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(57)【要約】
【課題】雑音等の劣化を小さくし、雑音が重畳する場合
における受信特性を改善する。
【解決手段】伝送路の遅延時間に対する電力量を求める
ための２つの演算回路１０，２０は、それぞれＦＦＴ窓
抽出回路１１，２１、ＦＦＴ回路１２，２２、パイロッ
ト信号抽出回路１３，２３、ＩＦＦＴ回路１４，２４、
遅延プロファイル閾値生成回路１５，２５、ＦＦＴ回路
１６，２６、及び等化器１７，２７によりそれぞれ構成
されている。この２つの演算回路１０，２０において、
間引き回路２，３から与えられる出力信号Ｓ２，Ｓ３の
離散時間位置を変え、それぞれの得た結果を合成回路３
０で合成している。そのため、合成による平均効果によ
り、誤差を抑圧することが可能となり、雑音成分の軽減
効果も得られる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信信号に対し第１の高速フーリエ変換による周波数変換を行って前記受信信号を復調
した後、所望の信号を抽出し、この抽出結果を逆高速フーリエ変換することで伝送路の遅
延時間に対する電力量を求める伝送路推定方法であって、
　前記第１の高速フーリエ変換入力のオーバサンプリングとなる出力を有するローパスフ
ィルタの値を、複数の間引き回路によって同一周期且つ異なる離散時間で間引き、前記複
数の間引き回路の出力を基に、それぞれ前記第１の高速フーリエ変換及び前記逆高速フー
リエ変換により、前記受信信号の到来時間位置に関連を持つ前記遅延時間に対する前記電
力量を求めることを特徴とする伝送路推定方法。
【請求項２】
　請求項１記載の伝送路推定方法は、更に、
　前記電力量を基に、前記電力量の最大値又は積分値から閾値を生成し、前記閾値以上は
そのまま、前記閾値以下は切り捨ての処理を行うことを特徴とする伝送路推定方法。
【請求項３】
　請求項２記載の伝送路推定方法において、
　前記閾値の生成に用いる前記最大値又は前記積分値は、異なる離散時間の電力量におい
て、それぞれ別々にて前記閾値を生成するか、もしくは１つの前記最大値又は前記積分値
にて共用の前記閾値を生成することを特徴とする伝送路推定方法。
【請求項４】
　請求項２又は３記載の伝送路推定方法は、更に、
　前記処理の結果に対して第２の高速フーリエ変換の処理を行い、前記伝送路の伝達関数
に相当する値に変換し、この変換した値を基に、前記第１のフーリエ変換の結果を等化処
理することを特徴とする伝送路推定方法。
【請求項５】
　請求項４記載の伝送路推定方法は、更に、
　前記等化処理の結果を合成することを特徴とする伝送路推定方法。
【請求項６】
　前記所望の信号は、パイロット信号であることを特徴とする請求項１～５のいずれか１
項に記載の伝送路推定方法。
【請求項７】
　受信信号に対し複数の第１の高速フーリエ変換回路による周波数変換を行って前記受信
信号をそれぞれ復調した後、複数の抽出回路によって所望の信号をそれぞれ抽出し、これ
らの抽出結果を複数の逆高速フーリエ変換回路によりそれぞれ処理することで伝送路の遅
延時間に対する電力量を求める伝送路推定器であって、
　前記複数の第１の高速フーリエ変換回路の入力に対しオーバサンプリングで動作し、且
つ、所望の周波数帯のみを通過させるローパスフィルタと、
　前記ローパスフィルタの出力を、同一周期且つ異なる離散時間で間引く複数の間引き回
路とを有し、
　前記複数の間引き回路の出力を基に、前記各第１の高速フーリエ変換回路及び前記各逆
高速フーリエ変換回路により、前記受信信号の到来時間位置に関連を持つ前記遅延時間に
対する前記電力量を求めることを特徴とする伝送路推定器。
【請求項８】
　請求項７記載の伝送路推定器は、更に、
　前記電力量を基に、前記電力量の最大値又は積分値からそれぞれ閾値を生成し、前記閾
値以上はそのまま、前記閾値以下は切り捨ての処理をそれぞれ行う複数の閾値生成回路を
有することを特徴とする伝送路推定器。
【請求項９】
　請求項８記載の伝送路推定器は、更に、
　前記各閾値生成回路の出力に対してそれぞれ高速フーリエ変換の処理を行い、前記伝送
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路の伝達関数に相当する値にそれぞれ変換する複数の第２の高速フーリエ変換回路と、
　前記各第２の高速フーリエ変換回路の出力を基に、前記各第１のフーリエ変換回路の出
力をそれぞれ等化処理する複数の等化器と、
　を有することを特徴とする伝送路推定器。
【請求項１０】
　請求項９記載の伝送路推定器は、更に、
　前記複数の等化回路の出力を合成する合成回路を有することを特徴とする伝送路推定器
。
【請求項１１】
　請求項１０記載の伝送路推定器において、
　前記複数の第１の高速フーリエ変換回路、前記複数の抽出回路、前記複数の逆高速フー
リエ変換回路、前記複数の閾値生成回路、前記複数の第２の高速フーリエ変換回路、及び
前記複数の等化器は、
　共通の第１の高速フーリエ変換回路、抽出回路、逆高速フーリエ変換回路、閾値生成回
路、第２の高速フーリエ変換回路、及び等化器により構成して時間分割にて使用すること
を特徴とする伝送路推定器。
【請求項１２】
　前記所望の信号は、パイロット信号であることを特徴とする請求項７～１１のいずれか
１項に記載の伝送路推定器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、直交周波数分割多重（以下「ＯＦＤＭ」という。）等の高速フーリエ変換（
以下「ＦＦＴ」という。）を復調のために用いる受信機における伝送路推定方法、及び伝
送路推定器、例えば、地上統合デジタル放送サービス（以下「ＩＳＤＢ－Ｔ」という。）
のフルセグ用等化器や、ＯＦＤＭにおける等化器等に適用可能な技術に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば、ＯＦＤＭ信号の遅延プロファイル（遅延時間に対する電力量、以下単に
「電力量」という。）を求めるための伝送路推定器は、下記の特許文献１に記載されてい
るように、ＯＦＤＭ信号を受信し、ＦＦＴによる周波数変換を行って復調した後、所望の
信号（ＩＳＤＢ－Ｔではスキャッタード・パイロット（Scattered Pilot）、以下「パイ
ロット信号」という。）を抽出し、逆高速フーリエ変換（以下「ＩＦＦＴ」という。）す
ることで、電力量を求めている。
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－１１５０８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の伝送路推定器では、受信信号に重畳する雑音成分が電力量に含ま
れ、伝送路上存在する電力量に雑音成分が重畳するだけでなく、伝送路にて電力量が非常
に小さいもしくは存在しない遅延時間に、雑音による電力量が見えてしまい、正確な伝送
路推定結果が得られない。この伝送路推定情報を基に等化処理をし、ＯＦＤＭ復調をする
場合、雑音の混入する電力量にて等化処理を行うため、受信特性が劣化するという課題が
あった。
【０００５】
　又、近年の、マルチパス遅延による符号間干渉を防止するために設けられるガードイン
ターバル（以下「ＧＩ」という。）を有するシングルキャリア等の、ＯＦＤＭ信号ではな
いＦＦＴを利用する復調器においても、前記と同様の課題が生じる。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の伝送路推定方法は、受信信号に対し第１のＦＦＴによる周波数変換を行って前
記受信信号を復調した後、所望の信号を抽出し、この抽出結果をＩＦＦＴすることで伝送
路の遅延時間に対する電力量を求める伝送路推定方法であって、前記第１のＦＦＴ入力の
オーバサンプリングとなる出力を有するローパスフィルタ（以下「ＬＰＦ」という。）の
値を、複数の間引き回路によって同一周期且つ異なる離散時間で間引き、前記複数の間引
き回路の出力を基に、それぞれ前記第１のＦＦＴ及び前記ＩＦＦＴにより、前記受信信号
の到来時間位置に関連を持つ前記遅延時間に対する前記電力量を求めている。
【０００７】
　本発明の伝送路推定器は、受信信号に対し複数の第１のＦＦＴ回路による周波数変換を
行って前記受信信号をそれぞれ復調した後、複数の抽出回路によって所望の信号をそれぞ
れ抽出し、これらの抽出結果を複数のＩＦＦＴ回路によりそれぞれ処理することで伝送路
の遅延時間に対する電力量を求める伝送路推定器であって、前記複数の第１のＦＦＴ回路
の入力に対しオーバサンプリングで動作し、且つ、所望の周波数帯のみを通過させるＬＰ
Ｆと、前記ＬＰＦの出力を、同一周期且つ異なる離散時間で間引く複数の間引き回路とを
有し、前記複数の間引き回路の出力を基に、前記各第１のＦＦＴ回路及び前記各ＩＦＦＴ
回路により、前記受信信号の到来時間位置に関連を持つ前記遅延時間に対する前記電力量
を求めている。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、第１のＦＦＴ入力のオーバサンプリングとなる出力を有するＬＰＦの
値を、複数の間引き回路によって同一周期且つ異なる離散時間で間引き、複数の間引き回
路の出力を基に、それぞれ第１のＦＦＴ及びＩＦＦＴにより、受信信号の到来時間位置に
関連を持つ遅延時間に対する前記電力量を求めているので、雑音等の劣化を小さくするこ
とができ、雑音が重畳する場合における受信特性を改善できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明を実施するための最良の形態は、以下の好ましい実施例の説明を添付図面と照ら
し合わせて読むと、明らかになるであろう。但し、図面はもっぱら解説のためのものであ
って、本発明の範囲を限定するものではない。
【実施例１】
【００１０】
　（実施例１の構成）
　図１は、本発明の実施例１における伝送路推定器を示す概略の構成図である。
　この伝送路推定器は、例えば、ＯＦＤＭ受信機に設けられ、ＯＦＤＭ変調された受信信
号であるＯＦＤＭ信号ＩＮに対して周波数ｆでサンプリングを行うＬＰＦ１を有し、この
出力側に、複数（例えば、２つ）の間引き回路２，３を介して、電力量を求めるための２
つの演算回路１０，２０が接続されている。２つの演算回路１０，２０は、実質的に同一
の回路構成である。
【００１１】
　一方の演算回路１０は、ＦＦＴ窓抽出回路１１、第１のＦＦＴ回路１２、抽出回路（例
えば、パイロット信号抽出回路）１３、ＩＦＦＴ回路１４、閾値生成回路（例えば、遅延
プロファイル閾値生成回路）１５、第２のＦＦＴ回路１６、及び等化器１７により構成さ
れている。同様に、第２の演算回路２０も、ＦＦＴ窓抽出回路２１、第１のＦＦＴ回路２
２、パイロット信号抽出回路２３、ＩＦＦＴ回路２４、遅延プロファイル閾値生成回路２
５、第２のＦＦＴ回路２６、及び等化器２７により構成されている。これらの演算回路１
０，２０の出力側には、合成回路３０が接続されている。
【００１２】
　ＬＰＦ１は、ＦＦＴ窓抽出回路１１，２１の入力に対しオーバサンプリングで動作し、
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且つ、所望の周波数帯のみを通過させる回路である。ＬＰＦ１の出力側に接続された２つ
の間引き回路２，３の内、一方の間引き回路２は、ＦＦＴ窓抽出回路１１の入力に対応し
た出力周期となるようＬＰＦ１の出力信号Ｓ１を周期的に間引く回路である。他方の間引
き回路３は、一方の間引き回路２と同一周期且つ異なる離散時間のＬＰＦ１の出力信号Ｓ
１を間引く回路である。これらの間引き回路２，３の出力側には、各演算回路１０，２０
内のＦＦＴ窓抽出回路１１，２１がそれぞれ接続されている。
【００１３】
　一方の演算回路１０内のＦＦＴ窓抽出回路１１は、ＦＦＴ処理に必要なサンプリング数
分の値を抽出してＦＦＴ１２に渡す回路である。ＦＦＴ回路１２は、ＦＦＴ窓抽出回路１
１から与えられるＯＦＤＭ変調された信号をＦＦＴ処理する回路であり、この出力側にパ
イロット信号抽出回路１３及び等化回路１７が接続されている。パイロット信号抽出回路
１３は、ＦＦＴ回路１２の出力信号から、既知信号であるパイロット信号ＳＰのみを抽出
する回路であり、この出力側にＩＦＦＴ回路１４が接続されている。ＩＦＦＴ回路１４は
、パイロット信号抽出回路１３で抽出されたパイロット信号ＳＰにてＩＦＦＴ処理を行う
回路であり、この出力側に遅延プロファイル閾値生成回路１５が接続されている。
【００１４】
　遅延プロファイル閾値生成回路１５は、ＩＦＦＴ回路１４のＩＦＦＴ処理にて遅延時間
に対する電力量となった伝送路情報の信号Ｓ１４から、電力量の最大値もしくは積分値を
基に閾値を生成し、閾値以上はそのまま、閾値以下は切り捨て（０に置き換える）処理を
行う回路であり、この出力側にＦＦＴ回路１６が接続されている。ＦＦＴ回路１６は、遅
延プロファイル閾値生成回路１５から与えられる遅延時間に対する電力量を基に、ＦＦＴ
にて伝送路により生じる周波数領域での伝達関数を求める回路であり、この出力側に等化
器１７が接続されている。等化器１７は、ＦＦＴ回路１２の出力信号に対して、ＦＦＴ１
６から与えられる複素共役を掛け合わせ、伝搬路にて生じる伝達関数成分を取り除きＯＦ
ＤＭ復調可能な信号に変換する回路であり、この出力側に合成回路３０が接続されている
。
【００１５】
　他方の演算回路２０内のＦＦＴ窓抽出回路２１は、ＦＦＴ処理に必要なサンプリング数
分の値を抽出してＦＦＴ２２に渡す回路である。このＦＦＴ窓抽出回路２１と前記ＦＦＴ
窓抽出回路１１とは、間引き回路３の出力信号Ｓ３と間引き回路２の出力信号Ｓ２との違
いから、入力信号が異なるのみである。ＦＦＴ回路２２は、ＦＦＴ窓抽出回路２１から与
えられる信号をＦＦＴ処理する回路であり、この出力側にパイロット信号抽出回路２３及
び等化回路２７が接続されている。パイロット信号抽出回路２３は、ＦＦＴ回路２２の出
力信号から、パイロット信号ＳＰのみを抽出する回路であり、この出力側にＩＦＦＴ回路
２４が接続されている。ＩＦＦＴ回路２４は、パイロット信号抽出回路２３で抽出された
パイロット信号ＳＰにてＩＦＦＴ処理を行う回路であり、この出力側に遅延プロファイル
閾値生成回路２５が接続されている。
【００１６】
　遅延プロファイル閾値生成回路２５は、ＩＦＦＴ回路２４のＩＦＦＴ処理にて遅延時間
に対する電力量となった伝送路情報の信号Ｓ２４から、電力量の最大値もしくは積分値を
基に閾値を生成し、閾値以上はそのまま、閾値以下は切り捨て（０に置き換える）処理を
行う回路であり、この出力側にＦＦＴ回路２６が接続されている。ＦＦＴ回路２６は、遅
延プロファイル閾値生成回路２５から与えられる電力量を基に、ＦＦＴにて伝送路により
生じる周波数領域での伝達関数を求める回路であり、この出力側に等化器２７が接続され
ている。等化器２７は、ＦＦＴ回路２２の出力信号に対して、ＦＦＴ２６から与えられる
複素共役を掛け合わせ、伝搬路にて生じる伝達関数成分を取り除きＯＦＤＭ復調可能な信
号に変換する回路であり、この出力側に合成回路３０が接続されている。
【００１７】
　合成回路３０は、等化器１７，２７による等化処理結果を合成して、ＯＦＤＭ復調可能
な信号ＯＵＴを出力する回路である。
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【００１８】
　（実施例１の伝送路推定方法）
　図２は、図１の間引き回路２，３における入出力信号の状態を示す概念図である。この
図２の横軸は時間ｔであり、ＬＰＦ１の出力信号Ｓ１であるＯＦＤＭ信号ＩＮのサンプリ
ング値ａ０，ａ１，・・・，ａ１５，・・・が示されている。図３は、図１のＩＦＦＴ回
路１４，２４における出力信号を示す波形図である。この図３の横軸は時間ｔであり、Ｉ
ＦＦＴ回路１４の出力信号Ｓ１４の曲線上に電力量の離散時間結果（□のマーク）が示さ
れ、更に、ＩＦＦＴ回路２４の出力信号Ｓ２４の曲線上に電力量の離散時間結果（○のマ
ーク）が示されている。
【００１９】
　本実施例１の伝送路推定方法は、同一の演算処理を行う複数（例えば、２つ）の演算回
路１０，２０において、間引き回路２，３から与えられる出力信号Ｓ２，Ｓ３の離散時間
位置を変え、それぞれの得た結果を合成回路３０で合成することにより、雑音等の劣化を
小さくしている。この作用を以下説明する。
【００２０】
　受信信号であるＯＦＤＭ信号ＩＮがＬＰＦ１に入力されると、このＬＰＦ１では、所望
の周波数帯域のみをオーバサンプリングにて出力し、この出力信号Ｓ１であるサンプリン
グ値ａ０，ａ１，・・・，ａ１５，・・・を２つの間引き回路２，３へ送る。２つの間引
き回路２，３は、サンプリング値ａ０，ａ１，・・・，ａ１５，・・・から、同一周期且
つ異なる離散時間位置の２つの値を得るよう、それぞれ間引き処理を行う。即ち、一方の
間引き回路２では、後段のＦＦＴ窓抽出回路１１の入力に対応した出力周期となるようＬ
ＰＦ１の出力信号Ｓ１を周期的に間引き、サンプリング値ａ０，ａ４，ａ８，ａ１２，・
・・の出力信号Ｓ２を一方の演算回路１０内のＦＦＴ窓抽出回路１１へ送る。他方の間引
き回路３では、後段のＦＦＴ窓抽出回路２１の入力に対応した出力周期となるようＬＰＦ
１の出力信号Ｓ１を周期的に間引き、間引き回路２と同一周期且つ異なる離散時間のサン
プリング値ａ２，ａ６，ａ１０，ａ１４，・・・の出力信号Ｓ３を他方の演算回路２０内
のＦＦＴ窓抽出回路２１へ送る。
【００２１】
　一方の演算回路１０において、ＦＦＴ窓抽出回路１１は、出力信号Ｓ２からＦＦＴ窓１
１ａを抽出し、後段のＦＦＴ処理に必要なサンプリング数分の値をＦＦＴ１２へ渡す。Ｆ
ＦＴ回路１２は、ＦＦＴ窓抽出回路１１の出力信号に対し、ＦＦＴ処理により周波数変換
を行って受信信号を復調し、この出力信号をパイロット信号抽出回路１３及び等化器１７
へ送る。パイロット信号抽出回路１１は、ＦＦＴ回路１２の出力信号から、既知信号であ
るパイロット信号ＳＰのみを抽出してＩＦＦＴ回路１４へ送る。ＩＦＦＴ回路１４は、送
られてきたパイロット信号ＳＰにてＩＦＦＴ処理を行い、図３中の曲線上の□で示される
ように、電力量の離散時間結果である伝送路情報を求め、この出力信号Ｓ１４を遅延プロ
ファイル閾値生成回路１５へ送る。
【００２２】
　前記の電力量の離散時間結果には雑音が重畳する場合に雑音成分が加わるため、遅延プ
ロファイル閾値生成回路１５では、その電力量の最大値もしくは積分値を基に閾値を生成
し、閾値以上はそのまま、閾値以下は切り捨て（０に置き換える）処理を行い、雑音にお
ける影響を軽減し、この処理結果をＦＦＴ１６へ送る。ＦＦＴ１６は、遅延プロファイル
閾値生成回路１５から与えられる電力量を基に、ＦＦＴ処理を行い、伝送路により生じる
周波数領域での伝達関数に相当する値に変換し、この変換結果を等化器１７へ与える。等
化器１７は、ＦＦＴ１２の出力信号に対し、ＦＦＴ１６の変換結果における複素共役を掛
け合わせ、伝搬路にて生じる伝達関数成分を取り除いてＦＤＭ復調可能な信号に変換し、
この出力信号を合成回路３０へ送る。
【００２３】
　又、他方の演算回路２０においても、一方の演算回路１０とほぼ同様の演算処理が行わ
れる。即ち、ＦＦＴ窓抽出回路２１は、間引く回路３の出力信号Ｓ３からＦＦＴ窓２１ａ
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を抽出し、後段のＦＦＴ処理に必要なサンプリング数分の値をＦＦＴ２２へ渡す。ＦＦＴ
回路２２は、ＦＦＴ窓抽出回路２１の出力信号に対し、ＦＦＴ処理により周波数変換を行
って受信信号を復調し、この出力信号をパイロット信号抽出回路２３及び等化器２７へ送
る。パイロット信号抽出回路２３は、ＦＦＴ回路２２の出力信号から、パイロット信号Ｓ
Ｐのみを抽出してＩＦＦＴ回路２４へ送る。ＩＦＦＴ回路２４は、送られてきたパイロッ
ト信号ＳＰにてＩＦＦＴ処理を行い、図３中の曲線上の○で示されるように、電力量の離
散時間結果である伝送路情報を求め、この出力信号Ｓ２４を遅延プロファイル閾値生成回
路２５へ送る。
【００２４】
　電力量の離散時間結果には雑音が重畳する場合に雑音成分が加わるため、遅延プロファ
イル閾値生成回路２５では、その電力量の最大値もしくは積分値を基に閾値を生成し、閾
値以上はそのまま、閾値以下は切り捨て（０に置き換える）処理を行い、雑音における影
響を軽減し、この処理結果をＦＦＴ２６へ送る。ＦＦＴ２６は、遅延プロファイル閾値生
成回路２５から与えられる電力量を基に、ＦＦＴ処理を行い、伝送路により生じる周波数
領域での伝達関数に相当する値に変換し、この変換結果を等化器２７へ与える。等化器２
７は、ＦＦＴ２２の出力信号に対し、ＦＦＴ２６の変換結果における複素共役を掛け合わ
せ、伝搬路にて生じる伝達関数成分を取り除いてＦＤＭ復調可能な信号に変換し、この出
力信号を合成回路３０へ送る。
【００２５】
　ここで、遅延プロファイル閾値生成回路１５又は２５の処理結果のいずれか一方を用い
て等化処理を行った場合、雑音の軽減により伝送路により生じる周波数領域での伝達関数
の誤差は小さくなるが、その反面、非常に小さい値ではあるが本来得るべき電力量も、切
り捨ててしまうため、等化処理による誤差は小さくなれど残ってしまう。そこで、本実施
例１では、遅延プロファイル閾値生成回路１５及び２５の両方の処理結果を用いてそれぞ
れ等化処理を実施し、この結果を合成回路３０で合成することで、図１の出力信号ＯＵＴ
におけるＦＦＴ窓３０ａに示すように、互いに生じている誤差を抑圧することとなり、よ
り正確な等化処理が可能となる。
【００２６】
　（実施例１の効果）
　本実施例１によれば、次の（ａ）、（ｂ）のような効果がある。
　（ａ）　同一の演算処理を行う２つの演算回路１０，２０において、間引き回路２，３
から与えられる出力信号Ｓ２，Ｓ３の離散時間位置を変え、それぞれの得た結果を合成回
路３０で合成しているので、雑音等の劣化を小さくすることができる。従って、雑音が重
畳する場合における受信特性を改善できる。
【００２７】
　（ｂ）　前記（ａ）の効果を従来技術と比較して説明する。即ち、従来技術では、例え
ば、図１の演算回路１０における遅延プロファイル閾値生成回路１５に相当する回路を設
け、この回路により、電力量を閾値と比較して閾値以下の値は切り捨てている。これによ
り、雑音信号成分を軽減できる利点があるが、伝送路推定結果（レプリカ）に誤差が増え
るという欠点がある。この欠点を解消するために、本実施例１では、２つの遅延プロファ
イル閾値生成回路１５及び２５において、従来と同様に閾値以下の切捨てを実施した後、
２つの等化器１７，２７で等化処理を行い、それぞれの等化処理後の結果を合成回路３０
で合成している。そのため、合成による平均効果により、誤差を抑圧することが可能とな
り、雑音成分の軽減効果も得られる。
【実施例２】
【００２８】
　図４は、本発明の実施例２における伝送路推定器を示す概略の構成図であり、実施例１
を示す図１中の要素と共通の要素には共通の符号が付されている。
【００２９】
　本実施例２の伝送路推定器では、実質的に同一回路構成である２つの演算回路１０，２
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路１０と同様な回路構成であり、この演算回路１０Ａを時間分割使用にて伝送路推定処理
を実現している。
【００３０】
　そのため、実施例１とほぼ同様の作用効果を奏することができ、その上、演算回路２０
の省略によって回路構成を簡単化できる。
【００３１】
　（変形例）
　本発明は、上記実施例に限定されず、種々の利用形態や変形が可能である。この利用形
態や変形例としては、例えば、次の（１）～（３）のようなものがある。
【００３２】
　（１）　実施例１では、２つの間引き回路２，３及び２つの演算回路１０，２０を設け
ているが、これらを３組以上設けてもよい。これにより、合成による平均効果により、誤
差の抑圧効果をより向上できる。
【００３３】
　（２）　図１の遅延プロファイル閾値生成回路１５，２５における閾値の生成に用いる
最大値もしくは積分値は、異なる離散時間の電力量において、それぞれ別々にて閾値を生
成しているが、１つの共用の遅延プロファイル閾値生成回路１５又は２５を設け、１つの
最大値もしくは積分値にて２つの閾値を生成する構成に変更してもよい。これにより、回
路構成が簡単になる。
【００３４】
　（３）　実施例１、２では、ＯＦＤＭ信号の復調器に利用した伝送路推定器について説
明したが、本発明は、ＧＩを有するシングルキャリア等のＯＦＤＭではないＦＦＴを利用
する復調器等にも適用が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の実施例１における伝送路推定器を示す概略の構成図である。
【図２】図１の間引き回路２，３における入出力信号の状態を示す概念図である。
【図３】図１のＩＦＦＴ回路１４，２４における出力信号を示す波形図である。
【図４】本発明の実施例２における伝送路推定器を示す概略の構成図である。
【符号の説明】
【００３６】
　１　　　ＬＰＦ
　２，３　　　間引き回路
　１０，１０Ａ、２０　　　演算回路
　１１，２１　　　ＦＦＴ窓抽出回路
　１２，１６，２２，２６　　　ＦＦＴ回路
　１４，２４　　　ＩＦＦＴ回路
　１５，２５　　　遅延プロファイル閾値生成回路
　１７，２７　　　等化器
　３０　　　合成回路
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