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(57)【要約】
パイロット・シンボル（３３０）を生成するための方法
（５００，８００）および対応するシステム（１００，
２００，３００，４００，９００）は、ＣＡＺＡＣシー
ケンス（３１２，５０４～５０８）の離散フーリエ変換
であるＭポイント並列変換シーケンスを提供するステッ
プを含む。Ｍポイント並列変換シーケンス（３１２）は
、Ｎポイント周波数領域シーケンス（３１８）を形成す
るために、Ｎ個のサブキャリア内の一組のＭ個のサブキ
ャリアに分配される（３１６，５１０）。この場合、Ｍ
個のサブキャリアの間隔は等間隔である。Ｎポイント周
波数領域シーケンスをＮポイント時間領域シーケンス（
３２２）に変換するために、Ｎポイント逆高速フーリエ
変換（３２０，５１２）が行われる。Ｎポイント時間領
域シーケンスが直列シーケンス（３２６）に変換され（
３２４，５１４）、パイロット・シンボル（３３０）を
形成するために、サイクリック・プレフィックスが直列
シーケンスに付加される（３２８，５１６）。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
シングル・キャリア周波数分割多重アクセス（ＳＣ－ＦＤＭＡ）送信機でパイロット・シ
ンボルを生成するための方法であって、
　定振幅ゼロ自己相関（ＣＡＺＡＣ）シーケンスの離散フーリエ変換であるＭポイント並
列変換シーケンスを提供するステップと、
　Ｎポイント周波数領域シーケンスを形成するために、前記Ｍポイント並列変換シーケン
スをＮ個のサブキャリアのうちの一組のＭ個のサブキャリアに分配するステップであって
、ＮがＭより大きく、前記Ｍ個のサブキャリアが等間隔に位置するステップと、
　前記Ｎポイント周波数領域シーケンスを、Ｎポイント時間領域シーケンスに変換するた
めに、Ｎポイント逆高速フーリエ変換を行うステップと、
　前記Ｎポイント時間領域シーケンスを直列シーケンスに変換するステップと、
　パイロット・シンボルを形成するために、サイクリック・プレフィックスを前記直列シ
ーケンスに付加するステップと、を含む方法。
【請求項２】
Ｍポイント並列変換シーケンスを提供する前記ステップが、
　Ｍポイント直列ＣＡＺＡＣパイロット・シーケンスを提供するステップと、
　前記Ｍポイント直列パイロット・シーケンスをＭポイント並列パイロット・シーケンス
に変換するステップと、
　前記Ｍポイント並列変換シーケンスを生成するために、前記Ｍポイント並列パイロット
・シーケンス上でＭポイント離散フーリエ変換を行うステップと、からなる請求項１に記
載のパイロット・シンボルを生成するための方法。
【請求項３】
Ｍが３７に等しく、Ｎが５１２に等しく、前記Ｍポイント並列変換シーケンスを分配する
前記ステップが、前記Ｍポイント並列変換シーケンスを、前記Ｎ個のサブキャリアの第１
のサブキャリアで始まり、サブキャリア４個分の間隔を有する他のサブキャリアを含む第
１の組のＭ個のサブキャリアに分配するステップからなる請求項１に記載のパイロット・
シンボルを生成するための方法。
【請求項４】
Ｍ個のサブキャリアの第２の組が、前記Ｎ個のサブキャリアの第２のサブキャリアで開始
する請求項１に記載のパイロット・シンボルを生成するための方法。
【請求項５】
パイロット・シーケンスを生成する前記ステップが、メモリから前記Ｍポイント並列変換
シーケンスを呼び出すステップを含む請求項１に記載のパイロット・シンボルを生成する
ための方法。
【請求項６】
パイロット・シーケンスを生成する前記ステップが、定振幅ゼロ自己相関シーケンスを生
成するステップを含む請求項１に記載のパイロット・シンボルを生成するための方法。
【請求項７】
定振幅ゼロ自己相関シーケンスを生成する前記ステップが、素数でない長さの定振幅ゼロ
自己相関シーケンスを生成するステップを含む請求項６に記載のパイロット・シンボルを
生成するための方法。
【請求項８】
Ｍ個のサブキャリアの前記組ではない前記Ｎ個のサブキャリアのサブキャリアをゼロ値に
設定するステップをさらに含む請求項１に記載のパイロット・シンボルを生成するための
方法。
【請求項９】
パイロット・シンボル生成器であって、
　定振幅ゼロ自己相関（ＣＡＺＡＣ）シーケンスから入手したＭポイント並列変換シーケ
ンスを生成するためのＭポイント並列変換シーケンス生成器と、



(3) JP 2009-524348 A 2009.6.25

10

20

30

40

50

　Ｎポイント分配変換シーケンスを生成するために、Ｎ個のサブキャリアのＭ個の選択し
たサブキャリアの組上に前記Ｍポイント並列変換シーケンスをマッピングするための前記
Ｍポイント離散フーリエ変換装置に結合している分配サブキャリア・マッパであって、Ｎ
がＭより大きく、Ｍ個の選択したサブキャリアの前記組の間隔が等間隔である分配サブキ
ャリア・マッパと、
　Ｎポイント分配時間領域シーケンスを生成するために、前記Ｎポイント分配変換シーケ
ンスを変換するために前記分配サブキャリア・マッパと結合しているＮポイント逆高速フ
ーリエ変換装置と、
　直列Ｎポイント分配時間領域シーケンスを生成するために、前記Ｎポイント分配時間領
域シーケンスと結合している並直列変換器と、
　パイロット・シンボルを生成するために、前記直列Ｎポイント分配時間領域シーケンス
と結合しているサイクリック・プレフィックス付加器と、
を備えるパイロット・シンボル生成器。
【請求項１０】
前記Ｍポイント並列変換シーケンス生成器が、
　Ｍポイント直列パイロット・シーケンスを生成するためのＣＡＺＡＣシーケンス生成器
と、
　前記Ｍポイント直列パイロット・シーケンスをＭポイント並列パイロット・シーケンス
に変換するための前記パイロット・シーケンス生成器と結合している直並列変換器と、
　前記Ｍポイント並列変換シーケンスを生成するために、前記Ｍ個の並列パイロット・シ
ーケンス上でＭポイント離散フーリエ変換を行うための前記直並列変換器と結合している
Ｍポイント離散フーリエ変換装置と、
を備える請求項９に記載のパイロット・シンボル生成器。
【請求項１１】
前記パイロット・シーケンス生成器が、定振幅ゼロ自己相関を生成するためのパイロット
・シーケンス生成器を備える請求項１０に記載のパイロット・シンボル生成器。
【請求項１２】
前記パイロット・シンボル生成器が、素数でない長さを有するＣＡＺＡＣシーケンスを生
成するためのパイロット・シーケンス生成器を備える請求項１１に記載のパイロット・シ
ンボル生成器。
【請求項１３】
前記Ｍポイント並列変換シーケンス生成器が、
　前記Ｍポイント並列変換シーケンスを格納するためのメモリと、
　前記Ｍポイント並列変換シーケンスを呼び出すためのメモリ読取装置と、
　を備える請求項９に記載のパイロット・シンボル生成器。
【請求項１４】
Ｍが３７に等しく、Ｎが５１２に等しく、Ｍ個の選択したサブキャリアの前記組が、前記
Ｎ個のサブキャリアの第１のサブキャリアから開始する、サブキャリア４個分の間隔を有
するＭ個の選択したサブキャリアの第１の組を含む請求項９に記載のパイロット・シンボ
ル生成器。
【請求項１５】
Ｍ個の選択したサブキャリアの前記組が、前記Ｎ個のサブキャリアの第２のサブキャリア
から開始する、サブキャリア４個分の間隔を有するＭ個の選択したサブキャリアの第２の
組を含む請求項１４に記載のパイロット・シンボル生成器。
【請求項１６】
シングル・キャリア周波数分割多重アクセス（ＳＣ－ＦＤＭＡ）受信機でパイロット・シ
ンボルを受信するための方法であって、
　修正したパイロット波形を生成するために、受信パイロット波形からサイクリック・プ
レフィックスを除去するステップと、
　前記修正したパイロット波形をＮポイント並列修正パイロット・シンボルに変換するス
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テップと、
　受信変換パイロット・シンボルを生成するために、前記Ｎポイント並列修正パイロット
・シンボル上で、Ｎポイント高速フーリエ変換を行うステップと、
　Ｍポイント受信パイロット信号を生成するために、前記受信変換パイロット・シンボル
内でＭ個の分配サブキャリアをデマッピングするステップと、
　Ｍポイント中間チャネル推定値を生成するために、前記Ｍポイント受信パイロット信号
にＭポイント・チャネル推定値乗数を掛けるステップであって、前記Ｍポイント・チャネ
ル推定値乗数を定振幅ゼロ自己相関（ＣＡＺＡＣ）シーケンスから入手するステップと、
　最終チャネル推定値を生成するために、前記Ｍポイント中間チャネル推定値上で二次元
補間を行うステップと、
　を含む方法。
【請求項１７】
Ｍ個の分配サブキャリアをデマッピングするステップが、
　マッピング情報を受信するステップと、
　前記マッピング情報によりＭ個の分配サブキャリアをデマッピングするステップと、
　を含む請求項１６に記載のパイロット・シンボルを受信するための方法。
【請求項１８】
前記Ｍポイント受信パイロット信号に、Ｍポイント・チャネル推定値乗数を掛けるステッ
プが、前記Ｍポイント受信パイロット信号に、ＣＡＺＡＣシーケンスである予想したパイ
ロット・シンボルから入手したフーリエ変換時間反転共役シーケンスを掛けるステップを
含む請求項１６に記載のパイロット・シンボルを受信するための方法。
【請求項１９】
パイロット・シンボル受信機であって、
　修正パイロット波形を生成するために、受信波形からサイクリック・プレフィックスを
除去するためのサイクリック・プレフィックス除去装置と、
　Ｎポイント並列修正パイロット・シンボルを生成するための前記修正パイロット波形と
結合している直並列変換器と、
　受信変換パイロット・シンボルを生成するために、前記Ｎポイント並列修正パイロット
・シンボル上でＮポイント高速フーリエ変換を行うために、前記直並列変換器と結合して
いるＮポイント高速フーリエ変換装置と、
　Ｍポイント受信パイロット信号を生成するために、前記受信変換パイロット・シンボル
内でＭ個の分配サブキャリアをデマッピングするために、前記Ｎポイント高速フーリエ変
換装置と結合している分配サブキャリア・デマッパと、
　Ｍポイント中間チャネル推定値を生成するために、前記Ｍポイント受信パイロット信号
に、Ｍポイント・チャネル推定値を掛けるために前記分配サブキャリア・デマッパに結合
している乗算器であって、前記Ｍポイント・チャネル推定値乗数が、定振幅ゼロ自己相関
（ＣＡＺＡＣ）シーケンスから入手される乗算器と、
　最終チャネル推定値を生成するために、前記Ｍポイント中間チャネル推定値上で二次元
補間を行うための前記乗算器と結合している二次元補間器と、
　を備えるパイロット・シンボル受信機。
【請求項２０】
キャリア・マッピング情報を受信するためのマッピング情報受信機をさらに備え、前記分
配サブキャリア・デマッパが、前記キャリア・マッピング情報によりＭ個の分配サブキャ
リアをデマッピングするための前記マッピング情報受信機と結合している分配サブキャリ
ア・デマッパをさらに備える請求項１９に記載のパイロット・シンボル受信機。
【請求項２１】
前記乗算器が、前記受信パイロット信号に、ＣＡＺＡＣシーケンスである予想したパイロ
ット・シンボルから入手したフーリエ変換時間反転共役シーケンスを掛けるためのＭポイ
ント乗算器を備える請求項１９に記載のパイロット・シンボル受信機。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は複数のサブキャリアを含むキャリアを使用する通信システムに関し、特に、マ
ルチキャリア通信システムでパイロット信号を生成し、使用する技術および装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　マルチキャリア変調システムは、送信ビットストリームを多くの異なるサブストリーム
に分割し、これらのサブストリームを多くの異なるサブチャネルを介して送信する。通常
、サブチャネルは、理想的な伝搬状態の場合には直交している。各サブチャネル上のデー
タレートは、全データレートより遥かに遅く、対応するサブチャネル帯域幅は、全システ
ムの帯域幅より遥かに狭い。サブストリームの数は、各サブチャネルが、チャネルのコヒ
ーレンス帯域幅よりも確実に狭くなるように選択され、そのためサブチャネルは、比較的
フラットなフェージングを起こす。これにより、各サブチャネル上のシンボル間干渉（Ｉ
ＳＩ）が小さくなる。
【０００３】
　通常、直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）方式（またはマルチキャリアまたは離散マル
チトーン変調方式）と呼ばれるより複雑なシステムの場合には、データは、正確な周波数
間隔を有している多数のキャリア上に分配される。周波数が間隔を有しているために「直
交」することになり、それにより復調器がそれ自身以外の周波数を見ることが防止される
。ＯＦＤＭの利点は、スペクトル効率が高いこと、ＲＦ干渉に対して弾力性を有している
こと、およびマルチパス歪みが低いことである。このことは役に立つ。何故なら、典型的
な地上放送シナリオの場合には、マルチパスチャネルが存在するからである（すなわち、
送信信号は、異なる長さの種々の経路を通って受信機に到着する）。　信号の複数のバー
ジョンが、シンボル間干渉（ＩＳＩ）により相互に干渉を起こすと、受信機が本来送信さ
れた信号を抽出するのが非常に難しくなる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ＯＦＤＭシステムの場合には、データをコヒーレントに復調しなければならない。それ
故、受信機のチャネルの振幅および位相を知る必要がある。パイロット信号はデータと一
緒に送信されるので、受信機はチャネルの振幅および位相を決定することができる。また
、パイロット信号により、受信機は「チャネル推定」と呼ばれるプロセスにより、送信機
と受信機の間のチャネルの転送特性を推定することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　　本発明は、通信システムの通信チャネルの転送特性を推定するために使用するパイロ
ット信号に関するものである。より詳細には、種々の方法および装置で実施される種々の
本発明のコンセプトおよび原理は、通信システムでデータ信号と一緒に送信するためのパ
イロット信号を生成するためにも、通信システムの受信機でパイロット信号を復調するた
めにも使用することができる。
【０００６】
　特に興味があるパイロット信号（生成器／復調器）は、種々様々であるが、一実施形態
は、シングル・キャリア周波数分割多重アクセス（ＳＣ－ＦＤＭＡ）変調スキームを使用
する送信機および受信機を有する無線セルラ通信システムで有利に使用することができる
。しかし、本明細書に教示する本発明のコンセプトおよび原理は、他の媒体で送信された
多重通信リンクを有する他の広帯域通信システムにも有利に適用することができる。
【０００７】
　本明細書は、適用の時点で、本発明による種々の実施形態の作成および使用を最善のモ
ードで実行可能にする方法をさらに説明するためのものである。本明細書は、本発明を決
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して制限するものではなく、本発明の原理および利点をよりよく理解し、会得してもらう
ためのものである。本発明は、本出願の係属中に行った任意の補正を含む添付の特許請求
の範囲および発行されたこれら特許請求の範囲の等価物によってだけ定義される。
【０００８】
　さらに、第１および第２の、頂部および底部等のような関係を示す用語が使用されてい
る場合には、あるエンティティまたは動作を他のエンティティまたは動作から単に区別す
るために使用しているのであって、必ずしもこのようなエンティティまたは動作間の任意
の実際のこのような関係または順序である必要はなく、またそれを意味するものでもない
。
【０００９】
　本発明の機能の多くおよび本発明の原理の多くは、可能な特定用途向けＩＣ、または組
み込みソフトウェアまたはファームウェアにより制御される集積処理を含むＩＣのような
集積回路（ＩＣ）と一緒にまたはその内部で最も有利に実施することができる。当業者で
あれば、おそらくかなりの努力、および例えば、利用可能な時間、現在の技術、および経
済的考慮事項により多くの設計の選択を必要とするだろうが、本明細書に記載したコンセ
プトおよび原理を読めば、最少の実験でこのようなソフトウェアの命令およびプログラム
およびＩＣを容易に生成することができるだろう。それ故、説明を簡単にし、本発明によ
る原理およびコンセプトが分かりにくくなるのを極力避けるために、このようなソフトウ
ェアおよびＩＣの説明は、種々の実施形態の原理およびコンセプトに関する本質的なもの
だけに制限する。
【００１０】
　数枚の図面で類似の参照番号が、同一のまたは機能的に類似の要素を示していて、下記
の詳細な説明と一緒に、本明細書に組み込まれ、およびその一部を形成する添付の図面は
、さらに種々の実施形態を説明するためのものであり、すべて本発明による種々の原理お
よび利点を説明するためのものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　図１を参照しながら、１つまたは複数の実施形態によるデータ通信システムで使用する
ためのシングル・キャリア周波数分割多重アクセス（ＳＣ－ＦＤＭＡ）送信機の一部のハ
イレベルのブロック図について簡単に説明し、記述する。図１の場合には、ＳＣ－ＦＤＭ
Ａ送信機１００は、例えば、セルラ通信システムの加入者ユニットで稼働しているアプリ
ケーション、またはストリーミング媒体の送信、またはファイルの転送またはデータを転
送する他の類似のプロセスにより生成したトラフィック・データまたはユーザ・データで
あるデータ・シーケンス１０４を生成するデータ・ソース１０２を含む。
【００１２】
　送信信号は受信機でコヒーレントに復調されるので、受信機のチャネルの振幅および位
相を知る必要がある。パイロット信号は、データと一緒に送信されるので、受信機はチャ
ネルの振幅および位相を決定することができる。また、パイロット信号を使用すれば、受
信機は「チャネル推定」と呼ばれるプロセスにより、送信機と受信機の間のチャネルの転
送特性を測定することができる。
【００１３】
　図１に示すように、パイロット・シーケンス生成器１０６は、データ・ソース１０２か
らトラフィック・データ１０４と一緒に交互に周期的に送信することができるパイロット
・シーケンス１０８を生成する。パイロット・シーケンス１０８は、既知の特性を有する
既知のデータ・シーケンスを含む。パイロット・シーケンス１０８の特性は、（１）大き
さが一定であること、（２）円形自己相関がゼロであること、（３）周波数領域応答がフ
ラットであること、および（４）シーケンスの長さが素数である場合、低く、一定の大き
さを有する２つのシーケンス間の相関が円形であることである。
【００１４】
　これらの特性を有する１つのシーケンスは、定振幅ゼロ自己相関（ＣＡＺＡＣ）シーケ
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ンスとも呼ばれるＺａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ、Ｆｒａｎｋ－ＺａｄｏｆｆおよびＭｉｌｅｗｓ
ｋｉシーケンスと呼ばれる。ＣＡＺＡＣシーケンスは、下記のように定義される。Ｌを任
意の正の整数、ｋをＬを含む互いに素である任意の数としよう。この場合、ｋ番目のＺａ
ｄｏｆｆ－Ｃｈｕ　ＣＡＺＡＣシーケンスのｎ番目のエントリは、下式により表される。
【００１５】
【数１】

【００１６】
　　　　　Ｌが奇数の場合
　　　　　Ｌが偶数の場合
ここで、ｎは、０からＬ－１の範囲である。
【００１７】
　ＣＡＺＡＣシーケンスは、一般化チャープ状（ＧＣＬ：Ｇｅｎｅｒａｌｉｚｅｄ　Ｃｈ
ｉｒｐ　Ｌｉｋｅ）シーケンスのような多相チャープ・シーケンスの特殊なサブセットで
ある。ＣＡＺＡＣシーケンスの「定振幅ゼロ自己相関」特性は、シーケンスが、時間およ
び周波数領域へおよびから変換された場合に保存されることに留意されたい。それ故、Ｃ
ＡＺＡＣシーケンスは、無線周波電力増幅器に対していくつかの利点を有する。何故なら
、ＳＣ－ＦＤＭＡ技術を使用する送信は、信号の時間領域内のピーク－平均電力比を低減
するからである。さらに、ＣＡＺＡＣシーケンスを使用すれば、チャネル推定を容易に行
うことができる。何故なら、信号は周波数領域内で一定の振幅を有しているからである。
【００１８】
　スイッチ・コントローラ１１０は、データ・シーケンス１０４およびパイロット・シー
ケンス１０８の間で交互に切り替わるスイッチ１１２を制御する。一実施形態の場合には
、スイッチ・コントローラ１１０は、それぞれ２つのパイロット・シーケンス１０８ごと
にデータ・シーケンス１０４の６つのシンボルを使用することができる。他のデータ／パ
イロット・シーケンス比も使用することができる。
【００１９】
　スイッチ１１２による選択の後で、パイロット・シーケンス１０８は、直並列変換器１
１４に結合される。直並列変換器１１４は、データの直列ストリームを受信し、それを並
列データ出力に変換する。パイロット・シーケンス１０８を受信した場合には、直並列変
換器１１４は、それをＭポイント並列ＣＡＺＡＣシーケンス１１６に変換する。この場合
、Ｍはシーケンス内の複素値サンプルの数である。
【００２０】
　直並列変換器１１４のＭポイント並列出力は、シングル・キャリア周波数分割多重アク
セス（ＳＣ－ＦＤＭＡ）変調器１１８の入力に結合される。ＳＣ－ＦＤＭＡ変調器１１８
は、ＯＦＤＭ送信のために必要な直交搬送波を生成するために、デジタル数学的技術を使
用するマルチキャリア変調ブロックである。ＳＣ－ＦＤＭＡ変調器１１８の出力は、ＯＦ
ＤＭ変調パイロット・シンボル１２０のデジタル・ベースバンド表示である。図３のデー
タ送信機１００のデジタル処理システムの詳細図については以下に説明する。
【００２１】
　ＯＦＤＭ変調パイロット・シンボル１２０は、送信機ブロック１２２に結合される。送
信機ブロック１２２においては、デジタル－アナログ（Ｄ／Ａ）変換器により、デジタル
信号がアナログ信号に変換される。次に、アナログ信号は、増幅された無線周波信号１２
４を生成するために、アップコンバータおよび電力増幅器に結合される。無線周波信号１
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２４は、送信無線信号１２８を送信するためのアンテナ１２６に結合される。送信無線信
号１２８は、チャネルの特性により環境の影響を受け、そのため信号１２８は、受信機の
ところで「受信」信号になる。
【００２２】
　図２を参照すると、この図は、１つまたは複数の実施形態により、パイロット信号を受
信し、復調し、使用するための機能ブロックを示す受信機の代表的ブロック図である。図
に示すように、受信機２００は、受信信号２０４を受信するためのアンテナ２０２を含む
。アンテナ２０２は、受信信号２０４から無線周波キャリアを除去し、アナログ信号をデ
ジタル・サンプル２０８の直列ストリームに変換する、ダウンコンバータおよびアナログ
－デジタル（Ａ／Ｄ）変換器２０６に結合される。
【００２３】
　ダウンコンバータおよびＡ／Ｄ変換器２０６からのデジタル・サンプル２０８は、同期
コントローラ２１０およびＯＦＤＭマルチキャリア復調器２１２に結合される。同期コン
トローラ２１０は、パイロット信号検出器２１４により、パイロット信号を検出するため
にデジタル・サンプル２０８を監視する。同期コントローラ２１０の目的は、シンボル・
タイミングまたは同期情報を提供する既知の信号であり、またチャネル等化係数のチャネ
ル推定および計算を可能にする基準信号（例えば、パイロット信号）を回復することであ
る。このような同期およびチャネル推定情報２１６は、ＯＦＤＭマルチキャリア復調器２
１２に結合され、そのためデジタル・サンプル２０８により表示されるＯＦＤＭ信号を復
調するために、復調器２１２を正確に同期することができる。ＯＦＤＭマルチキャリア復
調器２１２は、その出力のところで受信信号２０４が含んでいるデータであるトラフィッ
ク・データまたはユーザ・データ２１８を提供する。ＯＦＤＭマルチキャリア復調器２１
２内のこれらに類似の機能は、パイロット・シンボルを受信し、復調するために同期コン
トローラ２１０で使用される。
【００２４】
　ここで図３を参照すると、この図は、１つまたは複数の実施形態によるパイロット・シ
ンボルを生成するための送信機１００（図１参照）の一部３００のより詳細な代表的な図
面である。図３に示すように、直列パイロット・シーケンス３０４は、短いＣＡＺＡＣシ
ーケンス生成器３０２で生成される。一実施形態の場合には、シーケンスの長さはＭ個の
複素サンプルである。この場合、Ｍは例えば３７に等しい。
【００２５】
　ＣＡＺＡＣシーケンス生成器３０２が生成したＣＡＺＡＣシーケンスは、「短い」シー
ケンスと呼ばれる。何故なら、シーケンスの長さが、使用できるサブキャリアの数より小
さいからである。例えば、３０１個の使用可能なサブキャリアがある場合には、長いＣＡ
ＺＡＣシーケンスがそれらすべてを占拠してしまい、短いＣＡＺＡＣシーケンスは、例え
ば、それらのうちの３７しか占拠できない。すでに説明したように、ＣＡＺＡＣシーケン
スの「定振幅ゼロ自己相関」特性は、時間および周波数領域両方に保存される。
【００２６】
　短いＣＡＺＡＣシーケンス生成器３０２の出力は、直列パイロット・シーケンス３０４
をＭポイント並列ＣＡＺＡＣシーケンス３０８に変換する、直並列変換器３０６に結合さ
れる。Ｍポイント並列ＣＡＺＡＣシーケンス３０８は、Ｍポイント離散フーリエ変換装置
（ＤＦＴ）３１０の入力に結合される。ＭポイントＤＦＴ３１０は、直列パイロット・シ
ーケンス３０４のＭポイントの周波数成分を分析し、Ｍポイント並列変換シーケンス３１
２を出力するために、直列パイロット・シーケンス３０４を周波数領域に変換する。
【００２７】
　ある実施形態の場合には、Ｍポイント並列変換シーケンス３１２は、変換メモリ３１４
から呼び出すことができることに留意されたい。それ故、シーケンスを生成し、離散フー
リエ変換を計算するのではなく（すなわち、リアルタイム合成）、テーブル・ルックアッ
プ技術により、システムおよびプロセスは、データ記憶装置から、予め計算したＭポイン
ト並列変換シーケンス３１２を呼び出すことができる。
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【００２８】
　Ｍポイント並列変換シーケンス３１２は、Ｎポイント周波数領域シーケンス３１８を形
成するために、Ｎ個のサブキャリアの中から一組のＭ個のサブキャリアへＭポイント並列
変換シーケンス３１２を分配するために使用される分散サブキャリア・マッパ３１６の入
力に結合される。ここで、ＮはＭより大きく、Ｍ個のサブキャリアは、Ｎ個のサブキャリ
ア間に等間隔で位置する。Ｎは、ＳＣ－ＦＤＭＡ送信信号で使用するサブキャリアの数で
ある。一実施形態の場合には、Ｎは５１２に等しく、Ｎは、他の実施形態の場合には、も
っと大きくても小さくてもよい。Ｍポイント並列変換シーケンス３１２の値のうちの１つ
にマッピングされない分散サブキャリア・マッパ３１６の出力３１８はゼロ値に設定され
る。
【００２９】
　分散サブキャリア・マッパ３１６の出力について再度説明すると、Ｎポイント周波数領
域シーケンス３１８は、Ｎポイント逆高速フーリエ変換装置（ＩＦＦＴ）３２０に結合さ
れる。ＮポイントＩＦＦＴ３２０は、Ｎポイント周波数領域シーケンス３１８をＮポイン
ト時間領域シーケンス３２２に変換する。逆高速フーリエ変換は、高速フーリエ変換を反
転するための効率的な数学的アルゴリズムである。Ｎポイント時間領域シーケンス３２２
は、並列データを直列シーケンス３２６に変換する並直列変換器３２４の入力に結合され
る。
【００３０】
　直列シーケンス３２６は、サイクリック・プレフィックス付加器３２８の入力に結合さ
れる。サイクリック・プレフィックス付加器３２８は、直列シーケンス３２６の末尾から
所定数の複素サンプルをコピーし、これらのサンプルを直列シーケンス３２６の頭に置く
。一実施形態の場合には、コピーしたサンプルの数は３２である。サイクリック・プレフ
ィックスを付加する目的は、確実に直交させることであり、これによりあるサブキャリア
が（キャリア間干渉、すなわちＩＣＩと呼ばれる）他のサブキャリアと干渉を起こすのが
防止される。サイクリック・プレフィックス・ヘッダ３２８の出力はパイロット・シンボ
ル３３０である。
【００３１】
　点線のボックス３３２内の機能ブロックは、図１のＳＣ－ＦＤＭＡ変調器１１８のよう
なＳＣ－ＦＤＭＡ変調器と呼ぶことができることに留意されたい。また、他の実施形態の
場合には、機能ブロック並直列変換器３２４およびサイクリック・プレフィックス付加器
３２８の順序は逆にすることができ、そのためデータを直列ストリームに変換する前に、
サイクリック・プレフィックスが付加されることにも留意されたい。
【００３２】
　ここで図４を参照すると、この図は、１つまたは複数の実施形態による図２のＳＣ－Ｓ
ＤＭＡ受信機２００の一部４００のより詳細なハイレベルの代表的ブロック図である。図
に示すように、図２のデジタル・サンプル２０８類似のベースバンド・デジタル・ストリ
ームである受信波形４０２は、サイクリック・プレフィックス除去装置４０４の入力に結
合される。サイクリック・プレフィックス除去装置４０４は、修正したパイロット波形４
０６を生成するために、デジタル・サンプルの頭からサイクリック・プレフィックスを除
去する。
【００３３】
　修正したパイロット波形４０６は、直並列変換器４０８の入力に結合される。直並列変
換器４０８の出力は、Ｎポイント高速フーリエ変換装置（ＦＦＴ）４１２の入力に結合さ
れるＮポイント並列修正パイロット・シンボル４１０である。
【００３４】
　ＮポイントＦＦＴ４１２は、自身が時間領域からのパイロット信号を周波数領域に変換
した場合に、その出力のところに受信変換パイロット・シンボル４１４を生成する。
　受信変換パイロット・シンボル４１４は、分配サブキャリア・デマッパ４１６の入力に
結合される。分配サブキャリア・デマッパ４１６は、Ｍポイント受信信号４１８を生成す
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るために、受信変換パイロット・シンボルのＭ個の分配サブキャリアをデマッピングする
。分配サブキャリア・デマッパ４１６は、キャリア・マッピング情報４２０を使用してデ
マッピング機能を行う。
【００３５】
　キャリア・マッピング情報４２０は、Ｍ個のサブキャリアの選択した組を記述している
（すなわち、Ｎ個の受信サブキャリア内にパイロット情報を含むサブキャリアの位置を記
述している）。キャリア・マッピング情報４２０は、受信波形４０２を受信する前に受信
機で分かっている。このようなキャリア・マッピング情報は、データ通信インタフェース
を記述している基準により同意することもできるし、またはそれを、それが必要になる前
に制御メッセージにより受信機に送信することもできる。
【００３６】
　Ｍポイント受信信号４１８は、Ｍポイント並列乗算器４２２の入力に結合される。Ｍポ
イント並列乗算器４２２は、Ｍポイント中間チャネル推定値４２６を生成するために、受
信信号４１８にＭポイント・チャネル推定値乗数４２４を掛ける。１つまたは複数の実施
形態の場合には、Ｍポイント・チャネル推定値乗数またはシーケンス４２４は、直列パイ
ロット・シーケンス３０２から得られたフーリエ変換時間反転共役シーケンスである（図
３参照）。パイロット・シーケンスの変換およびパイロット・シーケンスによる乗算の正
味の効果は、パイロット・シーケンスによる時間領域円形相関の周波数領域の等価物が実
行されることである。
【００３７】
　Ｍポイント並列乗算器４２２の後で、Ｍポイント中間チャネル推定４２６が二次元（２
Ｄ）補間器４２８に結合される。２Ｄ補間器４２８の出力は、最終チャネル推定４３０で
ある。最終チャネル推定は、割り当てられた各データ・キャリアの位置のところのチャネ
ル推定を表す。
【００３８】
　ここで図５を参照すると、この図は、１つまたは複数の実施形態による、図１および図
３のシステムに示す送信機１００のような送信機の一部により、または他の類似の装置に
より実行される例示としてのプロセスのハイレベルの流れ図５００である。図に示すよう
に、プロセスは、ブロック５０２から開始し、その後でブロック５０４に進み、そこでプ
ロセスは、短いＭポイント定振幅ゼロ自己相関（ＣＡＺＡＣ）直列パイロット・シーケン
スを生成する。ここで、Ｍはシーケンスの複素サンプルの数を表す整数である。Ｍは、短
いシーケンスとも呼ばれる。何故なら、Ｍは、ＳＣ－ＦＤＭＡ変調器のサブキャリア上の
送信データ・シンボルをマッピングする際に使用するキャリアの数と比較するとかなり少
ないからである。このことは重要である。何故なら、これにより周波数領域内で異なるユ
ーザのパイロット・シンボルを直交させることができるからである。さらに、これにより
、異なる周波数オフセットで、複数のユーザが、同じＣＡＺＡＣシーケンスを再使用する
ことができるからである。
【００３９】
　図３に示すように、このプロセスは、パイロット・シーケンス３０２を生成する短いＣ
ＡＺＡＣシーケンス生成器３０４により実施される。このプロセスは、データ・メモリ３
１４からシーケンス３０２の複素サンプルを呼び出すことにより実施することができる（
図３参照）。他の実施形態の場合には、短いＣＡＺＡＣシーケンス３０２は、特別に設計
した論理回路を使用して、または特別にプログラムしたソフトウェア・コード（例えば、
マイクロチップ内のマイクロコード）を実行することにより生成することができる。
【００４０】
　すでに説明したように、ＣＡＺＡＣシーケンスの大きさは一定であり、円形自己相関は
ゼロであり、周波数領域応答はフラットであり、２つのシーケンス間の相関は低い。他の
実施形態の場合には、パイロット・シーケンスは、類似の特性を有するＧＣＬシーケンス
により実施することができる。
【００４１】
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　ＣＡＺＡＣパイロット・シンボルは、その優れた相関特性のために干渉を平均化するこ
とができるという点でＣＤＭＡ信号の特性を有する。さらに、信号は、周波数領域直交の
利点を有する。このことは、異なるユーザが、同じＣＡＺＡＣシーケンスを、Ｍ個のサブ
キャリアの異なる周波数セット上で再使用することができることを意味する。それ故、同
一のＣＡＺＡＣシーケンスを、異なるユーザのチャネルを推定するために使用することが
できる。
【００４２】
　次に、プロセスは、ブロック５０６に示すように、ＭポイントＣＡＺＡＣパイロット・
シーケンスをＭポイント並列パイロット・シーケンスに変換する。このプロセスは、図１
の直並列変換器１１４のような直並列変換器により実施することができる。
【００４３】
　パイロット・シーケンスを並列データに変換した後で、ブロック５０８に示すように、
プロセスは、Ｍポイント並列変換シーケンスを生成するために、Ｍポイント離散フーリエ
変換を行う。このプロセスは、図３のＭポイント離散フーリエ変換ブロック３０４で実施
することができる。Ｍポイント並列変換シーケンスは、パイロット・シーケンスの時間領
域変調の周波数領域表示である。
【００４４】
　周波数領域に変換した後で、プロセスは、Ｍポイント並列変換シーケンスを、ブロック
５１０に示すように、Ｎ個のサブキャリアのうちのＭ個のサブキャリアの選択した組に分
配する。この分配プロセス中、ＮはＯＦＤＭ信号で送信されたサブキャリアの数であり、
ＮはＭより大きい。Ｍ個の選択したサブキャリアは、図６および図７に示すように、等間
隔で並んでいる。一実施形態の場合には、この分配プロセスは、図３に示す分配サブキャ
リア・マッパ３０８により実施される。Ｍ個のサブキャリアの組内の選択されなかったＮ
個のサブキャリアは、その値をゼロに設定することに留意されたい。
【００４５】
　図６および図７に示すように、Ｎ個のサブキャリアのグループ内に等しいキャリア間隔
を維持しながら、Ｍ個のサブキャリアの異なる組を、Ｎ個のサブキャリアの中から選択す
ることができる。例えば、図６の場合には、ＳＣ０で示す第１のサブキャリア６０２が選
択され、１６のサブキャリア６００、ＳＣ０－ＳＣ１５のグループの中から４番目ごとの
サブキャリア６０４が選択される。これらの選択したサブキャリア６０２、６０４は、キ
ャリア間隔６０６を有する選択したサブキャリアの第１のグループまたは組を表すことが
できる。同様に、図７は、第２のサブキャリア７０２、ＳＣ１で始まるサブキャリア７０
２、７０４の第２の組、およびその後の４番目ごとのサブキャリア７０４の選択を示す。
図７の場合は、キャリア間隔６０６は、キャリア４個分の長さのままである。実際には、
Ｎは、おそらく１６より遥かに大きい。一実施形態の場合には、Ｎは５１２に等しく、Ｍ
は３７に等しい。パイロット・シンボルの交互のフレーム内で、サブキャリアの異なる組
を選択することができる。選択したサブキャリアのどの組を使用するのかを指定する情報
は、適切な復調を行うために受信機に予め通知しておかなければならない。このような情
報は、制御メッセージにより予め選択した組を通知することにより、または選択した時間
で開始する組の既知のシーケンスに同意することにより通知することができる。
【００４６】
　次に、分配後、プロセスは、ブロック５１２に示すように、Ｎポイント周波数領域シー
ケンスをＮポイント時間領域シーケンスに変換するために、Ｎポイント逆高速フーリエ変
換（ＩＦＦＴ）を行う。このプロセスは、図３のＮポイントＩＦＦＴブロック３１２で実
施される。ＩＦＦＴは、並列変換シーケンス内でＭポイントのマッピングした組、および
選択しなかったサブキャリアに対するゼロ値を、Ｎポイント分配モード時間領域シーケン
スに変換する。
【００４７】
　次に、プロセスは、ブロック５１４に示すように、Ｎポイント時間領域シーケンスを直
列シーケンスに変換する。次に、ブロック５１６において、プロセスは、サイクリック・
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プレフィックスを直列シーケンスに付加する。サイクリック・プレフィックスを付加する
のは、シンボル間の干渉を低減するためである。このプロセスは、直列シーケンスの末尾
から多数の複素サンプルを、当業者であれば周知のように、ＯＦＤＭ変調の直列シーケン
スの頭にコピーすることにより実施される。一実施形態の場合には、コピーされた複素サ
ンプルの数は３２に等しい。
【００４８】
　最後に、ＯＦＤＭ送信機でパイロット・シンボルを生成するプロセスは、ブロック５１
８のところで終わる。パイロット信号を生成するプロセスが、ブロック５１８のところで
終わるのは明らかであろう。図のプロセスは、プロセスを使用している特定のシステムの
要件により、複数のパイロット・シンボルを供給するために必要に応じて反復することが
できる。
【００４９】
　ここで図８を参照すると、この図は、１つまたは複数の実施形態による、図２および図
４のシステムに示す受信機４００のような受信機の一部または他の類似の装置が実行する
例示としてのプロセスのハイレベルの流れ図８００である。図に示すように、プロセスは
、ブロック８０２から開始し、その後で、ブロック８０４に進み、そこでプロセスはＯＦ
ＤＭ信号を受信する。ＯＦＤＭ信号を受信するこのプロセスは、受信信号をダウン変換し
、ダウン変換したアナログ波形をデジタル・サンプルに変換するステップを含む。図２に
示すように、ＯＦＤＭ信号を受信するステップは、図４の受信波形４０２を生成するダウ
ンコンバータおよびＡ／Ｄ変換器２０６で実施される。受信信号２０４は、チャネルの転
送機能により多重化した送信信号１２６に等しいことに留意されたい。
【００５０】
　次に、プロセスは、ブロック８０６に示すように、修正したパイロット波形を生成する
ために、受信パイロット波形からサイクリック・プレフィックスを除去する。サイクリッ
ク・プレフィックスの除去は、図４のサイクリック・プレフィックス除去装置（ブロック
４０４）で実施される。サイクリック・プレフィックスを除去した後で、ブロック８０８
に示すように、プロセスは、直列修正パイロット波形をＮポイント並列修正パイロット・
シンボルに変換する。
【００５１】
　次に、プロセスは、ブロック８１０に示すように、受信変換パイロット・シンボルを生
成するために、このプロセスは、Ｎポイント並列修正パイロット・シンボル上でＮポイン
ト高速フーリエ変換を行う。プロセスは、時間領域内の信号を、周波数領域内の信号に変
換する。
【００５２】
　高速フーリエ変換の後で、プロセスは、ブロック８１２に示すように、Ｍポイント受信
信号を生成するために、受信変換パイロット・シンボル内のＭ個の分配サブキャリアをデ
マッピングする。このプロセスは、図４の分配サブキャリア・デマッパ４１６により実施
することができる。
【００５３】
　次に、プロセスは、ブロック８１４に示すように、Ｍポイント中間チャネル推定値を生
成するために、Ｍポイント受信パイロット・シンボルにＭポイント・チャネル推定値乗数
を掛ける。Ｍポイント・チャネル推定値乗数は、送信パイロット・シンボルから入手され
、送信パイロット・シンボルのフーリエ変換時間反転共役シーケンスである。
【００５４】
　乗算の後で、プロセスは、ブロック８１６に示すように、最後のチャネル推定値を生成
するために二次元補間を行う。一実施形態の場合には、二次元補間は、図４の２Ｄ補間器
４２８により行われる。
【００５５】
　最後に、ＯＦＤＭ受信機でパイロット・シンボルを受信し、使用するプロセスは、ステ
ップ８１８のところで終わる。パイロット信号の処理は、ブロック８１８のところで終わ
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るが、図のプロセスは、プロセスが使用される特定のシステムの要件により、複数のパイ
ロット・シンボルを受信し処理するために、必要に応じて反復することができることは明
らかであろう。
【００５６】
　図９を参照すると、この図は、１つまたは複数の実施形態による、図２のＳＣ－ＳＤＭ
Ａ受信機２００の一部９００の他の実施形態のハイレベルの代表的ブロック図である。受
信機９００を含む機能ブロックは、下記の機能ブロック、すなわち、Ｍポイント逆離散フ
ーリエ変換（ＩＤＦＴ）９０２、干渉緩和９０４、およびＭポイントＤＦＴ９０６をさら
に含んでいる点を除けば、受信機２００の機能ブロックに類似している。ＩＤＦＴは、パ
イロット信号を時間領域に変換するためのものであり、この場合、追加の処理および最適
化を、干渉およびマルチパスを緩和するために行うことができる。これは、精製した時間
領域チャネル推定値を生成する。次に、精製した時間領域推定値を、補間のために周波数
領域に変換しなければならない。
【００５７】
　上記機能および構造は、１つまたは複数の集積回路で実施することができる。例えば、
多くのまたはすべての機能を、図１～図４および図９のブロック図により示す信号処理回
路で実施することができる。
【００５８】
　上記プロセス、装置およびシステム、ならびに本発明の原理は、ＣＤＭＡおよびＦＤＭ
Ａパイロット信号を組合わせることにより、ＳＣ－ＦＤＭＡ送信機および受信機システム
で改善されたより効率的なパイロット・シンボルを生成するためのものである。パイロッ
ト信号に対するＣＡＺＡＣシーケンスのような一般化したチャープ状の（ＧＣＬ）シーケ
ンスを使用することにより、送信信号のピーク／平均比を低減することができ、チャネル
の特性をより正確に推定することができる。何故なら、パイロット信号は、チャネル推定
により適している周波数領域で一定の振幅を有しているからである。ＣＡＺＡＣシーケン
スをパイロット・チャネルに対してＦＤＭＡのように挿入すると、受信機は、ＦＤＭＡパ
イロットのリンク利点を犠牲にしないで、干渉平均技術を使用してパイロット信号を受信
することができる。これらの有意な改善は、比較的安いコストおよび最低限度複雑にする
だけで行うことができる。
【００５９】
　上記実施形態は、無線通信システムでの無線周波信号の送信に主として関するものであ
るが、パイロット・シンボルを生成するためのこのシステム、およびその内部のプロセス
は、広帯域同軸ケーブル、ツイストペア電話線等のような有線媒体を介してデータを送信
するような他のデータ送信用途にも使用することができる。
【００６０】
　本明細書は、本発明の真の、意図するおよび公平な範囲および精神を制限するためのも
のではなく、本発明による種々の実施形態の形成および使用方法を説明するためのもので
ある。上記説明は、包括的なものではないし、本発明を開示の正確な形状に制限するため
のものでもない。上記教示から鑑みて種々に修正および変更することができる。実施形態
は、本発明の原理の最善およびその実際の用途の説明を行い、通常の当業者が種々の実施
形態でおよび意図する特定の用途に適するように種々の修正を行って本発明を使用するこ
とができるようにするように選択し、記述した。すべてのこのような修正および変更は、
これらが公平に、合法的に、および公正に適用される範囲により解釈した場合、本特許出
願の懸案中に補正することができる添付の特許請求の範囲に記載する本発明の範囲および
そのすべての等価物に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】簡単で代表的な形の、１つまたは複数の実施形態によるデータ通信システムで使
用するためのシングル・キャリア周波数分割多重アクセス（ＳＣ－ＦＤＭＡ）送信機の一
部のハイレベルのブロック図。
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【図２】代表的な形の、１つまたは複数の実施形態による、図１の送信機により送信され
たデータを受信するために使用するＳＣ－ＦＤＭＡ受信機の一部のハイレベルのブロック
図。
【図３】１つまたは複数の実施形態による図１のＳＣ－ＳＤＭＡ送信機の一部のより詳細
なハイレベルの代表的なブロック図。
【図４】１つまたは複数の実施形態による図２のＳＣ－ＳＤＭＡ受信機の一部のより詳細
なハイレベルの代表的なブロック図。
【図５】１つまたは複数の実施形態による図１および図３のＳＣ－ＳＤＭＡ送信機が実行
するプロセスのハイレベルの流れ図。
【図６】代表的な形の１つまたは複数の実施形態による数組のサブキャリアへのパイロッ
ト信号情報の分布を示す図。
【図７】代表的な形の１つまたは複数の実施形態による数組のサブキャリアへのパイロッ
ト信号情報の分布を示す図。
【図８】１つまたは複数の実施形態による図２および図４のＳＣ－ＳＤＭＡ受信機が実行
するプロセスのハイレベルの流れ図。
【図９】１つまたは複数の実施形態による図２のＳＣ－ＳＤＭＡ受信機の一部の別のハイ
レベルの代表的ブロック図。

【図１】

【図２】

【図３】
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