ＣＰＵは制御信
号により周波数オフセット推定回路の動作を停止させる。そして、タイミング生成回路は
、遅延プロファイル／サーチ回路からのフレームタイミング時間補正量に基づいて周波数
誤差を算出してある一定値以上になったらアンロック信号を出力すると、ＣＰＵは制御信
号により周波数オフセット推定回路の動作を開始させＡＦＣを行うようにしたものである
。
【００２８】
したがって、ＡＦＣ動作がアンロック状態となったことを検出するためおよびＡＦＣ動作
を行うためにに周波数オフセット推定回路を常に動作状態とする必要がなく、ＡＦＣロッ
ク状態の間動作停止とすることができるので消費電力を低減することが可能となる。
【００２９】
また、本発明のＡＦＣ回路は、受信機における基準クロック信号の周波数を送信機の基準
クロック信号の周波数に合わせるためのＡＦＣ回路であって、
前記送信機からの受信信号を、ローカル信号を用いて直交復調することによりアナログベ
ースバンド信号に変換している直交復調器と、
前記直交復調器により生成されたアナログベースバンド信号をＡ／Ｄ変換することにより
デジタルベースバンド信号を生成しているＡ／Ｄ変換器と、
前記Ａ／Ｄ変換器により生成されたデジタルベースバンド信号からプロファイルデータお
よびフレームタイミング時間補正量を生成している遅延プロファイル／サーチ回路と、
前記基準クロック信号を基にして理想フレームタイミングを生成し、該理想フレームタイ
ミングに前記フレームタイミング時間補正量を加算してフレームタイミング信号として出
力するとともに、前記フレームタイミング時間補正量に基づいて、前記受信機における基
準クロック信号と周波数と前記送信機の基準クロック信号の周波数との差である周波数誤
差を算出し、該周波数誤差が予め定められた一定値以上となるとＡＦＣ動作はアンロック
状態となったと判定し、該周波数誤差が予め定められた一定値より小さくなるとＡＦＣ動
作は となったと判定し、該判定結果をロック／アンロック信号として出力する
タイミング生成回路と、
前記フレームタイミング補正量に基づく周波数誤差がテーブル化されて記憶されていて、
前記遅延プロファイル／サーチ回路により算出されたフレームタイミング時間補正量を入
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力することにより、入力したフレームタイミング時間補正量に応じた周波数誤差を算出し
ている論理テーブル記憶部と、
コントロール電圧を生成し出力していて、前記論理テーブル記憶部により算出された周波
数誤差の値を現在出力しているコントロール電圧の値に加算して新たなコントロール電圧
値として出力するアキュームレータと、
前記コントロール電圧により発信周波数が制御される基準クロック信号を生成して出力し
ている基準クロック生成回路と、
前記基準クロック信号に基づいて、前記ローカル信号を生成して出力しているＰＬＬとか
ら構成される。
【００３０】
本発明は、前記フレームタイミング補正量に基づく周波数誤差がテーブル化されて記憶さ
れてい 論理テーブル記憶部を設けることにより周波数オフセット推定回路を不要とする
ことができるので、ＡＦＣ動作停止時のみでなくＡＦＣ動作時における消費電力をも削減
することができる。
【００３１】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００３２】
（第１の実施形態）
図１は本発明の第１の実施形態のＡＦＣ回路の構成を示すブロック図である。図５中と同
一の符号が付された構成要素は同一の構成要素を示す。
【００３３】
本実施形態のＡＦＣ回路は、図３に示した従来のＡＦＣ回路に対して、周波数オフセット
推定回路５１、ＣＰＵ５３、タイミング生成回路５４を、それぞれ周波数オフセット推定
回路１１、ＣＰＵ１３、タイミング生成回路１４に置き換えたものである。
【００３４】
周波数オフセット回路１１は、図３に示した従来のＡＦＣ回路における周波数オフセット
推定回路５１と同様に、フレームタイミング信号１０１に基づいてＡ／Ｄ変換器６からの
デジタルベースバンド信号に含まれている周波数誤差の算出を行っている。また、周波数
オフセット推定回路１１は、算出した周波数誤差がある一定値以下になるとＡＦＣ動作は
ロック状態となったと判定し、ロック信号１０２をＣＰＵ１３に対して出力している。さ
らに、周波数オフセット推定回路１１は、ＣＰＵ１３からの制御信号１０４により制御さ
れてオフまたはオンに設定される。周波数オフセット推定回路１１は、制御信号１０４に
よりオフに設定されるとその動作を停止する。
【００３５】
タイミング生成回路１４は、図３に示したタイミング生成回路５４の機能に加えて、遅延
プロファイル／サーチ回路１２において算出されたフレームタイミング時間補正量に基づ
いて周波数誤差を算出し、その周波数誤差がある一定値以上となるとＡＦＣ動作はアンロ
ック状態となったと判定してアンロック信号１０３を出力する。タイミング生成回路１４
における周波数誤差の算出方法について下記に詳しく説明する。
【００３６】
ＡＦＣ動作がロック状態となった後も遅延プロファイル／サーチ回路１２は、サンプリン
グクロック単位でフレームタイミング信号１０１を補正する為にフレームタイミング信号
との差分であるフレームタイミング時間補正量（△ｔ１）を算出し続けている。タイミン
グ生成回路１４では、そのフレームタイミング時間補正量△ｔ１に基づいて周波数誤差（
ｐｐｍ換算）が計算される。例えば、フレーム周期１０ｍｓにて差分時間が１０ｎｓの場
合、周波数誤差１０ｎｓ／１０ｍｓ＝１ｐｐｍということが分かる。この周波数誤差があ
る一定値以上になった場合にタイミング生成回路１４よりＣＰＵ１３に対してアンロック
信号１０３が出力される。
【００３７】

10

20

30

40

50

(8) JP 3551235 B2 2004.8.4

る



ＣＰＵ１３は、周波数オフセット推定回路１１からのロック信号１０２を入力すると、制
御信号１０４を用いて周波数オフセット推定回路１２がオフとなるように制御し、タイミ
ング生成回路１４からアンロック信号１０３を入力すると、制御信号１０４を用いて周波
数オフセット推定回路１２がオンとなるように制御する。
【００３８】
次に、本実施形態のＡＦＣ回路の動作について図１を参照して詳細に説明する。
【００３９】
アンテナ１を介して受信信号が受信されてからＡ／Ｄ変換器６によりデジタルベースバン
ド信号が生成されるまでの動作は、図３に示した従来のＡＦＣ回路と同様なためその説明
は省略する。
【００４０】
Ａ／Ｄ変換器６により生成されたデジタルベースバンド信号は、復調回路１０、周波数オ
フセット推定回路１１、遅延プロファイル／サーチ回路１２に入力される。遅延プロファ
イル／サーチ回路１２では、プロファイルデータおよびフレームタイミング時間補正量（
△ｔ１）が生成され、タイミング生成回路１４では、遅延プロファイル／サーチ回路１２
により生成されたフレームタイミング時間補正量（△ｔ１）を用いてフレームタイミング
信号１０１が生成される。このフレームタイミング信号１０１は、周波数オフセット推定
回路１１および復調回路１０に入力される。
【００４１】
また、周波数オフセット推定回路１１では、フレームタイミング信号１０１に基づいてＡ
／Ｄ変換器６からのデジタルベースバンド信号に含まれている周波数誤差の算出が行われ
る。そして、この周波数誤差はアキュムレータ９に出力されることによりアキュムレータ
９から出力されるコントロール電圧が修正され、ＴＣＸＯ８により生成される基準クロッ
ク信号の周波数が修正される。このことにより、受信側の基準クロック信号の周波数は、
送信側の基準クロック信号の周波数とほぼ等しくなり、周波数誤差はほぼ０となる。
【００４２】
このようにしてＡＦＣ動作が行われて周波数誤差がほぼ０となると、周波数オフセット推
定回路１１は、ＡＦＣ動作はロック状態となったと判定してロック信号１０２をＣＰＵ１
３に出力する。ＣＰＵ１３は、ロックＣＰＵ１０２を入力したことによりＡＦＣ動作がロ
ック状態となったことを知り、制御信号１０４を用いて周波数オフセット推定回路１１を
オフ状態に設定する。
【００４３】
ＡＦＣ動作がロック状態の間も、遅延プロファイル／サーチ回路１２はフレームタイミン
グ補正量を算出し続けている。そして、タイミング生成回路１４は、遅延プロファイル／
サーチ回路１２において算出されたフレームタイミング時間補正量に基づいて周波数誤差
を算出し続け、その周波数誤差がある一定値以上となるとＡＦＣ動作はアンロック状態と
なったと判定してアンロック信号１０３を出力する。但し、受信信号はフェージング等の
影響を受けている為、タイミング生成回路１４は、上記周波数誤差を数フレーム間平均化
等する事により誤動作等を防止するようにしてもよい。
【００４４】
ＣＰＵ１３はアンロック信号１０３を入力すると、制御信号１０４を用いて周波数オフセ
ット推定回路１１をオンに設定する。このことにより周波数引き込み動作が開始される。
以後ロック／アンロックの状態が上記動作にて繰り返される。
【００４５】
上記で説明した本実施形態のＡＦＣ回路では、ＡＦＣ動作がロック状態となっている間は
、周波数オフセット推定回路１１は動作を停止するので、従来のＡＦＣ回路と比較して消
費電力を低減することが可能となる。
【００４６】
本実施形態では、ＡＦＣ動作のアンロック判定はタイミング生成回路１４で行われている
が、遅延プロファイル／サーチ回１２においてＡＦＣ動作のアンロック判定を行うように
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し、アンロック信号１０３が遅延プロファイル／サーチ回路１２から直接出力されるよう
にしてもよい。
（第２の実施形態）
次に、本発明の第２の実施形態のＡＦＣ回路について図２を参照して説明する。
【００４７】
本実施形態のＡＦＣ回路は、図１に示した第１の実施形態のＡＦＣ回路において、周波数
オフセット推定回路１１を削除し、ＲＯＭ１５を新たに設け、タイミング生成回路１４、
ＣＰＵ１３をタイミング生成回路２４、ＣＰＵ２３に置き換えたものである。
【００４８】
タイミング生成回路２４は、図３に示したタイミング生成回路５４の機能に加えて、遅延
プロファイル／サーチ回路１２において算出されたフレームタイミング時間補正量に基づ
いて周波数誤差を算出し、その周波数誤差がある一定値以上となるとＡＦＣ動作はアンロ
ック状態となったと判定し、その周波数誤差がある一定値より小さい場合にはＡＦＣ動作
はロック状態となったと判定し、その判定結果をロック／アンロック信号１０５としてＣ
ＰＵ２３に通知する。
【００４９】
ＲＯＭ１５は、論理テーブル記憶部であり、遅延プロファイル／サーチ回路１２より算出
されるフレームタイミング補正量△ｔ１に基づく周波数誤差がテーブル化されて記憶され
ていて、遅延プロファイル／サーチ回路１２の出力であるフレームタイミング時間補正量
（△ｔ１）を入力することにより、そのフレームタイミング時間補正量に応じた周波数誤
差をアキュームレータ９に出力する。このことにより、周波数オフセット推定回路１１か
らの周波数誤差情報を用いずに、ＡＦＣ動作が行われる。
【００５０】
ＣＰＵ２３は、ロック／アンロック信号１０５によりＡＦＣ動作が現在どのような状態と
なっているのかを知ることができる。
【００５１】
但し、本実施形態のＡＦＣ回路におけるＡＦＣの精度はＡ／Ｄ変換器６によって行われる
Ａ／Ｄ変換のサンプリング周波数に起因するので、あまり高い精度を必要としないＡＦＣ
回路にのみ適用することができるものである。
【００５２】
本実施形態のＡＦＣ回路は、周波数オフセット推定回路１１を不要とするため、ＡＦＣ動
作時にも消費電力を削減できるという新たな効果を有する。
【００５３】
本実施形態では、ＡＦＣ動作のロック／アンロック判定はタイミング生成回路２４で行わ
れているが、遅延プロファイル／サーチ回１２においてＡＦＣ動作のロック／アンロック
判定を行うようにし、ロック／アンロックＣＰＵ１０５が遅延プロファイル／サーチ回路
１２から直接出力されるようにしてもよい。
【００５４】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明は、アンロックを遅延プロファイル／サーチ回路にてフレー
ムタイミング補正量に基づいて検出するようにしたので、ＡＦＣがロックした後再度ＡＦ
Ｃアンロック状態となるまでの間は周波数オフセット推定回路を動作させる必要がないの
で、ＡＦＣロック状態において消費電力を削減することができるという効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態のＡＦＣ回路の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第２の実施形態のＡＦＣ回路の構成を示すブロック図である。
【図３】従来のＡＦＣ回路の構成を示すブロック図である。
【図４】遅延プロファイル／サーチ回路１２において算出される、プロファイルデータ、
及びフレームタイミング時間補正量（△ｔ１）の一例を示す図である。
【図５】周波数オフセット推定回路５１における周波数誤差の算出方法を説明するための
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図である。
【符号の説明】
１　　アンテナ
２　　ローノイズアンプ（ＬＮＡ）
３　　ダウンコンバータ
４　　ＡＧＣアンプ
５　　直交復調器（ＤＥＭ）
６　　Ａ／Ｄ変換器
７　　ＰＬＬ
８　　基準クロック生成回路（ＴＣＸＯ）
９　　アキュームレータ
１０　　復調回路
１１　　周波数オフセット推定回路
１２　　遅延プロファイル／サーチ回路
１３　　ＣＰＵ
１４　　タイミング生成回路
１５　　ＲＯＭ
１６１ 、１６２ 　　ローカル信号
２０　　復調シンボル点
２３　　ＣＰＵ
２４　　タイミング生成回路
３１～３３　　理想シンボル点
５１　　周波数オフセット推定回路
５３　　ＣＰＵ
５４　　タイミング生成回路
１０１　　フレームタイミング信号
１０２　　ロック信号
１０３　　アンロック信号
１０４　　制御信号
１０５、１０６　　ロック／アンロック信号
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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