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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報ビットを送信するための有効シンボル期間及びガードインターバルによって構成さ
れている複数の伝送シンボル期間を有するフレームによってＯＦＤＭ信号を送信するＯＦ
ＤＭ送信機であって、
　ＯＦＤＭ受信機からのフィードバック信号に応じて、前記ガードインターバル長を決定
するガードインターバル長決定部と、
　決定された前記ガードインターバル長に基づいて、前記フレーム長を変更することなく
、各伝送シンボル期間内のガードインターバル長を変更するガードインターバル長変更部
と
を具備し、
　前記ガードインターバル長変更部は、
　各伝送シンボル期間において、前記決定されたガードインターバル長と、所定期間が加
えられた前記決定されたガードインターバル長のどちらか一方を選択し、
　各伝送シンボル期間において、選択された前記ガードインターバル長を有するガードイ
ンターバルを前記有効シンボル期間に付加する
ことを特徴とするＯＦＤＭ送信機。
【請求項２】
　情報ビットを送信するための有効シンボル期間及びガードインターバルによって構成さ
れている複数の伝送シンボル期間を有するフレームによってＯＦＤＭ信号を送信するＯＦ
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ＤＭ送信機であって、
　ＯＦＤＭ受信機からのフィードバック信号に応じて、前記ガードインターバル長を決定
するガードインターバル長決定部と、
　決定された前記ガードインターバル長に基づいて、前記フレーム長を変更することなく
、各伝送シンボル期間内のガードインターバル長を変更するガードインターバル長変更部
と
を具備し、
　前記ガードインターバル長変更部は、
　各伝送シンボル期間において、前記決定されたガードインターバル長を有するガードイ
ンターバルを前記有効シンボル期間に付加し、
　前記フレーム内において、前記フレーム長を固定するための所定期間を挿入する
ことを特徴とするＯＦＤＭ送信機。
【請求項３】
　情報ビットを送信するための有効シンボル期間及びガードインターバルによって構成さ
れている複数の伝送シンボル期間を有するフレームによってＯＦＤＭ信号を送信するＯＦ
ＤＭ送信機であって、
　ＯＦＤＭ受信機からのフィードバック信号に応じて、前記ガードインターバル長を決定
するガードインターバル長決定部と、
　決定された前記ガードインターバル長に基づいて、前記フレーム長を変更することなく
、各伝送シンボル期間において、前記ガードインターバルと前記有効シンボル期間との比
を変更するガードインターバル長変更部と
を具備し、
　前記ガードインターバル長変更部は、
　前記決定されたガードインターバル長に基づいて計算されたＤＦＴポイント数を用いて
、前記情報ビットに対してＩＤＦＴ処理を施し、
　前記ＩＤＦＴ処理を施された情報ビットを送信するための有効シンボル期間に前記決定
されたガードインターバル長を有するガードインターバルを付加する
ことを特徴とするＯＦＤＭ送信機。
【請求項４】
　前記ガードインターバル長決定部は、パイロットシンボルを送信するための前記伝送シ
ンボル期間内のガードインターバル長を、他の伝送シンボル期間内のガードインターバル
長より長くすることを特徴とする請求項１～３の何れか一項に記載のＯＦＤＭ送信機。
【請求項５】
　情報ビットを送信するための有効シンボル期間及びガードインターバルによって構成さ
れている複数の伝送シンボル期間を有するフレームによって送信されたＯＦＤＭ信号を受
信するＯＦＤＭ受信機であって、
　受信した前記ＯＦＤＭ信号の自己相関を利用して、受信した前記フレーム内の各伝送シ
ンボル期間におけるガードインターバル長を判定する判定部を具備し、
　前記判定部は、１フレーム単位で算出された前記ＯＦＤＭ信号の自己相関におけるピー
ク数に基づいて、前記ガードインターバル長を判定することを特徴とするＯＦＤＭ受信機
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報ビットを送信するための有効シンボル期間及びガードインターバルによ
って構成されている複数の伝送シンボル期間を有するフレームによってＯＦＤＭ信号を送
信するＯＦＤＭ送信機、及び、当該フレームによって送信されたＯＦＤＭ信号を受信する
ＯＦＤＭ受信機に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、マルチパス環境において、符号間干渉（ＩＳＩ：Ｉｎｔｅｒ　Ｓｙｍｂｏｌ　Ｉ
ｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ）の問題を解決することができる方式として、ＯＦＤＭ（直交周
波数分割多重：Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）方式が注目されている。
【０００３】
　図１９に、従来のＯＦＤＭ送信機の構成を示す。図１９に示すように、従来のＯＦＤＭ
送信機１００は、主として、セグメント部１０１と、符号器１０２と、マップ部１０３と
、ＩＦＦＴ部１０４ａと、ガードインターバル付加部１０４ｂとを具備している。なお、
ＩＦＦＴ部１０４ａ及びガードインターバル付加部１０４ｂは、ＯＦＤＭ信号生成部１０
４を構成する。
【０００４】
　セグメント部１０１は、送信すべき情報ビットを、無線区間伝送用のセグメントに分割
して符号器１０２に出力するものである。符号器１０２は、セグメント部１０１により分
割されたセグメントの各々に対して誤り訂正符号化処理を施してマップ部１０３に出力す
るものである。
【０００５】
　マップ部１０３は、符号器１０２により誤り訂正符号化処理が施されたセグメントの各
々をシンボルにマッピングするものである。例えば、マップ部１０３は、変調方式として
１６ＱＡＭが用いられている場合、４つの「０，１」信号をＩＱ平面上の１６点からなる
１つのシンボルにマッピングするものである。また、マップ部１０３は、上述のシンボル
をサブキャリアにそれぞれマッピングしてＩＦＦＴ部１０４ａに出力するものである。
【０００６】
　ＩＦＦＴ部１０４ａは、マップ部１０３から出力された複数のサブキャリアにマッピン
グされたシンボルを用いて逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ：Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｆａｓｔ　
Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）処理を行い、時間領域の送信信号を出力するもの
である。
【０００７】
　ガードインターバル付与部１０４ｂは、ＩＦＦＴ部１０４ａから出力された送信信号の
一部をコピーして当該送信信号に付与する。ここで、コピーされた送信信号の一部が「ガ
ードインターバル」である。
【０００８】
　送信信号は、情報ビット（シンボル）を送信するための有効シンボル期間にガードイン
ターバルが付与されたフレームによって、ＯＦＤＭ送信機１００のアンテナからＯＦＤＭ
受信機に送信される。
【０００９】
　この結果、例えば、図２０に示すようなマルチパス環境、すなわち、ＯＦＤＭ受信機で
直接波の他に間接波１及び間接波２を受信するような環境においても、適切にＦＦＴウィ
ンドウ位置を設定することによって、ＯＦＤＭ受信機において、ＦＦＴウィンドウ内に、
情報ビットに対応する信号成分、又は、当該情報ビットがサイクリックにシフトされた信
号成分が含まれるように構成することができる。
【００１０】
　したがって、上述のＯＦＤＭ送信機１００を用いた場合、各サブキャリアにおいて、フ
ラットフェージング環境とみなすことができるため、符号間干渉が生じることなく、簡単
にチャネル補償を行うことが可能となる。
【００１１】
　図２１に、従来のＯＦＤＭ受信機の構成を示す。図２１に示すように、従来のＯＦＤＭ
受信機２００は、主として、ガードインターバル除去部２０１と、ＦＦＴ部２０２と、デ
ータ検出部２０３とを具備している。
【００１２】
　ガードインターバル除去部２０１は、受信信号のフレームからガードインターバルを除



(4) JP 4291674 B2 2009.7.8

10

20

30

40

50

去するものである。
【００１３】
　ＦＦＴ部２０２は、設定されているＦＦＴウィンドウによって、ガードインターバル除
去部２０１によりガードインターバルを除去した受信信号を用いて高速フーリエ変換（Ｆ
ＦＴ：Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）処理を行い、各サブキャリアに
対応する周波数領域の信号を出力するものである。
【００１４】
　データ検出部２０３は、ＦＦＴ部２０２によりＦＦＴ処理を施された周波数領域の信号
に対して、チャネル補償処理、デマッピング処理及び誤り訂正復号化処理を施すことによ
って、情報ビットを検出するものである。
【００１５】
　しかしながら、従来のＯＦＤＭ受信機２００は、全てのマルチパス成分がガードインタ
ーバル長以下の遅延で受信される場合、上述の効果を得ることができるが、一部のマルチ
パス成分がガードインターバルを超える遅延後に受信される場合、符号間干渉に加え、サ
ブキャリア間の直交性の乱れに起因するキャリア間干渉を引き起こすという問題点があっ
た。
【００１６】
　したがって、上述の効果を得るためには、従来のＯＦＤＭ受信機２００では、ガードイ
ンターバルを十分に長くする必要があるが、ガードインターバルを長くすると、伝送効率
が低下するという問題点があった。
【００１７】
　かかる問題点を解決するために、ガードインターバル長を適応的に制御する方式が考え
られている（例えば、特許文献１参照）。
【００１８】
　図２２に、かかる方式を採用したＯＦＤＭ受信機の構成を示す。図２２に示すように、
かかるＯＦＤＭ受信機２００は、主として、ガードインターバル除去部２０１と、ＦＦＴ
部２０２と、データ検出部２０３と、チャネル推定部２０４と、インパルスレスポンス長
推定部２０５と、ガードインターバル長更新量決定部２０６と、ガードインターバル長記
憶部２０８とを具備している。
【００１９】
　チャネル推定部２０４は、受信信号に基づいて、ＯＦＤＭ送信機との間の無線チャネル
の推定を行うことによって、周波数領域におけるチャネル推定値を算出するものである（
図２４（ａ）参照）。
【００２０】
　インパルスレスポンス長推定部２０５は、チャネル推定部２０４により算出された周波
数領域におけるチャネル推定値に基づいて、インパルスレスポンス長を推定するものであ
る。図２３に示すように、インパルスレスポンス長推定部２０５は、ＩＦＦＴ部２０５ａ
と、有効パス計測部２０５ｂとを具備している。
【００２１】
　ＩＦＦＴ部２０５ａは、周波数領域におけるチャネル推定値に対して、ＩＦＦＴ処理を
施すことによって、時間領域におけるチャネル推定値を算出する（図２４（ｂ）参照）。
【００２２】
　有効パス計測部２０５ｂは、時間領域におけるチャネル推定値の中から、一定電力を有
するマルチパス成分、すなわち、基準電力を超える電力を有するマルチパス成分のみを有
効パスとし、当該有効パスの数を推定インパルスレスポンス長として出力する。
【００２３】
　ガードインターバル長更新量決定部２０６は、インパルスレスポンス長推定部２０５に
より算出された推定インパルスレスポンス長と、現在のガードインターバル長とを比較し
て、ガードインターバル長の更新量を決定するものである。ガードインターバル長更新量
決定部２０６は、決定したガードインターバル長の更新量を、フィードバック信号によっ
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てＯＦＤＭ送信機に通知すると共に、当該ガードインターバル長の更新量をガードインタ
ーバル長記憶部２０８に記憶する。
【００２４】
　ガードインターバル除去部２０１は、ガードインターバル長記憶部２０８に記憶されて
いる内容に基づいて、ガードインターバルを除去するように構成されている。
【００２５】
　なお、ＦＦＴ部２０２及びデータ検出部２０３の機能は、図２１に示すＦＦＴ部２０２
及びデータ検出部２０３の構成と同一である。
【００２６】
　図２５に、上述の方式を採用したＯＦＤＭ送信機の構成を示す。図２５に示すように、
かかるＯＦＤＭ送信機１００は、主として、セグメント部１０１と、符号器１０２と、マ
ップ部１０３と、ＯＦＤＭ信号生成部１０４と、ガードインターバルポイント数記憶部１
０５と、ガードインターバルポイント数決定部１０６と、フレーム内ビット数記憶部１０
８とを具備している。
【００２７】
　ＯＦＤＭ信号生成部１０４は、図２６に示すように、ＩＦＦＴ部１０４ａと、ガードイ
ンターバル付加部１０４ｂとを具備している。
【００２８】
　ＩＦＦＴ部１０４ａは、設定されているＦＦＴウィンドウによって、マップ部１０３か
ら出力された複数のサブキャリアにマッピングされたシンボルを用いてＩＦＦＴ処理を行
い、時間領域の送信信号を出力するものである。
【００２９】
　ガードインターバル付加部１０４ｂは、ＩＦＦＴ部１０４ａにより出力された時間領域
の送信信号に対して、ガードインターバルポイント数決定部１０６から出力されたガード
インターバルポイント数を有するガードインターバルを付加するものである。
【００３０】
　ガードインターバルポイント数記憶部１０５は、現在のガードインターバルポイント数
を記憶するものである。
【００３１】
　ガードインターバルポイント数決定部１０６は、ＯＦＤＭ受信機２００からのフィード
バック信号（ガードインターバル長の更新量）及びガードインターバルポイント数記憶部
１０５からの現在のガードインターバルポイント数に応じて、以降の伝送シンボル期間内
に設定すべきガードインターバルポイント数を決定するものである。
【００３２】
　ガードインターバルポイント数決定部１０６は、決定したガードインターバルポイント
数を、ガードインターバル付加部１０４ｂ及びガードインターバルポイント数記憶部１０
５に送信する。
【００３３】
　フレーム内ビット数記憶部１０８は、送信信号のフレーム内総ビット数を記憶している
ものである。セグメント部１０１は、当該フレーム内総ビット数に基づいて、入力された
情報ビットを所定のセグメントに分割し、符号器１０２は、当該フレーム内総ビット数に
基づいて、各セグメントに対して所定の誤り訂正符号化処理を施す。
【特許文献１】特開２００２－３７４２２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３４】
　しかしながら、従来のＯＦＤＭ送信機及びＯＦＤＭ受信機では、各伝送シンボル期間内
のガードインターバル長を変更した場合、送信信号のフレーム長が変更されるため、時分
割方式でのマルチユーザアクセスを考慮すると、ユーザに対する帯域の割り当てが非常に
困難になるという問題点があった。
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【００３５】
　そこで、本発明は、以上の点に鑑みてなされたもので、送信信号のフレーム長を変更す
ることなく、各伝送シンボル期間内のガードインターバル長を変更させることによって、
様々な通信環境において良好な受信特性のＯＦＤＭ方式をマルチユーザ環境において実現
可能なＯＦＤＭ送信機及びＯＦＤＭ受信機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００３６】
　本発明の第１の特徴は、情報ビットを送信するための有効シンボル期間及びガードイン
ターバルによって構成されている複数の伝送シンボル期間を有するフレームによってＯＦ
ＤＭ信号を送信するＯＦＤＭ送信機であって、ＯＦＤＭ受信機からのフィードバック信号
に応じて、前記ガードインターバル長を決定するガードインターバル長決定部と、決定さ
れた前記ガードインターバル長に基づいて、前記フレーム長を変更することなく、各伝送
シンボル期間内のガードインターバル長を変更するガードインターバル長変更部とを具備
することを要旨とする。
【００３７】
　本発明の第１の特徴において、前記ガードインターバル長変更部が、各伝送シンボル期
間において、前記決定されたガードインターバル長と、所定期間が加えられた前記決定さ
れたガードインターバル長のどちらか一方を選択し、各伝送シンボル期間において、選択
された前記ガードインターバル長を有するガードインターバルを前記有効シンボル期間に
付加するように構成されていてもよい。
【００３８】
　かかる発明によれば、各伝送シンボル期間長を変更することができるため、送信信号の
フレームの送信開始タイミングが乱れないように、特定のガードインターバルを所定期間
だけ伸張させることによって、送信信号のフレーム長を変更することなく、各伝送シンボ
ル期間内のガードインターバル長を変更することができる。
【００３９】
　本発明の第１の特徴において、前記ガードインターバル長変更部が、各伝送シンボル期
間において、前記決定されたガードインターバル長を有するガードインターバルを前記有
効シンボル期間に付加し、前記フレーム内において、前記フレーム長を固定するための所
定期間を挿入するように構成されていてもよい。
【００４０】
　かかる発明によれば、各伝送シンボル期間長を変更することができるため、送信信号の
フレームの送信開始タイミングが乱れないように、所定期間を挿入することによって、送
信信号のフレーム長を変更することなく、各伝送シンボル期間内のガードインターバル長
を変更することができる。
【００４１】
　本発明の第１の特徴において、前記ガードインターバル長変更部が、前記決定されたガ
ードインターバル長に基づいて、各伝送シンボル期間において、前記ガードインターバル
と前記有効シンボル期間との比を変更するように構成されていてもよい。
【００４２】
　本発明の第１の特徴において、前記ガードインターバル長変更部が、前記決定されたガ
ードインターバル長に基づいて計算されたＤＦＴポイント数を用いて、前記情報ビットに
対してＩＤＦＴ処理を施し、前記ＩＤＦＴ処理を施された情報ビットを送信するための有
効シンボル期間に前記決定されたガードインターバル長を有するガードインターバルを付
加するように構成されていてもよい。
【００４３】
　かかる発明によれば、各伝送シンボル期間長を変更することなく、各伝送シンボル期間
内のガードインターバルと有効シンボル期間との比を変更するため、送信信号のフレーム
長を変更することなく、各伝送シンボル期間内のガードインターバル長を変更することが
できる。
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【００４４】
　また、かかる発明によれば、フレーム内において、伝送シンボルを送信しない期間が生
じないため、伝送効率の向上に資することができる。
【００４５】
　本発明の第１の特徴において、前記ガードインターバル長決定部が、パイロットシンボ
ルを送信するための前記伝送シンボル期間内のガードインターバル長を、他の伝送シンボ
ル期間内のガードインターバル長より長くするように構成されていてもよい。
【００４６】
　かかる発明によれば、ＯＦＤＭ受信機におけるチャネル推定に重要な役割を果たすパイ
ロットシンボルを含む伝送シンボル期間内のガードインターバル長を長くすることによっ
て、パイロットシンボルを含む伝送シンボル期間における受信特性の向上を図ることがで
きる。
【００４７】
　本発明の第２の特徴は、情報ビットを送信するための有効シンボル期間及びガードイン
ターバルによって構成されている複数の伝送シンボル期間を有するフレームによって送信
されたＯＦＤＭ信号を受信するＯＦＤＭ受信機であって、受信した前記ＯＦＤＭ信号の自
己相関を利用して、受信した前記フレーム内の各伝送シンボル期間におけるガードインタ
ーバル長を判定する判定部を具備することを要旨とする。
【００４８】
　本発明の第２の特徴において、前記判定部が、２伝送シンボル期間単位で算出された前
記ＯＦＤＭ信号の自己相関におけるピーク間隔を前記ガードインターバル長として判定す
るように構成されていてもよい。
【００４９】
　また、本発明の第２の特徴において、前記判定部が、少なくとも２種類の遅延量だけ遅
延させた前記ＯＦＤＭ信号の自己相関を算出し、算出した複数の前記ＯＦＤＭ信号の自己
相関の中からピーク値が最大の自己相関を選択し、選択した前記自己相関に対応する遅延
量に基づいて、前記ガードインターバル長を判定するように構成されていてもよい。
【００５０】
　また、本発明の第２の特徴において、前記判定部が、１フレーム単位で算出された前記
ＯＦＤＭ信号の自己相関におけるピーク数に基づいて、前記ガードインターバル長を判定
するように構成されていてもよい。
【００５１】
　また、本発明の第２の特徴において、前記判定部が、１伝送シンボル期間において、前
記ＯＦＤＭ信号の自己相関の移動平均が所定の閾値以上である期間を、前記ガードインタ
ーバル長として判定するように構成されていてもよい。
【００５２】
　かかる発明によれば、ＯＦＤＭ受信機は、ガードインターバル長を予め知ることができ
ない場合であっても、各伝送シンボル期間内のガードインターバル長を推定することがで
きる。
【発明の効果】
【００５３】
　以上説明したように、本発明によれば、送信信号のフレーム長を変更することなく、各
伝送シンボル期間内のガードインターバル長を変更させることによって、様々な通信環境
において良好な受信特性のＯＦＤＭ方式をマルチユーザ環境において実現可能なＯＦＤＭ
送信機及びＯＦＤＭ受信機を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５４】
　（本発明の第１の実施形態）
　以下、図面を参照して、本発明の第１の実施形態に係るＯＦＤＭ送信機について説明す
る。図１は、本実施形態に係るＯＦＤＭ送信機１００の機能ブロック図である。
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　図１に示すように、本実施形態に係るＯＦＤＭ送信機１００は、主として、セグメント
部１０１と、符号器１０２と、マップ部１０３と、ＯＦＤＭ信号生成部１０４と、ガード
インターバルポイント数記憶部１０５と、ガードインターバルポイント数決定部１０６と
、フレーム長調整部１０７とを具備している。
【００５６】
　セグメント部１０１、符号器１０２及びマップ部１０３の機能は、従来のＯＦＤＭ送信
機における各部の機能と同一である。
【００５７】
　フレーム長調整部１０７は、ガードインターバルポイント数決定部１０６からの指示に
応じて、現在のガードインターバルポイント数に基づいて、ガードインターバルポイント
更新量とＯＦＤＭシンボル生成情報信号とフレーム内総ビット数とを計算するものである
。
【００５８】
　ここで、ガードインターバルポイント数決定部１０６からの指示は、ガードインターバ
ルを長くする旨の指示、又は、ガードインターバルを短くする旨の指示のどちらかである
ものとする。
【００５９】
　また、フレーム長調整部１０７は、ガードインターバルポイント更新量をガードインタ
ーバルポイント数決定部１０６に出力し、ＯＦＤＭシンボル生成情報信号をＯＦＤＭ信号
生成部１０４に出力し、フレーム内総ビット数をセグメント部１０１及び符号器１０２に
出力する。
【００６０】
　具体的には、フレーム長調整部１０７は、図２に示すように、フレーム内伝送シンボル
数計算部１０７ａと、ガードインターバルポイント数更新量計算部１０７ｂと、ガードイ
ンターバルポイント数更新量記憶部１０７ｃと、フレーム内総ビット数計算部１０７ｄと
、調整時間計算部１０７ｅとを具備している。
【００６１】
　フレーム内伝送シンボル数計算部１０７ａは、現在のガードインターバルポイント数を
（式１）に適用して、フレーム内伝送シンボル数を算出する。
【数１】

【００６２】
　ここで、ガードインターバルポイント数は、各伝送シンボル期間内のガードインターバ
ルにおける離散複素信号数を示し、ＦＦＴポイント数は、各伝送シンボル期間内の情報ビ
ットが挿入され得る有効シンボル期間における離散複素信号数を示す。また、フレーム内
総ポイント数は、フレームにおける総離散複素信号数を示す。
【００６３】
　ガードインターバルポイント数更新量計算部１０７ｂは、現在のガードインターバルポ
イント数と、フレーム内伝送シンボル数計算部１０７ａからのフレーム内伝送シンボル数
とを、ガードインターバル長を長くする場合は（式２）に適用して、また、ガードインタ
ーバル長を短くする場合は（式３）に適用して、ガードインターバルポイント数更新量を
算出するものである。

【数２】
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【数３】

【００６４】
　なお、ガードインターバルポイント数更新量計算部１０７ｂは、（式２）及び（式３）
の計算を予め実行した結果をガードインターバルポイント数更新量記憶部１０７ｃに記憶
しておき、ガードインターバルポイント数決定部１０６からの指示に応じて、適切なガー
ドインターバルポイント数更新量を選択して提供するように構成されていてもよい。
【００６５】
　また、ガードインターバルポイント数更新量計算部１０７ｂは、ガードインターバルポ
イント数が規定の最大値となっている場合、ガードインターバル長を長くする場合のガー
ドインターバルポイント数更新量を「０」とし、ガードインターバルポイント数が規定の
最小値となっている場合、ガードインターバル長を短くする場合のガードインターバルポ
イント数更新量を「０」とする。
【００６６】
　フレーム内総ビット数計算部１０７ｄは、フレーム内伝送シンボル数計算部１０７ａか
らのフレーム内伝送シンボル数に応じて、（式４）を用いて、フレーム内総ビット数を算
出するものである。
【００６７】
　（フレーム内総ビット数）＝（フレーム内伝送シンボル数）×（サブキャリア数）×（
補正項）　…　（式４）
　ここで、補正項は、符号化率や変調多値数等を考慮するためのものである。
【００６８】
　なお、フレーム内総ビット数は、セグメント部１０１及び符号器１０２に入力される。
セグメント部１０１は、入力されたフレーム内総ビット数に基づいて、入力された情報ビ
ットをセグメント化する。
【００６９】
　調整時間計算部１０７ｅは、（式５）に、現在のガードインターバルポイント数とフレ
ーム内伝送シンボル数計算部１０７ａからのフレーム内伝送シンボル数とを適用して、フ
レーム長を一定に保つために必要な調整時間（所定期間）を算出するものである。
【００７０】
　（調整時間）＝（フレーム内総ポイント数）―（フレーム内伝送シンボル数）×｛（Ｆ
ＦＴポイント数）＋（ガードインターバルポイント数）｝　…　（式５）
　調整時間計算部１０７ｅは、算出した調整時間を含むＯＦＤＭ信号生成情報信号をＯＦ
ＤＭ生成部１０４に出力する。
【００７１】
　ＯＦＤＭ信号生成部１０４は、マップ部１０３からの各サブキャリアにマッピングされ
たシンボルと、ガードインターバルポイント数決定部１０６からのガードインターバルポ
イント数と、フレーム長調整部１０７からのＯＦＤＭ信号生成情報信号とに基づいて、複
数の伝送シンボル期間を有するフレームによって送信されるＯＦＤＭ信号（送信信号）を
生成するものである。
【００７２】
　すなわち、ＯＦＤＭ信号生成部１０４は、ガードインターバルポイント数決定部１０６
により決定されたガードインターバル長に基づいて、ＯＦＤＭ信号のフレーム長を変更す
ることなく、各伝送シンボル期間内のガードインターバル長を変更するように構成されて
いる。
【００７３】
　具体的には、ＯＦＤＭ信号生成部１０４は、図３に示すように、ＩＦＦＴ部１０４ａと
、ガードインターバル付加部１０４ｂと、加算部１０４ｃと、選択部１０４ｄとを具備す
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る。
【００７４】
　ＩＦＦＴ部１０４ａは、マップ部１０３から出力された複数のサブキャリアにマッピン
グされたシンボルを用いて逆高速フーリエ変換処理を行い、時間領域の送信信号をガード
インターバル付加部１０４ｂに出力する。
【００７５】
　加算部１０４ｃは、各伝送シンボル期間において、ガードインターバルポイント数決定
部１０６からのガードインターバルポイント数に、フレーム長調整部１０７からのＯＦＤ
Ｍ信号生成情報信号に含まれる調整時間に対応するポイント数（離散複素信号数）を加算
するものである。
【００７６】
　選択部１０４ｄは、各伝送シンボル期間において、ガードインターバルポイント数決定
部１０６からのガードインターバルポイント数と、加算部１０４ｃから出力されたガード
インターバルポイント数（調整時間に対応するポイント数が加えられた当該ガードインタ
ーバルポイント数）のどちらか一方を選択するものである。
【００７７】
　選択部１０４ｄは、各フレーム内で、１つの伝送シンボル期間において、加算部１０４
ｃから出力されたガードインターバルポイント数を選択するように構成されていてもよい
し、複数の伝送シンボル期間において、加算部１０４ｃから出力されたガードインターバ
ルポイント数を選択するように構成されていてもよい。
【００７８】
　また、選択部１０４ｄは、ガードインターバルポイント数決定部１０６からの指示に応
じて、上述の選択を行うように構成されていてもよい。
【００７９】
　ガードインターバル付加部１０４ｂは、選択部１０４ｄから出力されたガードインター
バルポイント数に対応するガードインターバル長を有するガードインターバルを、ＩＦＦ
Ｔ部１０４ａからの時間領域の送信信号を構成する各伝送シンボル期間内の有効シンボル
期間に付加するように構成されている。
【００８０】
　ガードインターバルポイント数記憶部１０５は、ガードインターバルポイント数決定部
１０６によって決定された現在のガードインターバルポイント数を記憶するものである。
また、ガードインターバルポイント数記憶部１０５は、要求に応じて、ガードインターバ
ルポイント数決定部１０６に対して記憶している現在のガードインターバルポイント数を
提供することができる。
【００８１】
　ガードインターバルポイント数決定部１０６は、ＯＦＤＭ受信機２００からのフィード
バック信号に応じて、ガードインターバルポイント数記憶部１０５からの現在のガードイ
ンターバルポイント数とフレーム長調整部１０７からのガードインターバルポイント更新
量とに基づいて、各伝送シンボル期間内のガードインターバル長（ガードインターバルポ
イント数）を決定するものである。
【００８２】
　なお、フィードバック信号は、ＯＦＤＭ受信機２００から周期的に送信されるものであ
って、ガードインターバル長を「長くする」、「短くする」又は「維持する」のいずれか
の指示が含まれるものとする。
【００８３】
　ガードインターバルポイント数決定部１０６は、決定したガードインターバルポイント
数を、ＯＦＤＭ信号生成部１０４とガードインターバルポイント数記憶部１０５とフレー
ム長調整部１０７とに対して出力する。
【００８４】
　なお、ガードインターバルポイント数決定部１０６は、フレーム毎にガードインターバ
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ルポイント数を決定するように構成されていてもよいし、伝送シンボル期間ごとにガード
インターバルポイント数を決定するように構成されていてもよい。
【００８５】
　図４（ａ）に、本実施形態に係るＯＦＤＭ送信機１００によってガードインターバル長
が伸張される前のフレーム構成を示し、図４（ｂ）に、本実施形態に係るＯＦＤＭ送信機
１００によってガードインターバル長が伸張された後のフレーム構成を示す。
【００８６】
　図４（ａ）及び図４（ｂ）から分かるように、本実施形態に係るＯＦＤＭ送信機１００
によれば、各伝送シンボル期間長が変更されているが、送信信号のフレームの送信開始タ
イミングが乱れないように、特定のガードインターバルＡを所定期間（調整時間）だけ伸
張させることによって、送信信号のフレーム長を変更することなく、各伝送シンボル期間
内のガードインターバル長を変更することができる。
【００８７】
　（変更例１）
　図５及び図６を参照して、上述の第１の実施形態に係るＯＦＤＭ送信機１００の変更例
１について説明する。以下、本変更例に係るＯＦＤＭ送信機１００について、上述の第１
の実施形態に係るＯＦＤＭ送信機１００との相違点について主として説明する。
【００８８】
　本変更例に係るＯＦＤＭ送信機１００のＯＦＤＭ信号生成部１０４は、図５に示すよう
に、ＩＦＦＴ部１０４ａと、ガードインターバル付加部１０４ｂと、調整時間付加部１０
４ｅとを具備している。
【００８９】
　本変更例に係るガードインターバル付加部１０４ｂは、各伝送シンボル期間において、
ガードインターバルポイント数決定部１０６によって決定されたガードインターバルポイ
ント数に対応するガードインターバル長を有するガードインターバルを、ＩＦＦＴ部１０
４ａからの時間領域の送信信号を構成する各伝送シンボル期間内の有効シンボル期間に付
加するように構成されている。
【００９０】
　調整時間付加部１０４ｅは、フレーム内において、フレーム長調整部１０７からのＯＦ
ＤＭ信号生成情報信号に含まれている調整時間を挿入するように構成されている。ここで
、調整時間は、送信信号のフレームのフレーム長を固定するための所定期間であって、伝
送シンボルが送信されない期間である。調整時間付加部１０４ｅは、当該調整時間を、フ
レームの先頭や末尾に挿入してもよいし、フレーム内の特定位置に挿入してもよい。
【００９１】
　図６（ａ）及び図６（ｂ）から分かるように、本実施形態に係るＯＦＤＭ送信機１００
によれば、各伝送シンボル期間長が変更されているが、送信信号のフレームの送信開始タ
イミングが乱れないように、フレームの末尾に所定期間（調整時間）を挿入することによ
って、送信信号のフレーム長を変更することなく、各伝送シンボル期間内のガードインタ
ーバル長を変更することができる。
【００９２】
　（本発明の第２の実施形態）
　図７乃至図９を参照して、本発明の第２の実施形態に係るＯＦＤＭ送信機１００につい
て説明する。以下、本実施形態に係るＯＦＤＭ送信機１００について、上述の第１の実施
形態に係るＯＦＤＭ送信機１００との相違点について主として説明する。
【００９３】
　本実施形態に係るＯＦＤＭ送信機１００のフレーム長調整部１０７は、図７に示すよう
に、フレーム内伝送シンボル数計算部１０７ａと、ガードインターバルポイント数更新量
計算部１０７ｂと、ガードインターバルポイント数更新量記憶部１０７ｃと、フレーム内
総ビット数計算部１０７ｄと、ＤＦＴポイント数計算部１０７ｆとを具備している。
【００９４】
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　ガードインターバルポイント数更新量計算部１０７ｂは、ガードインターバルポイント
数決定部１０６からの指示に応じて、現在のガードインターバルポイント数に基づいて、
ガードインターバルポイント数更新量を算出するものである。例えば、ガードインターバ
ルポイント数更新量計算部１０７ｂは、ガードインターバルポイント数決定部１０６から
の指示に応じて、規定のガードインターバルポイント数更新量を選択するように構成され
ていてもよい。
【００９５】
　また、ガードインターバルポイント数更新量計算部１０７ｂは、ガードインターバルポ
イント数が規定の最大値となっている場合、ガードインターバル長を長くする場合のガー
ドインターバルポイント数更新量を「０」とし、ガードインターバルポイント数が規定の
最小値となっている場合、ガードインターバル長を短くする場合のガードインターバルポ
イント数更新量を「０」とする。
【００９６】
　ガードインターバルポイント数更新量計算部１０７ｂは、算出したガードインターバル
ポイント数更新量を、ガードインターバルポイント数更新量記憶部１０７ｃとＤＦＴポイ
ント数計算部１０７ｆとに対して出力する。
【００９７】
　ＤＦＴポイント数計算部１０７ｆは、規定の伝送シンボル期間内ポイント数から現在の
ガードインターバルポイント数を減算することで、ＤＦＴ（離散フーリエ変換：Ｄｉｓｃ
ｒｅｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）ポイント数を算出して、ＯＦＤＭ信号
生成情報信号に含めて出力する。
【００９８】
　本実施形態に係るＯＦＤＭ送信機１００のＯＦＤＭ信号生成部１０４は、図８に示すよ
うに、ＩＤＦＴ部１０４ｆと、ガードインターバル付加部１０４ｂとを具備している。
【００９９】
　ＩＤＦＴ部１０４ｆは、フレーム長調整部１０７からのＯＦＤＭ信号生成情報信号に含
まれているＤＦＴポイント数によって、マップ部１０３から出力された複数のサブキャリ
アにマッピングされたシンボル（情報ビット）に対して逆離散フーリエ変換（ＩＤＦＴ：
Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）処理を行い
、時間領域の送信信号をガードインターバル付加部１０４ｂに出力する。
【０１００】
　ガードインターバル付加部１０４ｂは、ＩＤＦＴ処理を施された情報ビットを送信する
ための有効シンボル期間（時間領域の送信信号）に対して、ガードインターバルポイント
数決定部１０６からのガードインターバルポイント数に対応するガードインターバル長を
有するガードインターバルを付加するように構成されている。
【０１０１】
　この結果、ＯＦＤＭ信号生成部１０４は、ガードインターバルポイント数決定部１０６
によって決定されたガードインターバル長に基づいて、送信信号のフレーム長を変更する
ことなく、各伝送シンボル期間において、ガードインターバルと有効シンボル期間との比
を変更することができる。
【０１０２】
　ＯＦＤＭ信号生成部１０４は、同一のフレーム内において、伝送シンボル期間ごとに、
ガードインターバルと有効シンボル期間との比を変更するように構成されていてもよい。
【０１０３】
　図９（ａ）及び図９（ｂ）から分かるように、本実施形態に係るＯＦＤＭ送信機１００
によれば、各伝送シンボル期間長を変更することなく、各伝送シンボル期間内のガードイ
ンターバルと有効シンボル期間との比を変更するため、送信信号のフレーム長を変更する
ことなく、各伝送シンボル期間内のガードインターバル長を変更することができる。
【０１０４】
　また、本実施形態に係るＯＦＤＭ送信機１００によれば、フレーム内において、伝送シ
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ンボルを送信しない期間が生じないため、伝送効率の向上に資することができる。
【０１０５】
　（本発明の第３の実施形態）
　次に、本発明の第３の実施形態に係るＯＦＤＭ送信機１００について説明する。背景技
術に示したように、ＯＦＤＭ送信機１００において、ガードインターバルを適切に選択す
るためには、チャネルにおけるインパルスレスポンス長を正確に推定する必要がある。
【０１０６】
　しかしながら、パイロットシンボルを含む伝送シンボル期間において符号間干渉の影響
を受けると、ＯＦＤＭ送信機１００において、ガードインターバルを適切に選択すること
ができなくなる可能性がある。
【０１０７】
　したがって、本実施形態に係るＯＦＤＭ送信機１００のガードインターバルポイント数
決定部１０６は、パイロットシンボルを送信するための伝送シンボル期間内のガードイン
ターバル長を、他の伝送シンボル期間内のガードインターバル長より長くするように構成
されている。
【０１０８】
　本実施形態に係るＯＦＤＭ送信機１００によれば、ＯＦＤＭ受信機２００におけるチャ
ネル推定に重要な役割を果たすパイロットシンボルを含む伝送シンボル期間内のガードイ
ンターバル長を長くすることによって、パイロットシンボルを含む伝送シンボル期間にお
ける受信特性の向上を図ることができる。
【０１０９】
　（本発明の第４の実施形態）
　図１０乃至図１２を参照して、本発明の第４の実施形態に係るＯＦＤＭ受信機２００に
ついて説明する。
【０１１０】
　図１６に示す従来のＯＦＤＭ受信機２００は、ガードインターバルの更新タイミングが
分かっており、現在のガードインターバル長を予め知っている場合に用いられるものであ
る。したがって、従来のＯＦＤＭ受信機２００は、ガードインターバル長を推定すること
はできない。
【０１１１】
　しかしながら、実際には、フィードバック回線に誤りが生じる確率を「０」にすること
は困難であり、また、誤りがほとんど生じないようなフィードバック回線を設計するには
、より広い帯域を必要とするという問題点があった。
【０１１２】
　したがって、本実施形態に係るＯＦＤＭ受信機２００は、このような問題点を解決する
ためのものであり、従来のＯＦＤＭ受信機２００の構成に加えて、図１０に示すように、
受信信号の自己相関を利用して、受信したフレーム内の各伝送シンボル期間におけるガー
ドインターバル長を判定するガードインターバル長判定部２０７を具備するように構成さ
れている。
【０１１３】
　第１に、伝送シンボル期間が可変の場合のガードインターバル長判定部２０７について
説明する（第１の実施形態に係るＯＦＤＭ送信機に適応可能）。
【０１１４】
　かかる場合、ガードインターバル長判定部２０７は、図１１に示すように、複素共役計
算部２０７ａと、遅延部２０７ｂと、相関部２０７ｃと、移動平均部２０７ｄと、ピーク
間隔検出部２０７ｅと、ガードインターバル長算出部２０７ｆとを具備している。
【０１１５】
　かかる構成を具備するガードインターバル長判定部２０７は、ＯＦＤＭ信号の自己相関
におけるピーク間隔をガードインターバル長として判定するように構成されている。以下
、具体的なガードインターバル長の判定方法を示す。
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【０１１６】
　複素共役計算部２０７ａは、現時点の受信信号の複素共役を算出するものである。遅延
部２０７ｂは、当該受信信号を１ポイントづつ遅延させるものである。
【０１１７】
　図１２に示すように、相関部２０７ｃは、複素共役計算部２０７ａから出力された複素
共役と遅延部２０７ｂから出力された受信信号とを用いて、２伝送シンボル単位で、受信
信号の自己相関を算出するものである。図１２（ｂ）に、相関部２０７によって算出され
た受信信号の自己相関の一例を示す。
【０１１８】
　移動平均部２０７ｄは、相関部２０７によって算出された自己相関について、ガードイ
ンターバルにわたる移動平均を算出する。ここで、ガードインターバル長が可変であるの
で、上述の移動平均の計算には、例えば、最長のガードインターバル長を有するガードイ
ンターバルを用いる。図１２（ｃ）に、移動平均部２０７ｄによって算出された受信信号
の自己相関の移動平均の一例を示す。
【０１１９】
　ピーク間隔検出部２０７ｅは、移動平均部２０７ｄにより算出された受信信号の自己相
関の移動平均に基づいて、ピークの検出される間隔を検出する。ここで、ピーク間隔検出
部２０７ｅにより検出されたピーク間隔は、伝送シンボル期間と一致する。
【０１２０】
　したがって、ガードインターバル長算出部２０７ｆは、ピーク間隔検出部２０７ｅによ
り検出されたピーク間隔から有効シンボル期間長を減算した結果を、推定ガードインター
バル長として出力する。なお、ＯＦＤＭ受信機２００は、有効シンボル期間長（固定長）
について既知である。
【０１２１】
　第２に、伝送シンボル期間が可変であり、かつ、有効シンボル期間が固定である場合の
ガードインターバル長判定部２０７について説明する（第１の実施形態に係るＯＦＤＭ送
信機に適応可能）。
【０１２２】
　かかる場合、ガードインターバル長判定部２０７は、図１３に示すように、複素共役計
算部２０７ａと、遅延部２０７ｂと、相関部２０７ｃと、移動平均部２０７ｄと、ピーク
数計数部２０７ｇと、ガードインターバル長算出部２０７ｆとを具備している。
【０１２３】
　かかる構成を具備するガードインターバル長判定部２０７は、１フレーム単位で算出さ
れたＯＦＤＭ信号の自己相関におけるピーク数に基づいて、ガードインターバル長を判定
するように構成されている。以下、具体的なガードインターバル長の判定方法を示す。
【０１２４】
　ピーク数検出部２０７ｇは、移動平均部２０７ｄから出力された受信信号の自己相関の
移動平均に基づいて、１フレーム内で検出されたピーク数を計数するものである。図１４
に示すように、１フレーム内で検出されたピーク数は、１フレーム内の伝送シンボル数に
該当する。したがって、ガードインターバル長算出部２０７ｆは、以下の式に基づいて、
推定ガードインターバル長を算出する。ここで、ＯＦＤＭ受信機２００は、有効シンボル
期間長（固定長）について既知であるものとする。
【０１２５】
　（伝送シンボル期間）＝（フレーム長）／（ピーク数）
　（推定ガードインターバル長）＝（伝送シンボル期間）－（有効シンボル期間）
　第３に、伝送シンボル期間が固定の場合のガードインターバル長判定部２０７について
説明する（第２の実施形態に係るＯＦＤＭ送信機に適応可能）。
【０１２６】
　本実施形態では、選択されるＤＦＴポイント数（有効シンボル期間長）が２種類の場合
（Ｄ１及びＤ２）について説明するが、本実施形態に係るＯＦＤＭ受信機２００は、選択
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されるＤＦＴポイント数が３種類以上の場合についても容易に拡張可能である。
【０１２７】
　かかる場合、ガードインターバル長判定部２０７は、図１５に示すように、複素共役計
算部２０７ａと、Ｄ１遅延部２０７ｂ１と、Ｄ２遅延部２０７ｂ２と、相関部２０７ｃ１

と、相関部２０７ｃ２と、移動平均部２０７ｄ１と、移動平均部２０７ｄ２と、ピーク間
隔検出部２０７ｅ１と、ピーク間隔検出部２０７ｅ２と、ガードインターバル長算出部２
０７ｆとを具備している。
【０１２８】
　かかる構成を具備するガードインターバル長算出部２０７ｆは、少なくとも２種類の遅
延量（Ｄ１、Ｄ２）だけ遅延させたＯＦＤＭ信号の自己相関を算出し、算出した複数のＯ
ＦＤＭ信号の自己相関の中からピーク値が最大の自己相関を選択し、選択した自己相関に
対応する遅延量に基づいて、ガードインターバル長を判定するように構成されている。以
下、具体的なガードインターバル長の判定方法を示す。
【０１２９】
　複素共役計算部２０７ａは、現時点の受信信号の複素共役を算出するものである。Ｄ１
遅延部２０７ｂ１は、当該受信信号をＤ１ポイントだけ遅延させ、Ｄ２遅延部２０７ｂ２

は、当該受信信号をＤ２ポイントだけ遅延させるものである。
【０１３０】
　相関部２０７ｃ１は、１伝送シンボル単位で、複素共役計算部２０７ａから出力された
受信信号の複素共役とＤ１遅延部２０７ｂ１から出力された受信信号との自己相関を算出
し、相関部２０７ｃ２は、１伝送シンボル単位で、複素共役計算部２０７ａから出力され
た受信信号の複素共役とＤ２遅延部２０７ｂ２から出力された受信信号との自己相関を算
出するものである。
【０１３１】
　移動平均部２０７ｄ１は、相関部２０７１によって算出された自己相関についてのガー
ドインターバル（例えば、最長のガードインターバル）にわたる移動平均を算出し、移動
平均部２０７ｄ２は、相関部２０７２によって算出された自己相関についてのガードイン
ターバル（例えば、最小のガードインターバル）にわたる移動平均を算出する。
【０１３２】
　ピーク検出部２０７ｅ１及び２０７ｅ２は、それぞれ、１伝送シンボル単位で、移動平
均部２０７ｄ１及び移動平均部２０７ｄ２によって算出された自己相関の移動平均のピー
ク値を検出するものである。
【０１３３】
　ここで、ＯＦＤＭ送信機１００によって使用されている有効シンボル期間によりに近い
有効シンボル期間の遅延を用いて算出された自己相関に、より大きいピーク値が検出され
ることから、ガードインターバル長算出部２０７ｆは、ピークがより大きい自己相関を算
出する際に用いられたＤＦＴポイント数を選択し、固定長を有する伝送シンボル期間長か
ら有効シンボル期間を減算した結果を、推定ガードインターバル長として出力する。
【０１３４】
　図１６の例では、ピーク検出部２０７ｅ２から出力された移動平均のピーク値の方が、
ピーク検出部２０７ｅ１から出力された移動平均のピーク値よりも大きいため、ガードイ
ンターバル長算出部２０７ｆは、固定長を有する伝送シンボル期間長から有効シンボル期
間Ｄ２を減算した結果を、推定ガードインターバル長として出力する。
【０１３５】
　第４に、伝送シンボル期間が固定の場合であっても可変の場合であっても適応可能なガ
ードインターバル長判定部２０７について説明する。
【０１３６】
　かかる場合、ガードインターバル長判定部２０７は、図１７に示すように、複素共役計
算部２０７ａと、遅延部２０７ｂと、相関部２０７ｃと、移動平均部２０７ｄと、ガード
インターバル長算出部２０７ｆとを具備している。
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【０１３７】
　かかる構成を具備するガードインターバル長算出部２０７ｆは、１伝送シンボル期間に
おいて、ＯＦＤＭ信号の自己相関の移動平均が所定の閾値以上である期間を、ガードイン
ターバル長として判定するように構成されている。以下、具体的なガードインターバル長
の判定方法を示す。
【０１３８】
　移動平均部２０７ｄは、比較的短いウィンドウで、相関部２０７ｅから出力された受信
信号の自己相関の移動平均を算出するものである。図１８に、移動平均部２０７ｄによっ
て算出された移動平均の一例を示す。
【０１３９】
　ガードインターバル長算出部２０７ｆは、移動平均部２０７から出力された移動平均が
所定の閾値Ｔｈ以上である期間を、推定ガードインターバル長として算出する。
【０１４０】
　ここで、本実施形態では、１伝送シンボル或いは２伝送シンボルのみを用いてガードイ
ンターバル長を推定する方法を示したが、本発明は、これに限定されることなく、３以上
の伝送シンボルを用いてガードインターバル長を推定するように構成されていてもよい。
【０１４１】
　また、上述のガードインターバル長の判定方法のうち、ピーク数を計測する判定方法以
外は、複数の伝送シンボルから得られるピーク出力やピーク間隔を平均化して、ガードイ
ンターバル長を判定してもよい。
【０１４２】
　また、上述のガードインターバル長の判定方法のうち、ピーク間隔を計測する判定方法
以外は、必ずしも移動平均を取らなくてもよい。
【０１４３】
　なお、かかる推定ガードインターバル長を用いて、ガードインターバル除去部２０１は
、受信信号からのガードインターバルの除去処理を行い、チャネル推定部２０４は、受信
信号についてのチャネル推定処理を行う。
【０１４４】
　本実施形態に係るＯＦＤＭ受信機２００によれば、ＯＦＤＭ受信機２００において、ガ
ードインターバル長を予め知ることができない場合であっても、各伝送シンボル期間内の
ガードインターバル長を推定することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１４５】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るＯＦＤＭ送信機の機能ブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係るＯＦＤＭ送信機のフレーム長調整部の機能ブロッ
ク図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係るＯＦＤＭ送信機のＯＦＤＭ信号生成部の機能ブロ
ック図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係るＯＦＤＭ送信機によって送信される送信信号のフ
レーム構成を示す図である。
【図５】本発明の変更例１に係るＯＦＤＭ送信機のＯＦＤＭ信号生成部の機能ブロック図
である。
【図６】本発明の変更例１に係るＯＦＤＭ送信機によって送信される送信信号のフレーム
構成を示す図である。
【図７】本発明の第２の実施形態に係るＯＦＤＭ送信機のフレーム長調整部の機能ブロッ
ク図である。
【図８】本発明の第２の実施形態に係るＯＦＤＭ送信機のＯＦＤＭ信号生成部の機能ブロ
ック図である。
【図９】本発明の第２の実施形態に係るＯＦＤＭ送信機によって送信される送信信号のフ
レーム構成を示す図である。
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【図１０】本発明の第４の実施形態に係るＯＦＤＭ受信機の機能ブロック図である。
【図１１】本発明の第４の実施形態に係るＯＦＤＭ受信機の第１のガードインターバル長
判定部の機能ブロック図である。
【図１２】本発明の第４の実施形態に係るＯＦＤＭ受信機の第１のガードインターバル長
判定部におけるガードインターバル長を判定する方法を説明するための図である。
【図１３】本発明の第４の実施形態に係るＯＦＤＭ受信機の第２のガードインターバル長
判定部の機能ブロック図である。
【図１４】本発明の第４の実施形態に係るＯＦＤＭ受信機の第２のガードインターバル長
判定部におけるガードインターバル長を判定する方法を説明するための図である。
【図１５】本発明の第４の実施形態に係るＯＦＤＭ受信機の第３のガードインターバル長
判定部の機能ブロック図である。
【図１６】本発明の第４の実施形態に係るＯＦＤＭ受信機の第３のガードインターバル長
判定部におけるガードインターバル長を判定する方法を説明するための図である。
【図１７】本発明の第４の実施形態に係るＯＦＤＭ受信機の第４のガードインターバル長
判定部の機能ブロック図である。
【図１８】本発明の第４の実施形態に係るＯＦＤＭ受信機の第４のガードインターバル長
判定部におけるガードインターバル長を判定する方法を説明するための図である。
【図１９】従来技術１に係るＯＦＤＭ送信機の機能ブロック図である。
【図２０】従来技術１に係るＯＦＤＭ受信機においてマルチパス伝搬路を介して受信され
る信号を示す図である。
【図２１】従来技術１に係るＯＦＤＭ受信機の機能ブロック図である。
【図２２】従来技術２に係るＯＦＤＭ受信機の機能ブロック図である。
【図２３】従来技術２に係るＯＦＤＭ受信機のインパルスレスポンス長推定部の機能ブロ
ック図である。
【図２４】従来技術２に係るＯＦＤＭ受信機のインパルスレスポンス長推定部のの動作を
説明するための図である。
【図２５】従来技術２に係るＯＦＤＭ送信機の機能ブロック図である。
【図２６】従来技術２に係るＯＦＤＭ送信機のＯＦＤＭ信号生成部の機能ブロック図であ
る。
【符号の説明】
【０１４６】
１００…ＯＦＤＭ送信機
１０１…セグメント部
１０２…符号器
１０３…マップ部
１０４…ＯＦＤＭ信号生成部
１０４ａ…ＩＦＦＴ部
１０４ｂ…ガードインターバル付加部
１０４ｃ…加算部
１０４ｄ…選択部
１０４ｅ…調整時間付加部
１０４ｆ…ＩＤＦＴ部
１０５…ガードインターバルポイント数記憶部
１０６…ガードインターバルポイント数決定部
１０７…フレーム長調整部
１０７ａ…フレーム内伝送シンボル数計算部
１０７ｂ…ガードインターバルポイント数更新量計算部
１０７ｃ…ガードインターバルポイント数更新量記憶部
１０７ｄ…フレーム内総ビット数計算部
１０７ｅ…調整時間計算部
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１０７ｆ…ＤＦＴポイント数計算部
１０８…フレーム内ビット数記憶部
２００…ＯＦＤＭ受信機
２０１…ガードインターバル除去部
２０２…ＦＦＴ部
２０３…データ検出部
２０４…チャネル推定部
２０５…インパルスレスポンス長推定部
２０５ａ…ＩＦＦＴ部
２０５ｂ…有効パス計測部
２０６…ガードインターバル長更新量決定部
２０７…ガードインターバル長判定部
２０７ａ…複素共役計算部
２０７ｂ…遅延部
２０７ｂ１…Ｄ１遅延部
２０７ｂ２…Ｄ２遅延部
２０７ｄ、２０７ｄ１、２０７ｄ２…移動平均部
２０７ｅ…ピーク間隔検出部
２０７ｅ１、２０７ｅ２…ピーク検出部
２０７ｆ…ガードインターバル長算出部
２０７ｇ…ピーク数計数部
２０８…ガードインターバル長記憶部

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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【図２１】

【図２２】 【図２３】
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