
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
受信信号を入力とするパス検出器で検出されたパス遅延量の差が予め定められた閾値以下
であるパスの組を抽出する手段と、
前記パス検出器で検出されたパス遅延量に従って入力された受信信号を逆拡散する複数の
逆拡散器と、
各パス毎にそれぞれＳＩＲ（ Signal　 to　 Interference　 Ratio）値を推定する複数のＳ
ＩＲ推定器と、
各パス毎にそれぞれ搬送波位相を推定する複数の搬送波位相推定器と、
パス遅延量の差が予め定められた閾値以下のパスの組についてその搬送波位相を比較し、
その差が予め定められた閾値以下のパスの組を抽出する手段と、
前記搬送波位相の差が予め定められた閾値以下の組のパスは同一のパスとみなし、前記組
に属する複数のパスについてはＳＩＲ値が大の方を選択的に出力してＳＩＲ合成器に供し
ＳＩＲの算出に用いるように制御する手段と、
を備えている、ことを特徴とするＳＩＲ測定装置。
【請求項２】
入力された受信信号のパス遅延量を検出するパス検出器と、
前記パス検出器で指定されたパス遅延量に従って、入力された受信信号を逆拡散する複数
の逆拡散器と、
前記複数の逆拡散器のそれぞれに対応して設けられ、各パス毎に、それぞれＳＩＲ（ Sign
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al　 to　 Interference　 Ratio）値を推定する複数のＳＩＲ推定器と、
前記複数の逆拡散器のそれぞれに対応して設けられ、各パス毎に、それぞれ搬送波位相の
推定を行う搬送波位相推定器と、
前記パス検出器で検出されたパスの中から二つのパス遅延量の差が予め定められた閾値以
下のパス対の組を検出するパス遅延差比較器と、
前記パス遅延差比較器から出力されるパス対の組を入力とし、前記パス対の組に対応する
二つのパスの搬送波位相の比較を行い、前記二つのパスの搬送波位相の位相差が予め定め
られた閾値以下のパス対の組を出力する搬送波位相差比較器と、
前記複数のＳＩＲ推定器から出力されるＳＩＲ値出力を入力とし、前記搬送波位相差比較
器から出力されるパス対の組を入力とし、前記組に対応するパス対のＳＩＲ値を比較して
、大きい方のみを出力し、前記搬送波位相差比較器から出力された組以外のパスについて
は、前記ＳＩＲ推定器から出力されたＳＩＲ値をそのまま出力するＳＩＲ比較器と、
前記ＳＩＲ値比較器から出力されたＳＩＲ値を合計して出力するＳＩＲ合成器と、
を備えている、ことを特徴とするＳＩＲ測定装置。
【請求項３】
前記ＳＩＲ推定器が、前記ＳＩＲ推定器に入力される信号のパイロット信号部分に対して
逆変調を施し無変調信号を出力する逆変調部と、
前記逆変調部から出力される信号を予め定められたＮシンボル分平均して前記信号の平均
（Ａ）を算出する第１のシンボル平均部と、
前記第１のシンボル平均部から出力される平均の振幅の２乗を求め、信号成分の平均電力
（ＰＳ ）を出力する第１の電力計算部と、
前記逆変調部から出力される信号と前記平均（Ａ）とのベクトル差を算出する減算器と、
前記減算器の出力の振幅の２乗からその電力を計算する第２の電力計算部と、
前記第２の電力計算部から出力される電力のＮシンボル分の平均をとり前記逆変調部から
出力される信号と前記平均（Ａ）との差の平均電力（ＰＩ ）を求める第２のシンボル平均
部と、
前記第１の電力計算部の出力（ＰＳ ）と、前記第２のシンボル平均部の出力（ＰＩ ）とを
入力し、両者の比からＳＩＲを求める除算器と、
を備えている、ことを特徴とする請求項２記載のＳＩＲ測定装置。
【請求項４】
前記ＳＩＲ推定器が、前記ＳＩＲ推定器に入力される信号のパイロット信号部分に対して
、逆変調を施し、無変調信号を出力する逆変調部と、
前記逆変調部から出力される信号を予め定められたＮシンボル分平均して前記信号の平均
（Ａ）を算出する第１のシンボル平均部と、
前記第１のシンボル平均部から出力される平均の振幅の２乗を求め、信号成分の平均電力
（ＰＳ ）を出力する第１の電力計算部と、
前記逆変調部から出力される信号に対して振幅の２乗から電力（Ｐ）を算出する第２の電
力計算部と、
前記第２の電力計算部から出力される電力（Ｐ）をＮシンボル分の平均化して平均電力（
ＰＴ ）を求める第２のシンボル平均部と、
前記第１の電力計算部の出力（ＰＳ ）から前記第２のシンボル平均部の出力（ＰＴ ）を差
し引いて干渉成分の平均電力（ＰＩ ）を得る減算器と、
前記第１の電力計算部の出力（ＰＳ ）と、前記減算器の出力（ＰＩ ）とを入力し、両者の
比からＳＩＲを求める除算器と、
を備えている、ことを特徴とする請求項２記載のＳＩＲ測定装置。
【請求項５】
前記搬送波位相推定器が、入力信号のパイロット信号部分に対して逆変調を施し無変調信
号を出力する逆変調部と、
前記逆変調部から出力されるパイロット信号を予め定められた個数のシンボル分平均して
信号のベクトル平均を算出するシンボル平均部と、
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前記シンボル平均部の出力の実数と虚数から逆正接関数により位相を求める手段と、
を備えている、ことを特徴とする請求項２乃至４のいずれか一に記載のＳＩＲ測定装置。
【請求項６】
ＣＤＭＡ通信方式の移動体通信システムにおいて、ＳＩＲ（ Signal　 to　 Interference　
Ratio）のＲＡＫＥ合成を行うＳＩＲ測定システムが、
パス検出器で検出されたパス遅延量の差が予め定められた閾値以下であるパスの組を抽出
する手段と、
各パス毎にそれぞれＳＩＲ値を推定する手段と、
各パス毎にそれぞれ搬送波位相を推定する手段と、
パス遅延量の差が予め定められた閾値以下のパスの組についてその搬送波位相を比較しそ
の差が予め定められた閾値以下のパスの組を抽出する手段と、
搬送波位相の差が予め定められた閾値以下の組のパスは同一のパスとみなし、前記組に属
する複数のパスについてはＳＩＲ値が大の方を選択的に出力してＳＩＲ合成に用いるよう
に制御する手段と、
を備えている、ことを特徴とするＳＩＲ測定システム。
【請求項７】
ＣＤＭＡ通信方式の移動体通信システムにおいて、
請求項１乃至５のいずれか一に記載のＳＩＲ測定装置を備えた基地局。
【請求項８】
ＣＤＭＡ通信方式の移動体通信システムにおいて、
請求項１乃至５のいずれか一に記載のＳＩＲ測定装置を備えた移動端末。
【請求項９】
受信信号を入力とするパス検出器で検出されたパス遅延量を入力しパス遅延量の差が予め
定められた閾値以下のパスの組を抽出するステップと、
前記パス検出器で指定されたパス遅延量に基づき複数の逆拡散器で入力信号を逆拡散する
ステップと、
各パス毎に、それぞれＳＩＲ（ Signal　 to　 Interference　 Ratio）値を推定するステッ
プと、
各パスに対してそれぞれの搬送波位相を推定するステップと、
前記パス遅延量の差が予め定められた閾値以下のパスの組について両者の搬送波位相を比
較し、その差が予め定められた閾値以下の組を抽出するステップと、
前記パス遅延量の差が予め定められた閾値以下のパスの組であり、且つ、前記搬送波位相
の差が予め定められた閾値以下の組のパスは同一のパスとみなし、前記組のパスのＳＩＲ
のうち大きい方を選択してＳＩＲ合成の算出に用いるステップと、
を含む、ことを特徴とするＳＩＲ測定方法。
【請求項１０】

【請求項１１】
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第１の受信信号のＳＩＲ（ Signal　 to　 Interference　 Ratio）値を決定するＳＩＲ決定
手段を備えた受信機であって、
前記ＳＩＲ決定手段は、
前記第１の受信信号に含まれ、異なるパスを経由したと推定される第２及び第３の受信信
号のパス遅延量を推定し、
前記第２及び第３の受信信号の搬送波位相差に基づき、前記第２及び第３の受信信号のう
ちから、前記第１の受信信号のＳＩＲの決定に用いる受信信号を決定する、ことを特徴と
する受信機。

受信信号のＳＩＲ（ Signal　 to　 Interference　 Ratio）値を決定する方法であって、
第１の受信信号に含まれ、異なる伝搬路を経由したと推定される第２及び第３の受信信号
のパス遅延量を検出し、
前記第２及び第３の受信信号の搬送波位相差に基づき、前記第２及び第３の受信信号のう
ちから、前記第１の受信信号のＳＩＲの決定に用いる受信信号を決定する、ことを特徴と



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＣＤＭＡ通信技術に関し、特にＳＩＲ測定システムと装置及び方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ；符号分割多
元接続）通信方式におけるスペクトル拡散の無線通信において、送信側は、１次変調の後
に拡散符号（Ｐｓｅｕｄｏ　Ｎｏｉｓｅ）で拡散する２次変調を施し、信号帯域を拡散し
て伝送し、拡散に用いられる拡散符号をユーザ毎又は情報チャネル毎にそれぞれ異なるよ
うに割り当てることで多重化が行われ、周波数帯域を複数のチャネルで同時に使用可能と
している。受信側では、広帯域の受信信号を、拡散符号で逆拡散し、元の狭帯域の信号に
戻してから復調処理が行われる。この逆拡散の過程では、送信側で用いた拡散符号（疑似
雑音信号）と同一の拡散符号を用いて、受信信号との相関がとられ、逆拡散フィルタで希
望するチャネルの相関検出を行うことにより、多重された受信信号から希望するユーザの
信号を検出することができる。
【０００３】
一般に拡散符号には、相互相関が存在するため、逆拡散出力には、相互相関が併せて出力
され、干渉信号となる。多重ユーザ数が増大すると、干渉信号も増加し、受信特性が劣化
する。情報（シンボル）周期よりも高速の拡散符号で広帯域の信号に拡散して多重アクセ
ス伝送を行うＣＤＭＡ方式では、パタン既知のパイロット信号が情報信号の間に周期的に
挿入されてフレームを構成している。
【０００４】
ＣＤＭＡ方式による移動体通信システムにおいては、干渉波を低減するため、送信電力を
、受信ＳＩＲ（Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｒａｔｉｏ；信号対干
渉比）に基づいて最適に制御する必要がある。そのため、受信信号のＳＩＲを精度良く推
定することが重要である。なお、ＣＤＭＡ受信装置のＳＩＲについては、特開２０００－
４９６６２号公報、あるいは特開２０００－６８９８１号公報等の記載等も参照される。
【０００５】
移動体通信は、マルチパス環境で使用され、ＣＤＭＡ通信では、パスダイバーシチ方式の
ＲＡＫＥ合成が一般的に用いられている。ＣＤＭＡ受信機では、異なるパス（伝搬路）を
経由した複数の受信信号を、それぞれのパスに応じた受信遅延量で逆拡散（逆拡散を行う
相関器を「レイクフィンガー」ともいう）した後にＲＡＫＥ合成するＲＡＫＥ受信機が用
いられている。
【０００６】
この場合、ＲＡＫＥ合成後のＳＩＲを推定することが必要となる。ＲＡＫＥ合成方式では
、よく知られているように、パス検出部（パスサーチ部）によって検出されたパス遅延情
報に基づいて受信信号を逆拡散し、各パス毎の逆拡散信号をそれぞれ位相検波した後、合
成後のＳＩＲが最大となるように、重み付けを行って加算する。
【０００７】
図５は、ＲＡＫＥ合成後のＳＩＲを推定する従来のＳＩＲ推定装置の構成の一例を示す図
である。図５を参照すると、受信信号１を入力とするパス検出部１０では、パスサーチ範
囲内でそれぞれが異なる遅延量で遅延させた拡散符号（疑似雑音信号）と受信信号の相関
をとる複数の相関器の相関値出力から遅延プロファイルを作成し所定の閾値との比較の結
果、パスの検出を行う。逆拡散器１１１ ～１１Ｋ は、入力された受信信号１と拡散符号と
の相関をとる。逆拡散器１１１ ～１１Ｋ において、不図示の拡散符号発生器からの拡散符
号は、パス検出器１０でのパス遅延量に基づいて遅延される。
【０００８】
ＳＩＲ推定部１２１ ～１２Ｋ は、逆拡散器１１１ ～１１Ｋ の出力をそれぞれ入力し、ＳＩ
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Ｒを推定する。すなわち、同期検波後の信号のうち送信系列が既知であるパイロットシン
ボルを用いて検波後データを、既知である送信系列で逆変調し、その逆変調した信号の電
力の平均値を、逆変調した信号の分散で除することで求められる。すなわち逆変調した既
知のパイロット信号のシンボルの平均をとり、平均の振幅の２乗から信号の電力ＰＳ を計
算する。そして逆変調した信号と平均から、電力の分散ＰＩ を求め、両者の比ＰＳ ／ＰＩ

から、ＳＩＲ推定値Ｒを求める。
【０００９】
合成器１８では、各パス毎のＳＩＲ値をＲｉとした場合、その合計
Σｉ ＝ １

Ｋ Ｒｉ　　…（１）
を出力する。すなわち、ＲＡＫＥ合成後のＳＩＲ出力２は、各パス毎のＳＩＲ値Ｒｉ（ｉ
＝１～Ｋ）とした場合、その合計は、上式（１）で与えられる。
【００１０】
上記したＳＩＲ推定では、まず、各パス毎のＳＩＲ値Ｒｉを推定し、それらを加算するこ
とによって実現される。なお、図５に示した合成器１８の出力は、図示されない送信電力
制御部等に供給され、ＳＩＲの値に基づく送信電力制御に供せられる。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、実際の伝搬環境では、各パスの遅延量が極めて小さくなる場合が想定されるた
め、パス検出部では、１チップ未満の狭いパス間隔で、パス情報を検出することにより、
受信特性の向上を図っている。
【００１２】
このため、実際には、パスが一つしかないときでも、その一つのパスに対して複数のパス
遅延量を検出してくることがある。すなわち、半チップのパス間隔とした場合、１チップ
に２つのパス遅延量が検出される場合がある。
【００１３】
このような場合に、上記した従来のＳＩＲ推定方式では、パスの遅延量の差が小さい場合
、同一のパスに対するＳＩＲを２度加算してしまうため、実際のＳＩＲよりも大きい値を
推定してしまう、という問題が生じる。すなわち、受信特性の向上のために、１チップ未
満のパス間隔でパス情報を検出する構成とした場合、同一パスのＳＩＲを複数回加算して
しまう場合が生じ、その結果、ＳＩＲの測定が不正確となり、正しい電力制御等が行えな
いことになる。
【００１４】
そこで、本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、その課題は、パスの遅延
量の差が小さい場合でも、ＳＩＲを正しく推定可能とするシステムと装置、及び方法を提
供することにある。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決する手段を提供する本発明は、遅延量の差が小さいパスの組に対しては、
両者の搬送波位相を比較し、その差がある閾値以下の場合には、両者は同一のパスとみな
し、両者のＳＩＲのうち大きい方のみをＲＡＫＥ合成後のＳＩＲ算出に用いるようにする
。
【００１６】
本発明は、その一のアスペクト（側面）において、パス検出器で検出されたパス遅延量を
入力し、パス遅延量の差が予め定められた閾値以下のパスの組を抽出する手段と、各パス
に対して、搬送波位相を推定する手段と、パス遅延量の差が予め定められた閾値以下のパ
スの組のパスについて両者の搬送波位相を比較し、その差が予め定められた閾値以下の組
を抽出する手段と、搬送波位相の差が予め定められた閾値以下の組のパスは同一のパスと
みなし、前記組のパスのＳＩＲのうち大きい方を選択的に出力してＳＩＲ合成器でのＳＩ
Ｒ合成の算出に用いるように制御する手段と、を備えている。
【００１７】
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本発明は、他のアスペクト（側面）において、受信信号を入力とするパス検出器で検出さ
れたパス遅延量を入力しパス遅延量の差が予め定められた閾値以下のパスの組を抽出する
ステップと、
前記パス検出器で指定されたパス遅延量に基づき複数の逆拡散器で入力信号を逆拡散する
ステップと、
各パス毎に、それぞれＳＩＲ（Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｒａｔ
ｉｏ）値を推定するステップと、
各パスに対してそれぞれの搬送波位相を推定するステップと、
前記パス遅延量の差が予め定められた閾値以下のパスの組について両者の搬送波位相を比
較し、その差が予め定められた閾値以下の組を抽出するステップと、前記パス遅延量の差
が予め定められた閾値以下のパスの組であり、且つ、前記搬送波位相の差が予め定められ
た閾値以下の組のパスは同一のパスとみなし、前記組のパスのＳＩＲのうち大きい方を選
択してＳＩＲ合成の算出に用いるステップと、を含む。
【００１８】
【発明の実施の形態】
発明の実施の形態について説明する。本発明は、受信信号を入力とするパス検出器（１０
）で検出されたパス遅延量を入力し、パス遅延量の差が予め定められた閾値以下のパスの
組を抽出するパス遅延差比較器（１４）と、パス検出器（１０）で指定されたパス遅延量
に従って逆拡散する複数の逆拡散器（１１１ ～１１Ｋ ）と、各パス毎に、それぞれＳＩＲ
値を推定するＳＩＲ推定器（１２１ ～１２Ｋ ）と、各パスに対して、搬送波位相を推定す
る複数の搬送波位相推定器（１３１ ～１３Ｋ ）と、パス遅延量の差が予め定められた閾値
以下のパスの組のパスについて両者の搬送波位相を比較し、その差が予め定められた閾値
以下の組を抽出する搬送波位相差比較器（１５）と、搬送波位相の差が予め定められた閾
値以下の組のパスは同一のパスとみなし、組のパスのＳＩＲのうち大きい方を選択的に出
力してＳＩＲ合成器（１７）でのＳＩＲの算出に用いるように制御するＳＩＲ比較器（１
６）と、を備えている。以下、各部の機能・動作について概略を説明する。
【００１９】
パス検出器（１０）は、入力された受信信号（１）のパス遅延量を検出する。
【００２０】
複数の逆拡散器（１１１ ～１１Ｋ ）は、パス検出器（１０）で指定されたパス遅延量に従
って入力された受信信号（１）を逆拡散する。
【００２１】
複数のＳＩＲ推定器（１２１ ～１２Ｋ ）は、複数の逆拡散器（１１１ ～１１Ｋ ）のそれぞ
れに対応して設けられ、各パス毎に、それぞれＳＩＲ（Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒ
ｆｅｒｅｎｃｅ　Ｒａｔｉｏ）値を推定する。
【００２２】
複数の搬送波位相推定器（１３１ ～１３Ｋ ）は、複数の逆拡散器（１１１ ～１１Ｋ ）のそ
れぞれに対応して設けられ、各パス毎に、それぞれ搬送波位相（θ１ ～θＫ ）の推定を行
う。
【００２３】
パス遅延差比較器（１４）は、パス検出器（１０）で検出されたパス遅延量（τ１ ～τＫ

）の中から二つの遅延差が予め定められた閾値τｔ ｈ 以下の組を検出する。
【００２４】
搬送波位相差比較器（１５）は、パス遅延差比較器（１４）から出力されたパスの組を入
力し、前記パスの組に対応する二つの搬送波位相の比較を行い、前記位相差が予め定めら
れた閾値θｔ ｈ 以下のパスの組を出力する。
【００２５】
ＳＩＲ比較器（１６）は、複数のＳＩＲ推定器（１２１ ～１２Ｋ ）からのＳＩＲ値出力を
入力し、搬送波位相差比較器（１５）から出力されたパスの組を入力し、該組に対応する
ＳＩＲ値の比較を行い大きい方のみを出力し、搬送波位相差比較器（１５）から出力され
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たパスの組以外のパスについては、前記ＳＩＲ推定器から出力されたＳＩＲをそのまま出
力する。
【００２６】
ＳＩＲ合成器（１７）は、ＳＩＲ値比較器（１６）から出力されたＳＩＲ値を合計したも
のを、合成されたＳＩＲ出力（２）として出力する。
【００２７】
【実施例】
上記した本発明の実施の形態についてさらに詳細に説明すべく、本発明の実施例について
図面を参照して以下に説明する。図１は、本発明の一実施例の構成を示す図である。図１
を参照すると、この実施例において、ＳＩＲ推定装置は、パス検出器１０、Ｋ個（Ｋは２
以上の所定の正整数）の逆拡散器１１１ ～１１Ｋ と、各逆拡散器１１１ ～１１Ｋ に対応し
て設けられたＳＩＲ推定器１２１ ～１２ｋ 及び搬送波位相推定器１３１ ～１３Ｋ と、パス
遅延差比較器１４と、搬送波位相差比較器１５と、ＳＩＲ値比較器１６と、ＳＩＲ合成器
１７と、を備えている。
【００２８】
まず、各部の接続関係（信号の入出力）と機能について説明する。
【００２９】
受信信号１はパス検出器１０に入力され、検出されたパス遅延量τ１ ～τＫ は、逆拡散器
１１１ ～１１Ｋ に分配されるとともに、パス遅延差比較器１４に入力される。
【００３０】
Ｋ個の逆拡散器１１１ ～１１Ｋ の出力は、それぞれ、対応するＳＩＲ推定器１２１ ～１２

Ｋ と搬送波位相推定器１３１ ～１３Ｋ に入力される。
【００３１】
ＳＩＲ推定器１２１ ～１２Ｋ の出力は、ＳＩＲ値比較器１６に入力される。
【００３２】
搬送波位相推定器１３１ ～１３Ｋ の出力は、搬送波位相差比較器１５に入力される。また
、パス遅延差比較器１４の出力も搬送波位相差比較器１５に入力される。
【００３３】
搬送波位相差比較器１５の出力は、ＳＩＲ値比較器１６に入力される。
【００３４】
ＳＩＲ値比較器１６の出力はＳＩＲ合成器１７に入力され、ＳＩＲ合成器１７の出力がＳ
ＩＲ値として、図示されない送信電力制御部等に出力される。
【００３５】
パス検出器１０は、受信信号のパス遅延量τ１ ～τＫ を検出する。
【００３６】
逆拡散器１１１ ～１１Ｋ は、パス検出器１０で指定されたパス遅延量に従って入力信号を
逆拡散する。すなわち、不図示の拡散符号発生器の拡散符号をパス遅延量に基づき遅延さ
せた拡散符号と受信信号との相関を求め出力する。
【００３７】
ＳＩＲ推定器１２１ ～１２Ｋ では、各パス毎に、それぞれＳＩＲ値Ｒ１ ～ＲＫ を推定する
。搬送波位相推定器１３１ ～１３Ｋ では、各パス毎に、搬送波位相θ１ ～θＫ の推定を行
う。
【００３８】
パス遅延差比較器１４では、入力されたパスの中から遅延差｜τｉ －τｊ ｜が、予め定め
られた閾値τｔ ｈ 以下の組（ｉ，ｊ）を検出する。
｜τｉ－τｊ｜≦τｔ ｈ 　　…（２）
【００３９】
搬送波位相差比較器１５では、パス遅延差比較器１４から出力されたパスの組（ｉ，ｊ）
を入力し、パスの組（ｉ，ｊ）の搬送波位相θｉ 、θｊ の比較を行い、位相差がある閾値
θｔ ｈ 以下の組（ｉ’，ｊ’）（組合せ）を出力する。
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｜θｉ’－θｊ’｜≦θｔ ｈ 　　…（３）
【００４０】
ＳＩＲ値比較器１６では、搬送波位相差比較器１５から出力されたパスの組（ｉ’，ｊ’
）を入力し、（ｉ’，ｊ’）に対応するＳＩＲ値Ｒｉ ’ 、Ｒｊ ’ の比較を行い、大きい方
のみを出力する。例えば、Ｒｉ ’ のほうがＲｊ ’ よりも大きい場合、Ｒｉ ’ をＳＩＲ合成
器１７に出力し、Ｒｊ ’ はＳＩＲ合成器１７には出力しない。
【００４１】
ＳＩＲ値比較器１６は、搬送波位相差比較器１５から出力されたパスの組（ｉ’，ｊ’）
以外のパスについては、ＳＩＲ推定器１２から出力されたＳＩＲ値をそのままＳＩＲ合成
器１７に出力する。
【００４２】
ＳＩＲ合成器１７では、ＳＩＲ値比較器１６から出力されたＳＩＲ値を合計して、ＳＩＲ
出力２として出力する。
【００４３】
このように、本発明の一実施例によれば、パス遅延差が所定の閾値τｔ ｈ 以下であり、搬
送波位相差が閾値θｔ ｈ 以下の組が存在する場合、ＳＩＲ値比較器１６は、搬送波位相差
比較器１５から出力されたパスの組（ｉ’，ｊ’）についてＳＩＲ値の大きい方のみを出
力しており、同一パスのＳＩＲ値を二度加算されることはない（この場合、ＳＩＲ値比較
器１６から出力されるＳＩＲ値の総数はＫ個より小となる）。
【００４４】
本発明の一実施例の動作について説明する。受信信号１は、パス検出器１０に入力され、
検出されたパス遅延量τ１ ～τＫ は逆拡散器１１１ ～１１Ｋ に分配されると同時にパス遅
延差比較器１４に入力される。各逆拡散器１１１ ～１１Ｋ では、指定されたパス遅延量に
従って入力信号を逆拡散し、ＳＩＲ推定器と搬送波位相推定器に入力する。ＳＩＲ推定器
１２１ ～１２Ｋ では各パス毎にそれぞれＳＩＲ値を推定しＳＩＲ値比較器１６に出力する
。
【００４５】
搬送波位相推定器１３１ ～１３Ｋ では各パス毎に搬送波位相θ１ ～θＫ の推定を行い搬送
波位相差比較器１５に出力する。
【００４６】
パス遅延差比較器１４では、入力されたパスの中から遅延差がある閾値τｔ ｈ 以下の組（
ｉ，ｊ）を検出し、搬送波位相差比較器１５に出力する。
【００４７】
搬送波位相差比較器１５では、パス遅延差比較器１４から入力したパスの組について、搬
送波位相θｉ 、θｊ の比較を行い、位相差がある閾値θｔ ｈ 以下の組（ｉ’，ｊ’）をＳ
ＩＲ値比較器１６に出力する。
【００４８】
ＳＩＲ値比較器１６では、搬送波位相差比較器１５から入力したパスの組についてはＳＩ
Ｒ値Ｒｉ ’ ，Ｒｊ ’ の比較を行い大きい方のみを、それ以外のパスについてはそのままＳ
ＩＲ合成器１７に出力する。例えば、パス１～６について、パス遅延量の差が閾値τｔ ｈ

以下の組のパス対のうち搬送波位相差が閾値θｔ ｈ 以下の組がパス対（２、３）である場
合、ＳＩＲ値比較器１６は、ＳＩＲ値がＲ３ ＞Ｒ２ の場合、ＳＩＲ推定器１２３ の出力で
あるＳＩＲ値Ｒ３ はＳＩＲ合成器１７に出力し、ＳＩＲ推定器１２２ の出力であるＳＩＲ
値Ｒ２ はＳＩＲ合成器１７には出力しない。ＳＩＲ合成器１７では、ＳＩＲ値比較器１６
から入力されたＳＩＲ値を合計して出力する。
【００４９】
図２は、図１のＳＩＲ推定部１２１ ～１２Ｋ の構成の一例を示す図である。ＳＩＲ推定部
１２１ ～１２Ｋ は同一構成であるため、その一つを説明する。入力信号１２０には、既知
のパイロット信号が含まれており、ユニークワード等に基づく、フレーム同期は、図示さ
れない別の同期回路でとられているものとする。
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【００５０】
図２を参照すると、ＳＩＲ推定部は、逆変調部１２１と、Ｎシンボル平均部１２２、１２
６、電力計算部１２３、１２５、加算器（減算器）１２４、除算器１２７を備えている。
入力信号１のパイロット信号部分に対して逆変調部１２１で逆変調を施し、無変調信号を
得る。逆変調されたパイロット信号をＮシンボル平均部１２２でＮ（但しＮは予め定めら
れた正整数）シンボル間平均して、信号のベクトル平均Ａを算出する（次式（４）参照）
。
【００５１】
Ａ＝Ｐ＋ｊＱ＝（１／Ｎ）Σｉ ＝ １

Ｎ （Ｐｉ＋ｊＱｉ）　…（４）
Ｐ＝（１／Ｎ）Σｉ ＝ １

Ｎ Ｐｉ
Ｑ＝（１／Ｎ）Σｉ ＝ １

Ｎ Ｑｉ
（但し、ｊ２ ＝－１、Ｐ，Ｑは、例えば同相、直交成分）
【００５２】
電力計算部１２３では、ベクトル平均Ａの虚数部（直交成分）を実数部（同相成分）の２
乗の和（振幅の２乗）を求め、信号成分の平均電力Ｐｓを得る（次式（５）参照）。
ＰＳ ＝｛（１／Ｎ）（Σｉ ＝ １

Ｎ Ｐｉ）｝２ ＋｛（１／Ｎ）（Σｉ ＝ １
Ｎ Ｑｉ）｝２ 　…

（５）
【００５３】
逆変調部１２１の出力信号とベクトル平均Ａとの差（Δｉ）を加算器（減算器として機能
する）１２４で計算する（次式（６）参照）。
Δｉ＝（Ｐｉ＋ｊＱｉ）－（Ｐ＋ｊＱ）　　…（６）
【００５４】
電力計算部１２５では、加算器１２４での減算結果である差Δｉの振幅の２乗から電力（
Ｐｉ）を計算する（次式（７）参照）。
Ｐｉ＝（Ｐｉ－Ｐ）２ ＋（Ｑｉ－Ｑ）２ 　…（７）
【００５５】
この電力をＮシンボル平均部１２６で平均をとり、入力信号とベクトル平均Ａとの差の平
均電力（分散に対応）を求める（次式（８）参照）。
ＰＩ ＝（１／Ｎ）Σｉ ＝ １

Ｎ ｛（（Ｐｉ－Ｐ）２ ＋（Ｑｉ－Ｑ）｝２ 　…（８）
【００５６】
除算器１２７では、ＰＳ とＰＩ の比をとることでＳＩＲを求め、出力信号１２８として出
力している。
ＳＩＲ＝ＰＳ ／ＰＩ 　　…（９）
【００５７】
図３は、図１のＳＩＲ推定部１２の構成の別の例を示す図である。この場合も、入力信号
に１２０は、既知のパイロット信号が含まれており、ユニークワード等に基づく、フレー
ム同期は、図示されない別の同期回路でとられているものとする。なお、Ｎシンボル平均
部１２２、電力計算部１２３による信号の平均電力ＰＳは、図２に示したものと同様とさ
れる。
【００５８】
入力信号に対してまず電力計算部１２５で電力を求め、Ｎシンボル平均部１２６で、Ｎシ
ンボル分の電力を平均化して平均電力ＰＴ を求め、加算器（減算器として機能する）１２
４でＰＳ からＰＴ を差し引いて干渉成分の平均電力ＰＩ を得る。
【００５９】
図４は、図１の搬送波位相推定器１３１ ～１３Ｋ の構成の一例を示す図である。搬送波位
相推定器１３１ ～１３Ｋ は同一構成であるためその一つを説明する。図４を参照すると、
搬送波位相推定器は、逆変調部１３１と、Ｎシンボル平均部１３２と、除算部１３３と、
逆タンジェント部１３４とを備えている。入力信号１３０には、既知のパイロット信号が
含まれており、ユニークワード等に基づく、フレーム同期は、図示されない別の同期回路
でとられているものとする。入力信号中のパイロット信号に対して逆変調部１３１で逆変
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調を施すことにより、無変調信号を得る。Ｎシンボル平均部１３２でＮシンボル間平均し
、信号のベクトル平均Ａ＝Ｐ＋ｊＱを算出する。
【００６０】
除算器１３３では、Ｑ／Ｐを求め、逆タンジェント（ａｒｃｔａｎｇｅｎｔ）部１３４で
Ｑ／Ｐのｔａｎ－ １ （逆正接関数値）を求め、搬送波位相θ（θ＝ｔａｎ－ １ （Ｑ／Ｐ）
）を求めることができる。
【００６１】
なお、ＳＩＲ推定器１２、搬送波位相推定器１３等の処理は、例えばＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔ
ａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）等で実現される。本発明に係るＳＩＲ推定装
置、及び方法は、ＳＩＲ測定を高精度に行い、ＣＤＭＡ方式の移動体通信システムの移動
端末、及び／又は、基地局に実装して好適とされる。
【００６２】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、パス遅延量が所定値以下で、搬送波位相差が所定
値以下のパスを同一パスとみなし、大きい方を選択的にＳＩＲ合成に用いる構成としたこ
とにより、マルチパス環境で複数のパスが存在し、その各パスの遅延量の差が小さく近接
している場合であっても、及び、伝搬環境が静的でパス数が少ない場合でも、より正しく
受信ＳＩＲを推定する、ことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例の構成を示す図である。
【図２】本発明の一実施例のＳＩＲ推定器の構成の一例を示す図である。
【図３】本発明の一実施例のＳＩＲ推定器の構成の別の例を示す図である。
【図４】本発明の一実施例の搬送波位相推定器の構成の一例を示す図である。
【図５】従来のＳＩＲ推定装置の構成を示す図である。
【符号の説明】
１　受信信号
２　ＳＩＲ出力
１０　パス検出器
１１　逆拡散器
１２　ＳＩＲ推定器
１３　搬送波位相推定器
１４　パス遅延差比較器
１５　搬送波位相差比較器
１６　ＳＩＲ値比較器
１７　ＳＩＲ合成器
１８　合成器
１２０　入力信号
１２１　逆変調器
１２２、１２６　Ｎシンボル平均部
１２４　加算器
１２３、１２５　電力計算部
１２７　除算器
１２８　ＳＩＲ値出力
１３０　入力信号
１３１　逆変調器
１３２　Ｎシンボル平均部
１３３　除算器
１３４　逆タンジェント部
１３５　搬送波位相出力
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

(11) JP 3580273 B2 2004.10.20



【 図 ５ 】
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