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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のサブキャリア上のシンボル区間で、パイロット信号を含むストリームを送信する
マルチキャリア伝送用送信機であって、
　複数のストリームの間で、所定のシンボル区間で送信される前記パイロット信号の数を
平均化するように、各ストリーム内に挿入する前記パイロット信号のパターンを変換する
パターン変換部を具備し、
　前記パターン変換部は、所定数の連続するサブキャリア上の同じシンボル区間で前記パ
イロット信号を送信するように、前記パイロット信号のパターンを変換することを特徴と
するマルチキャリア伝送用送信機。
【請求項２】
　前記パターン変換部は、全ての前記サブキャリア上の各シンボル区間で送信されるパイ
ロット信号の送信電力の合計が、所定の制限値以下となるように、前記所定数を決定する
ことを特徴とする請求項１に記載のマルチキャリア伝送用送信機。
【請求項３】
　前記複数のサブキャリア上のシンボル区間は、データ信号を送信するデータ区間と、該
データ区間の前で前記パイロット信号を送信する第１のパイロット区間と、該データ区間
の後で前記パイロット信号を送信する第２のパイロット区間とを含み、
　前記パターン変換部は、前記第１及び第２のパイロット区間の双方で送信する前記パイ
ロット信号のパターンを変換することを特徴とする請求項１又は２に記載のマルチキャリ
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ア伝送用送信機。
【請求項４】
　複数のサブキャリア上のシンボル区間で、パイロット信号を含むストリームを送信する
マルチキャリア伝送方法であって、
　複数のストリームの間で、所定のシンボル区間で送信される前記パイロット信号の数を
平均化するように、各ストリーム内に挿入する前記パイロット信号のパターンを変換する
工程を有し、
　前記工程において、所定数の連続するサブキャリア上の同じシンボル区間で前記パイロ
ット信号を送信するように、前記パイロット信号のパターンを変換することを特徴とする
マルチキャリア伝送方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数のサブキャリア上のシンボル区間で、パイロット信号及びデータ信号を含
むストリームを送信するマルチキャリア伝送用送信機及びマルチキャリア伝送方法に関す
る。
【０００２】
特に、本発明は、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉ
ｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ：直交周波数分割多重）伝送方式を用いたＭＩＭＯ（Ｍ
ｕｌｔｉ-Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉ-Ｏｕｔｐｕｔ）チャネル信号伝送用送信機及びＭＩＭ
Ｏチャネル信号伝送方法に関する。
【０００３】
【従来の技術】
図９に、従来のＭＩＭＯチャネル信号伝送システムの概略構成を示す。図９に示すように
、ＭＩＭＯチャネル信号伝送システムは、ＭＩＭＯチャネル信号伝送用送信機１０（以下
、送信機１０）及びＭＩＭＯチャネル信号伝送用受信機３０（以下、受信機３０）とによ
って構成されている。なお、送信機１０及び受信機３０は、ＭＩＭＯチャネルによって接
続されている。
【０００４】
かかるＭＩＭＯチャネル信号伝送システムでは、送信機１０が、複数の送信アンテナ＃１
乃至＃４を介してそれぞれ異なるストリーム＃１乃至＃４を同時に送信し、受信機３０が
、複数の受信アンテナ＃１乃至４によって当該複数のストリーム＃１乃至＃４を受信して
、受信した複数のストリーム＃１乃至＃４を分離して復調するように構成されている。
【０００５】
この結果、ＭＩＭＯチャネル信号伝送システムは、同時に異なるストリームを送信するこ
とができ、原理的には、送信アンテナの数に比例して、通信容量を増大することができる
。
【０００６】
図１０に、従来の送信機１０の機能ブロック図を示す。送信機１０は、図１０に示すよう
に、複数の送信アンテナ＃１乃至＃４と、直並列変換部１１と、複数の多重送信部１２１

乃至１２４と、挿入パターン生成部１３と、パイロット信号生成部１４とを具備している
。
【０００７】
直並列変換部１１は、直列（シリアル）のデータ信号から構成された入力信号を、並列（
パラレル）のデータ信号＃１乃至＃４に変換するものである。直並列変換部１１は、変換
したデータ信号＃１乃至＃４を、それぞれ多重送信部部１２１乃至１２４に送信する。
【０００８】
多重送信部１２１乃至１２４は、それぞれ、複数のサブキャリア上のデータ区間にデータ
信号＃１乃至＃４を多重して、複数のサブキャリア上のパイロット区間にパイロット信号
を多重して、ストリーム＃１乃至＃４を生成する。
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【０００９】
また、多重送信部１２１乃至１２４は、送信アンテナ＃１乃至＃４を介して、生成したス
トリーム＃１乃至＃４を、ＯＦＤＭ伝送方式で受信機３０に送信するものである。
【００１０】
本実施形態では、４つの送信アンテナ＃１乃至＃４と４つの多重送信部１２１乃至１２４

とが設けられているため、同時に送信可能なストリームの数を「４」とする。
【００１１】
挿入パターン生成部１３は、各ストリームのパイロット区間のどの位置（シンボル区間）
にパイロット信号を挿入するかを示す挿入パターンを生成するものである。挿入パターン
生成部１３は、各ストリームにおいて全てのサブキャリア上の同じシンボル区間にパイロ
ット信号を挿入するように、上述の挿入パターンを生成する。
【００１２】
ここで、挿入パターン生成部１３は、各ストリームにおける同一のサブキャリア上のシン
ボル区間で、パイロット信号同士が衝突して互いに干渉となることを防ぐため、送信する
タイミングをずらして、すなわち、それぞれ異なったシンボル区間で、パイロット信号が
送信されるように、上述の挿入パターンを生成するものとする。
【００１３】
挿入パターン生成部１３は、自律的に挿入パターンを生成するように構成されていてもよ
いし、入力されたストリーム指定信号及び時間指定信号に基づいて挿入パターンを生成す
るように構成されていてもよい。
【００１４】
パイロット信号生成部１４は、挿入パターンに基づいて、パイロット信号を生成し、当該
パイロット信号の各ストリームにおける挿入位置（シンボル区間）を、多重送信部１２１

乃至１２４に指示するものである。
【００１５】
図１１に示すように、各サブキャリアは、パイロット信号を送信可能なシンボル区間であ
るパイロットシンボル区間と、データ信号を送信可能なシンボル区間であるデータ区間に
分かれている。本実施形態では、パイロット区間のシンボル区間数を「４」としている。
また、パイロット区間において、パイロット信号が挿入されていないシンボル区間には、
Ｎｕｌｌ信号が挿入される。
【００１６】
図１１の例では、全てのサブキャリアにおいて、ストリーム＃１から順番にパイロット信
号が送信されている。また、各ストリームでは、４シンボル区間からなるパイロット区間
のうち、１シンボル区間のみで、パイロット信号が送信されているため、各ストリームに
おいてパイロット信号が送信されているシンボル区間は、時間的には、全パイロット区間
の１/４となっている。
【００１７】
このため、パイロット信号による伝送路推定制度の劣化を防ぐために、データ区間におけ
る１シンボル区間のデータ信号の送信レベル（送信電力、出力）に対して、４倍の送信レ
ベルでパイロット信号が送信されている。
【００１８】
この結果、受信機３０は、各ストリームのパイロット区間において、パイロット信号を干
渉なく受信することができ、良好に伝送路変動を推定することができる。一方、送信機１
０が、各ストリームのデータ区間において、データ信号を同時に送信しているが、受信機
３０は、パイロット信号に基づいて算出した伝送路推定値を用いて当該データ信号を分離
して復調している。
【００１９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来のＭＩＭＯチャネル伝送方法では、図９に示すように、送信機１０の
各送信アンテナの送信レベルが、時間的に大きく変動するという問題点があった。
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【００２０】
すなわち、従来のＭＩＭＯチャネル伝送方法では、パイロット区間において、データ区間
における送信レベルに対して４倍の送信レベルとなる時間帯と、送信レベルが０となる時
間帯が生じる。したがって、多重送信部部１２１乃至１２４に設けられている送信電力増
幅器には、このような送信レベルの変動に追従するための広帯域性と広いダイナミックレ
ンジが要求されるという問題点があった。
【００２１】
また、従来のＭＩＭＯチャネル伝送方法では、パイロット信号の送信レベルを下げた場合
には、送信レベルの変動は緩和されるが、伝送路推定制度が劣化するため、データ区間に
おけるデータ信号の分離を良好に行うことができないという問題点があった。
【００２２】
本発明は、以上の点に鑑みてなされたもので、送信レベルの変動を緩和しつつ、データ区
間におけるデータ信号の分離を良好に行うことを可能とするマルチキャリア伝送用送信機
及びマルチキャリア伝送方法を提供することを目的とする。
【００２３】
また、本発明は、パイロット区間における送信出力の変動が抑えられることによって、帯
域及びダイナミックレンジに関する要求条件が緩和されると共に、電力効率が改善され、
製造コストが低減されるマルチキャリア伝送用送信機を提供することを目的とする。
【００２４】
【課題を解決するための手段】
本発明の第１の特徴は、複数のサブキャリア上のシンボル区間で、パイロット信号を含む
ストリームを送信するマルチキャリア伝送用送信機であって、複数のストリームの間で、
所定のシンボル区間で送信される前記パイロット信号の数を平均化するように、各ストリ
ーム内に挿入する前記パイロット信号のパターンを変換するパターン変換部を具備するこ
とを要旨とする。
【００２５】
かかる発明によれば、パターン変換部が、複数のストリームの間で所定のシンボル区間で
送信されるパイロット信号の数を平均化するように、各ストリーム内に挿入するパイロッ
ト信号のパターンを変換するため、各ストリーム内で同時にパイロット信号を送信するサ
ブキャリア数が低減し、各ストリーム内のパイロット区間における時間的な送信レベルを
平均化することができる。
【００２６】
また、上述のパターン変換部は、全てのサブキャリア上の各シンボル区間で送信されるパ
イロット信号の送信電力の合計が、所定の制限値以下となるように、パイロット信号のパ
ターンを変換することができる。
【００２７】
かかる発明によれば、所定の伝送帯域（全てのサブキャリア上の各シンボル区間）内の送
信電力の合計が、所定の制限値以下となるように、パイロット信号のパターンを変換する
ことによって、より確実に各ストリーム内のパイロット区間における時間的な送信レベル
を平均化することができる。
【００２８】
また、上述のパターン変換部は、所定数の連続するサブキャリア上の同じシンボル区間で
パイロット信号を送信するように、パイロット信号のパターンを変換することができる。
【００２９】
かかる発明によれば、所定数の連続するサブキャリア上で同じタイミングでパイロット信
号を送信するようにパイロット信号のパターンを変換することによって、各ストリーム内
のパイロット区間における時間的な送信レベルを平均化しつつ、伝送路の推定精度を向上
させることができる。
【００３０】
また、上述のパターン変換部は、全てのサブキャリア上の各シンボル区間で送信されるパ



(5) JP 4301860 B2 2009.7.22

10

20

30

40

50

イロット信号の送信電力の合計が、所定の制限値以下となるように、上述の所定数を決定
することができる。
【００３１】
また、複数のサブキャリア上のシンボル区間は、データ信号を送信するデータ区間と、該
データ区間の前で前記パイロット信号を送信する第１のパイロット区間と、該データ区間
の後で前記パイロット信号を送信する第２のパイロット区間とを含み、上述のパターン変
換部は、第１及び第２のパイロット区間の双方で送信するパイロット信号のパターンを変
換することができる。
【００３２】
かかる発明によれば、データ区間の前後に、第１及び第２のパイロット区間を設けること
によって、各ストリーム内のパイロット区間における時間的な送信レベルを平均化しつつ
、伝送路の推定精度を向上させることができる。
【００３３】
本発明の第２の特徴は、複数のサブキャリア上のシンボル区間で、パイロット信号を含む
ストリームを送信するマルチキャリア伝送方法であって、複数のストリームの間で、所定
のシンボル区間で送信される前記パイロット信号の数を平均化するように、各ストリーム
内に挿入する前記パイロット信号のパターンを変換することを要旨とする。
【００３４】
【発明の実施の形態】
（本発明の第１の実施形態に係る送信機の構成）
本発明の第１の実施形態に係る送信機１０の構成について、図１乃至図３を参照して説明
する。以下、本実施形態に係る送信機１０の構成について、従来の送信機１０の構成との
相違点について主に説明する。
【００３５】
本実施形態に係る送信機１０の構成は、図１に示すように、挿入パターン変換部１５を具
備する点を除いて、図１０に示す従来の送信機１０の構成と同じである。本実施形態に係
る送信機１０は、複数のサブキャリア上で時分割多重方式を用いて送信するストリーム内
でパイロット信号を送信するマルチキャリア伝送用送信機（例えば、ＭＩＭＯチャネル信
号伝送用送信機）である。
【００３６】
挿入パターン変換部１５は、パイロット信号生成部１４によって生成されたパイロット信
号のストリーム＃１乃至＃４への挿入パターンを変換するものである。すなわち、挿入パ
ターン変換部１５は、ストリーム＃１乃至＃４の間で、各サブキャリアのパイロット区間
に挿入するパイロット信号の順番を並び替えるものである。
【００３７】
具体的には、挿入パターン変換部１５は、図２に示すように、複数のストリーム＃１乃至
＃４の間で、所定のシンボル区間で送信されるパイロット信号の数を平均化するように、
各ストリーム内で送信するパイロット信号のパターンを変換する。
【００３８】
図２の例では、挿入パターン変換部１５は、４つ（所定数）のサブキャリアのパイロット
区間からなるシンボル区間の集合（１セット）ごとに、同じパターンでパイロット信号を
繰り返し挿入している。
【００３９】
すなわち、挿入パターン変換部１５は、ストリーム＃１の１セットでは、第１のサブキャ
リア、第２のサブキャリア、第３のサブキャリア、第４のサブキャリアの順に、パイロッ
ト信号を挿入するパターンを採用している。
【００４０】
同様に、挿入パターン変換部１５は、ストリーム＃２の１セットでは、第２のサブキャリ
ア、第３のサブキャリア、第４のサブキャリア、第１のサブキャリアの順に、パイロット
信号を挿入するパターンを採用している。
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【００４１】
また、挿入パターン変換部１５は、ストリーム＃３の１セットでは、第３のサブキャリア
、第４のサブキャリア、第１のサブキャリア、第２のサブキャリアの順に、パイロット信
号を挿入するパターンを採用している。
【００４２】
さらに、挿入パターン変換部１５は、ストリーム＃４の１セットでは、第４のサブキャリ
ア、第１のサブキャリア、第２のサブキャリア、第３のサブキャリアの順に、パイロット
信号を挿入するパターンを採用している。
【００４３】
このように、挿入パターン変換部１５は、各ストリームの１セットにおいて、同一のサブ
キャリアで、同一のタイミング（シンボル区間）に、２つ以上のパイロット信号を送信し
ないように、パイロット信号の挿入パターンを変換している。
【００４４】
挿入パターン変換部１５は、複数のストリーム＃１乃至＃４の間で、パイロット区間にお
ける所定のシンボル区間で送信されるパイロット信号の数を平均化する挿入パターンであ
れば、上述した挿入パターン以外を採用することもできる。
【００４５】
挿入パターン変換部１５は、自律的にパイロット信号の挿入パターンを変換するように構
成されていてもよいし、入力された周波数指定信号や送信電力制限信号に基づいてパイロ
ット信号の挿入パターンを変換するように構成されていてもよい。
【００４６】
具体的には、挿入パターン変換部１５は、所定の伝送帯域内の、すなわち、全てのサブキ
ャリア上の各シンボル区間で送信される送信電力の合計が、送信電力制限信号で指定され
る所定の制限値以下となるように、各ストリーム内に挿入するパイロット信号のパターン
を変換するように構成されていてもよい。
【００４７】
図３に、挿入パターン変換部１５によって変換された挿入パターンに基づいて送信された
パイロット信号の送信レベルを示す。図３の例では、１ストリーム当たりのパイロット信
号の送信時間が、従来のものと比べて１/４になることに対応して、各サブキャリアの１
シンボル区間ごとに送信されるパイロット信号の送信レベルは、各サブキャリアの１シン
ボル区間ごとに送信されるデータ信号の送信レベルの４倍になっている。
【００４８】
しかしながら、各ストリームにおいて、１シンボル区間当たりにパイロット信号を送信す
るサブキャリアの数が、従来のものと比べて１/４となるため、図３に示すように、全て
のサブキャリアでは、パイロット区間の送信レベルと、データ信号の送信レベルとが同じ
となる。その結果、各送信アンテナにおける送信レベルが平均化されていることが分かる
。
【００４９】
（本実施形態に係る送信機の動作）
図４を参照して、本実施形態に係る送信機１０の動作を説明する。
【００５０】
ステップ１００１において、送信機１０の挿入パターン生成部１３が、入力されたストリ
ーム指定信号及び時間指定信号に基づいて、各ストリームへのパイロット信号の挿入パタ
ーンを生成する。
【００５１】
具体的には、挿入パターン生成部１３は、ストリーム指定信号で指定されたストリームに
おいて、時間指定信号で指定されたシンボル区間に、パイロット信号を挿入するように、
上述の挿入パターンを生成する。また、挿入パターン生成部１３は、各ストリームにおい
て、全てのサブキャリア上の同じシンボル区間にパイロット信号を挿入するように、上述
の挿入パターンを生成する。
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【００５２】
ステップ１００３において、パイロット信号生成部１４は、挿入パターン生成部１３によ
って生成された挿入パターンに基づいて、パイロット信号を生成する。
【００５３】
ステップ１００４において、挿入パターン変換部１５は、入力された周波数指定信号及び
送信電力制限信号に基づいて、挿入パターン生成部１３によって生成された挿入パターン
を変換する。
【００５４】
具体的には、挿入パターン変換部１５は、周波数指定信号によって指定されたサブキャリ
アと、送信電力制限信号で指定された所定の制限値とに基づいて、各サブキャリアにおけ
る送信電力の制限値を決定する。
【００５５】
そして、挿入パターン変換部１５は、全てのサブキャリア上の各シンボル区間で送信され
るパイロット信号の送信電力の合計が、所定の制限値以下となるように、かつ、各ストリ
ームにおいて、所定のシンボル区間で送信されるパイロット信号の数がほぼ同一になるよ
うに、挿入パターンを変換する。
【００５６】
ステップ１００４において、各多重送信部１２が、各ストリームにおいて、各サブキャリ
アのデータ区間に、直並列変換部１１から送信されたデータ信号を多重し、挿入パターン
変換部１５により変換された挿入パターンに基づいて、各サブキャリアのパイロット区間
に、パイロット信号を多重することによって、各ストリームを生成する。ステップ１００
５において、各多重送信部１２が、送信アンテナを介して、各ストリームを受信機３０に
送信する。
【００５７】
（本実施形態に係る送信機の作用・効果）
本実施形態に係る送信機１０によれば、挿入パターン変換部１５が、複数のストリーム＃
１乃至＃４の間で、所定のシンボル区間で送信されるパイロット信号の数を平均化するよ
うに、各ストリーム内に挿入するパイロット信号のパターンを変換するため、各ストリー
ム内で同時にパイロット信号を送信するサブキャリア数が低減し、各ストリーム内のパイ
ロット区間における時間的な送信レベルを平均化することができる。
【００５８】
また、本実施形態に係る送信機１０によれば、所定の伝送帯域（全てのサブキャリア上の
各シンボル区間）内の送信電力の合計が、送信電力制御信号によって指定される所定の制
限値以下となるように、パイロット信号のパターンを変換することによって、より確実に
各ストリーム内のパイロット区間における時間的な送信レベルを平均化することができる
。
【００５９】
（本発明の第２の実施形態に係る送信機）
図５及び図６を参照して、本発明の第２の実施形態に係る送信機１０について説明する。
以下、本実施形態に係る送信機１０について、上述の第１の実施形態に係る送信機１０と
の相違点を主として説明する。
【００６０】
本実施形態に係る送信機１０は、挿入パターン変換部１５による挿入パターンの変換方法
を除いて、上述の第１の実施形態に係る送信機１０と同一である。
【００６１】
挿入パターン変換部１５は、図５に示すように、複数のストリーム＃１乃至＃４の間で、
所定のシンボル区間で送信されるパイロット信号の数を平均化するように、かつ、所定数
（図５の例では「２」）の連続するサブキャリア上の同じシンボル区間でパイロット信号
を送信するように、パイロット信号のパターンを変換する。
【００６２】
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図４の例では、挿入パターン変換部１５は、８つ（所定数）のサブキャリアのパイロット
区間からなるシンボル区間の集合（１セット）ごとに、同じパターンでパイロット信号を
繰り返し挿入している。
【００６３】
すなわち、挿入パターン変換部１５は、ストリーム＃１の１セットでは、第１のシンボル
区間で、第１及び第２のサブキャリアにパイロット信号を挿入し、第２のシンボル区間で
、第３及び第４のサブキャリアにパイロット信号を挿入し、第３のシンボル区間で、第５
及び第６のサブキャリアにパイロット信号を挿入し、第４のシンボル区間で、第７及び第
８のサブキャリアにパイロット信号を挿入するパターンを採用している。
【００６４】
同様に、挿入パターン変換部１５は、ストリーム＃２の１セットでは、第１のシンボル区
間で、第３及び第４のサブキャリアにパイロット信号を挿入し、第２のシンボル区間で、
第５及び第６のサブキャリアにパイロット信号を挿入し、第３のシンボル区間で、第７及
び第８のサブキャリアにパイロット信号を挿入し、第４のシンボル区間で、第１及び第２
のサブキャリアにパイロット信号を挿入するパターンを採用している。
【００６５】
また、挿入パターン変換部１５は、ストリーム＃３の１セットでは、第１のシンボル区間
で、第５及び第６のサブキャリアにパイロット信号を挿入し、第２のシンボル区間で、第
７及び第８のサブキャリアにパイロット信号を挿入し、第３のシンボル区間で、第１及び
第２のサブキャリアにパイロット信号を挿入し、第４のシンボル区間で、第３及び第４の
サブキャリアにパイロット信号を挿入するパターンを採用している。
【００６６】
さらに、挿入パターン変換部１５は、ストリーム＃４の１セットでは、第１のシンボル区
間で、第７及び第８のサブキャリアにパイロット信号を挿入し、第２のシンボル区間で、
第１及び第２のサブキャリアにパイロット信号を挿入し、第３のシンボル区間で、第３及
び第４のサブキャリアにパイロット信号を挿入し、第４のシンボル区間で、第５及び第６
のサブキャリアにパイロット信号を挿入するパターンを採用している。
【００６７】
この場合も、挿入パターン変換部１５は、各ストリームの１セットにおいて、同一のサブ
キャリアで、同一のタイミング（シンボル区間）に、２つ以上のパイロット信号を送信し
ないように、パイロット信号の挿入パターンを変換している。
【００６８】
挿入パターン変換部１５は、自律的にパイロット信号の挿入パターンを変換するように構
成されていてもよいし、入力された周波数指定信号や送信電力制限信号に基づいてパイロ
ット信号の挿入パターンを変換するように構成されていてもよい。
【００６９】
具体的には、挿入パターン変換部１５は、所定の伝送帯域内の、すなわち、全てのサブキ
ャリア上の各シンボル区間で送信される送信電力の合計が、送信電力制限信号で指定され
る所定の制限値以下となるように、上述の所定数を決定するように構成されていてもよい
。
【００７０】
図６を参照して、本実施形態に係る送信機１０の動作を説明する。
【００７１】
ステップ２００１及び２００２は、図４におけるステップ１００１及び１００２と同じで
ある。
【００７２】
ステップ２００３において、挿入パターン変換部１５は、全てのサブキャリア上の各シン
ボル区間で送信される送信電力の合計が、送信電力制限信号で指定される所定の制限値以
下となるように、パイロット信号を周波数方向に並べる所定数を決定する。
【００７３】
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ステップ２００４において、複数のストリーム＃１乃至＃４の間で、所定のシンボル区間
で送信されるパイロット信号の数を平均化するように、かつ、決定された所定数の連続す
るサブキャリア上の同じシンボル区間でパイロット信号を送信するように、パイロット信
号のパターンを変換する。
【００７４】
ステップ２００５及び２００６は、図４におけるステップ１００４及び１００５と同じで
ある。
【００７５】
本実施形態に係る送信機１０によれば、所定数の連続するサブキャリア上で同じタイミン
グでパイロット信号を送信するようにパイロット信号のパターンを変換することによって
、各ストリーム内のパイロット区間における時間的な送信レベルを平均化しつつ、伝送路
の推定精度を向上させることができる。
【００７６】
（本発明の第３の実施形態に係る送信機）
図７及び図８を参照して、本発明の第３の実施形態に係る送信機１０について説明する。
以下、本実施形態に係る送信機１０について、上述の第１及び第２の実施形態に係る送信
機１０との相違点を主として説明する。
【００７７】
本実施形態に係る送信機１０は、送信機１０によって送信されるストリーム＃１乃至＃４
の構成を除いて、上述の第１及び第２の実施形態に係る送信機１０と同一である。
【００７８】
図７に示すように、各ストリームは、複数のサブキャリア上のシンボル区間として、デー
タ信号を送信するデータ区間と、当該データ区間の前でパイロット信号を送信する第１の
パイロット区間＃Ａと、当該データ区間の後でパイロット信号を送信する第２のパイロッ
ト区間＃Ｂとを含む。なお、図７の例では、第１のパイロット区間＃Ａ及び第２のパイロ
ット区間＃Ｂは、共に４シンボル区間によって構成されている。
【００７９】
本実施形態では、挿入パターン変換部１５は、第１のパイロット区間＃Ａ及び第２のパイ
ロット区間＃Ｂの双方で、上述の挿入パターンを変換するように構成されている。
【００８０】
ここで、挿入パターン変換部１５は、上述の第１の実施形態に係る挿入パターン変換部１
５と同様の方法で挿入パターンを変換してもよいし、上述の第１の実施形態に係る挿入パ
ターン変換部１５と同様の方法で挿入パターンを変換してもよい。
【００８１】
図８に、本実施形態に係る挿入パターン変換部１５によって変換された挿入パターンに基
づいて送信されたパイロット信号の送信レベルを示す。図８の例では、第１のパイロット
区間＃Ａ及び第２のパイロット区間＃Ｂの送信レベルと、データ信号の送信レベルとが同
じとなる。その結果、各送信アンテナにおける送信レベルが平均化されていることが分か
る。
【００８２】
かかる発明によれば、データ区間の前後に、第１及び第２のパイロット区間を設けること
によって、各ストリーム内のパイロット区間における時間的な送信レベルを平均化しつつ
、伝送路の推定精度を向上させることができる。
【００８３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、送信レベルの変動を緩和しつつ、データ区間にお
けるデータ信号の分離を良好に行うことを可能とするマルチキャリア伝送用送信機及びマ
ルチキャリア伝送方法を提供することができる。
【００８４】
また、本発明によれば、パイロット区間における送信出力の変動が抑えられることによっ
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て、帯域及びダイナミックレンジに関する要求条件が緩和されると共に、電力効率が改善
され、製造コストが低減されるマルチキャリア伝送用送信機を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るマルチキャリア伝送用送信機のブロック図である
。
【図２】本発明の第１の実施形態に係るマルチキャリア伝送方法で送信されるストリーム
の構成を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係るマルチキャリア伝送方法で送信されるストリーム
の送信レベルを示す図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係るマルチキャリア伝送方法を示すフローチャートで
ある。
【図５】本発明の第２の実施形態に係るマルチキャリア伝送方法で送信されるストリーム
の構成を示す図である。
【図６】本発明の第２の実施形態に係るマルチキャリア伝送方法を示すフローチャートで
ある。
【図７】本発明の第３の実施形態に係るマルチキャリア伝送方法で送信されるストリーム
の構成を示す図である。
【図８】本発明の第３の実施形態に係るマルチキャリア伝送方法で送信されるストリーム
の送信レベルを示す図である。
【図９】従来技術に係るＭＩＭＯチャネル信号伝送システムの概略構成図である。
【図１０】従来技術に係るマルチキャリア伝送用送信機のブロック図である。
【図１１】従来技術に係るマルチキャリア伝送方法で送信されるストリームの構成を示す
図である。
【図１２】従来技術に係るマルチキャリア伝送方法で送信されるストリームの送信レベル
を示す図である。
【符号の説明】
１０…送信機
１１…直並列変換部
１２１、１２２、１２３、１２４…多重送信部
１３…挿入パターン生成部
１４…パイロット信号生成部
１５…挿入パターン変換部
３０…受信機
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