
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個別のアンテナを介してＯＦＤＭ（直交周波数分割多重）信号を受信しＯＦＤＭ受信信
号をそれぞれ出力する複数の受信手段と、
　前記ＯＦＤＭ受信信号をそれぞれ周波数スペクトルに変換する複数の第１の変換手段と
、
　前記ＯＦＤＭ受信信号に対する参照周波数スペクトルを生成する少なくとも一つの参照
周波数スペクトル生成手段と、
　前記第１の変換手段からそれぞれ出力される周波数スペクトルと前記参照周波数スペク
トルとから複数の伝送路周波数応答を算出する複数の伝送路周波数応答算出手段と、
　前記第１の変換手段からそれぞれ出力される周波数スペクトルの歪みを対応する前記伝
送路周波数応答を用いて補償する歪み補償手段と、
　前記第１の変換手段からそれぞれ出力される周波数スペクトルを第１の入力信号とし、
前記歪み補償手段からそれぞれ出力される歪み補償後の周波数スペクトルを第２の入力信
号として、振幅もしくは電力が最大となる第１の入力信号に対応する第２の入力信号を選
択して出力する選択手段と、
　前記選択手段の出力信号からディジタル信号系列を復調する復調手段
とを具備することを特徴とするＯＦＤＭダイバーシチ受信装置。
【請求項２】
　個別のアンテナを介してＯＦＤＭ（直交周波数分割多重）信号を受信しＯＦＤＭ受信信

10

20

JP 3724940 B2 2005.12.7



号をそれぞれ出力する複数の受信手段と、
　前記ＯＦＤＭ受信信号をそれぞれ周波数スペクトルに変換する複数の第１の変換手段と
、
　前記ＯＦＤＭ受信信号に対する参照周波数スペクトルを生成する少なくとも一つの参照
周波数スペクトル生成手段と、
　前記第１の変換手段からそれぞれ出力される周波数スペクトルと前記参照周波数スペク
トルとから複数の伝送路周波数応答を算出する複数の伝送路周波数応答算出手段と、
　前記第１の変換手段からそれぞれ出力される周波数スペクトルの歪みを対応する前記伝
送路周波数応答を用いて補償する歪み補償手段と、
　前記伝送路周波数応答算出手段によりそれぞれ算出される伝送路周波数応答を第１の入
力信号とし、前記歪み補償手段からそれぞれ出力される歪み補償後の周波数スペクトルを
第２の入力信号として、振幅もしくは電力が最大となる第１の入力信号に対応する第２の
入力信号を選択して出力する選択手段と、
　前記選択手段の出力信号からディジタル信号系列を復調する復調手段
とを具備することを特徴とするＯＦＤＭダイバーシチ受信装置。
【請求項３】
　個別のアンテナを介してＯＦＤＭ（直交周波数分割多重）信号を受信しＯＦＤＭ受信信
号をそれぞれ出力する複数の受信手段と、
　前記ＯＦＤＭ受信信号をそれぞれ周波数スペクトルに変換する複数の第１の変換手段と
、
　前記ＯＦＤＭ受信信号に対する参照周波数スペクトルを生成する少なくとも一つの参照
周波数スペクトル生成手段と、
　前記第１の変換手段からそれぞれ出力される周波数スペクトルと前記参照周波数スペク
トルとから複数の伝送路周波数応答を算出する複数の伝送路周波数応答算出手段と、
　前記第１の変換手段からそれぞれ出力される周波数スペクトルの歪みを対応する前記伝
送路周波数応答を用いて補償する歪み補償手段と、
　前記歪み補償手段からそれぞれ出力される歪み補償後の周波数スペクトルを第１の入力
信号とし、振幅もしくは電力が最大となる第１の入力信号を選択して出力する選択手段と
、
　前記選択手段の出力信号からディジタル信号系列を復調する復調手段
とを具備することを特徴とするＯＦＤＭダイバーシチ受信装置。
【請求項４】
　個別のアンテナを介してＯＦＤＭ（直交周波数分割多重）信号を受信しＯＦＤＭ受信信
号をそれぞれ出力する複数の受信手段と、
　前記ＯＦＤＭ受信信号をそれぞれ周波数スペクトルに変換する複数の第１の変換手段と
、
　前記ＯＦＤＭ受信信号に対する参照周波数スペクトルを生成する少なくとも一つの参照
周波数スペクトル生成手段と、
　前記第１の変換手段からそれぞれ出力される周波数スペクトルと前記参照周波数スペク
トルとから複数の伝送路周波数応答を算出する複数の伝送路周波数応答算出手段と、
　前記第１の変換手段からそれぞれ出力される周波数スペクトルを第１の入力信号とし、
前記伝送路周波数応答算出手段によりそれぞれ算出される伝送路周波数応答を第２の入力
信号として、振幅もしくは電力が最大となる第１の入力信号およびそれに対応する第２の
入力信号を選択して、それぞれ第１の出力信号および第２の出力信号として出力する選択
手段と、
　前記選択手段の前記第２の出力信号を用いて前記選択手段の前記第１の出力信号の歪み
を補償する歪み補償手段と、
　前記歪み補償手段の出力信号からディジタル信号系列を復調する復調手段
とを具備することを特徴とするＯＦＤＭダイバーシチ受信装置。
【請求項５】
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　個別のアンテナを介してＯＦＤＭ（直交周波数分割多重）信号を受信しＯＦＤＭ受信信
号をそれぞれ出力する複数の受信手段と、
　前記ＯＦＤＭ受信信号をそれぞれ周波数スペクトルに変換する複数の第１の変換手段と
、
　前記ＯＦＤＭ受信信号に対する参照周波数スペクトルを生成する少なくとも一つの参照
周波数スペクトル生成手段と、
　前記第１の変換手段からそれぞれ出力される周波数スペクトルと前記参照周波数スペク
トルとから複数の伝送路周波数応答を算出する複数の伝送路周波数応答算出手段と、
　前記伝送路周波数応答算出手段によりそれぞれ算出される伝送路周波数応答を第１の入
力信号とし、前記第１の変換手段からそれぞれ出力される周波数スペクトルを第２の入力
信号として、振幅もしくは電力が最大となる第１の入力信号およびそれに対応する第２の
入力信号を選択して、それぞれ第１の出力信号および第２の出力信号として出力する選択
手段と、
　前記選択手段の前記第１の出力信号を用いて前記選択手段の前記第２の出力信号の歪み
を補償する歪み補償手段と、
　前記歪み補償手段の出力信号からディジタル信号系列を復調する復調手段
とを具備することを特徴とするＯＦＤＭダイバーシチ受信装置。
【請求項６】
　前記伝送路周波数応答算出手段と前記歪み補償手段との間に、前記伝送路周波数応答算
出手段によりそれぞれ算出された伝送路周波数応答をフィルタリングするフィルタリング
手段を挿入したことを特徴とする請求項 乃至 のいずれか１項記載のＯＦＤＭダイバー
シチ受信装置。
【請求項７】
　前記伝送路周波数応答算出手段と前記選択手段との間に、前記伝送路周波数応答算出手
段によりそれぞれ算出された伝送路周波数応答をフィルタリングするフィルタリング手段
を挿入したことを特徴とする請求項 または 記載のＯＦＤＭダイバーシチ受信装置。
【請求項８】
　前記フィルタリング手段は、
　前記伝送路周波数応答算出手段により算出された伝送路周波数応答を入力とするフィル
タリング帯域幅が可変のフィルタ手段と、
　前記伝送路周波数応答算出手段により算出された伝送路周波数応答を伝送路時間応答に
変換する第２の変換手段と、
　前記第２の変換手段により変換された伝送路時間応答を用いて多重反射伝搬環境の伝搬
遅延時間を測定する伝搬遅延時間測定手段と、
　前記伝搬遅延時間測定手段の測定結果に基づいて前記フィルタ手段のフィルタリング帯
域幅を設定するフィルタリング帯域幅設定手段とを有することを特徴とする請求項 また
は 記載のＯＦＤＭダイバーシチ受信装置。
【請求項９】
　前記復調手段により復調されたディジタル信号系列を再変調して再変調周波数スペクト
ルを生成する再変調手段と、
　前記再変調周波数スペクトルと前記参照周波数スペクトルとを選択的に前記伝送路周波
数応答算出手段へ出力する周波数スペクトル選択手段とをさらに具備することを特徴とす
る請求項 乃至 のいずれか１項記載のＯＦＤＭダイバーシチ受信装置。
【請求項１０】
　前記選択手段は、前記第１の入力信号を構成するそれぞれの線スペクトルの振幅もしく
は電力を合成する複数の合成手段と、これら複数の合成手段の出力を比較する比較手段と
を有し、この比較手段の比較結果に基づいて選択動作を行うことを特徴とする請求項 乃
至 のいずれか１項記載のＯＦＤＭダイバーシチ受信装置。
【請求項１１】
　前記選択手段は、前記第１の入力信号を構成する線スペクトルの中から同一周波数の線
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スペクトルどうしの振幅もしくは電力を比較する比較手段を有し、この比較手段の比較結
果に基づいて選択動作を行うことを特徴とする請求項 乃至 のいずれか１項記載のＯＦ
ＤＭダイバーシチ受信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）方式により無線伝送を行う無線通信システム
の基地局や端末局、またはＯＦＤＭ方式による放送システムの受信局におけるＯＦＤＭ受
信装置に係り、特に、劣悪な無線伝搬環境下においても高品質な情報の伝送を実現するＯ
ＦＤＭダイバーシチ受信装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在、地上波テレビ放送はアナログ方式が採用されているが、西暦２０００年を目処にデ
ィジタル化への移行が開始される予定である。地上波テレビ放送は、一つの送信局でカバ
ーするエリアが極めて広いため、無線電波伝搬特有の多重反射電波伝搬（マルチパス）の
影響により受信画像が劣化する、ゴースト障害という深刻な問題がある。この地上波テレ
ビ放送におけるマルチパスの規模は、携帯・自動車電話などの無線通信システムで対象と
しているマルチパスの規模よりも遥かに大きく、マルチパス対策に有効である適応自動等
化器でも、もはや対応しきれない。
【０００３】
そこで、劣悪なマルチパス伝搬環境においても原理的に耐性を持ち、高品質な情報伝送が
可能である直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）伝送方式が地上波テレビ放送のディジタル伝
送方式として採用される予定となっている。ＯＦＤＭ伝送信号には送信波形（シンボル）
の一部をコピーしたガード期間が設けられており、このガード期間がガード期間長以下の
マルチパス伝搬を吸収し、受像品質の致命的な劣化を防いでいる。
【０００４】
また、このようなＯＦＤＭ伝送方式の耐マルチパス伝送特性は地上波テレビ放送だけでな
く、公衆網や構内網で今後展開されるであろうマルチメディア通信等の広帯域無線通信シ
ステムでも注目されており、実用化への具体的な技術検討が積極的に進められている。
【０００５】
さらに、ＯＦＤＭ伝送方式は、耐マルチパス伝送特性を生かして、同一の内容を同一の周
波数で同時に送信する単一周波数ネットワーク（ＳＦＮ）が構築できるため、従来のよう
な地域毎に送信周波数を変更しなければならないという無駄な周波数利用を改善でき、利
用周波数帯の圧縮という点でも非常に有効な伝送方式である。
【０００６】
しかしながら、ＯＦＤＭ伝送方式がいかに耐マルチパス伝送特性に優れていると言えども
、マルチパス伝搬により生じる厳しい周波数選択性フェージングの影響や、移動受信の際
に生じるドップラシフトや時間フェージングの影響による受信特性の劣化から完全に守ら
れているわけではない。特に、ディジタル地上波テレビ放送や次世代マルチメディア通信
で期待される高精細画像の伝送には、音声通信がメインである現存の携帯・自動車電話よ
りも遥かに高安定かつ高品質の無線伝送技術が要求され、より良好な受信特性を実現する
受信方式・装置の実現が早急に求められている。
【０００７】
さらに、高精細画像の伝送には、周波数有効利用の面から大量の情報を有する高精細画像
の伝送を狭い無線帯域で伝送する技術が必要となり、移動を考慮した無線伝搬環境下での
高効率な多値ＱＡＭ変調方式等の変調方式の採用を検討しなければならない。ところが、
ＱＡＭ変調に代表される高効率な変調方式は、耐雑音特性や耐干渉特性の面で劣り、歪み
に弱いという欠点がある。
【０００８】
従って、送信局や基地局から離れた遠方の場所で受信する受信装置や移動しながら受信を
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行う受信装置では、低信号対雑音比状態での受信や電波伝搬歪みを受けた状態で受信する
ため、いとも簡単に受信特性が劣化し、満足な品質での情報伝送を実現できなくなるとい
う問題が生じる。特に、地上波テレビ放送ではカバーエリアが極めて広いため、深刻な問
題となり、有効な品質改善手段の適用が望まれる。
【０００９】
一般に、劣悪な多重電波伝搬環境や移動受信環境下での受信特性の改善手段として、ダイ
バーシチ受信がある。ダイバーシチ受信方式としては従来、複数の受信アンテナで受信す
るＲＦ（無線周波数）信号の中から電力が最大となる受信アンテナを選択してディジタル
信号系列を復調するアンテナ切替えダイバーシチ受信が主流である。
【００１０】
しかし、ＯＦＤＭ伝送方式では受信信号をベースバンド信号に周波数変換し、シンボル単
位で周波数スペクトルに変換した後に、周波数スペクトルを構成する各線スペクトル毎に
ディジタル信号系列を復調するため、ＯＦＤＭ伝送信号に対しては、ＲＦ信号で切替える
アンテナ切替えダイバーシチ受信では大きな効果が得られないという問題がある。特に、
厳しい周波数選択性フェージングが生じると、周波数スペクトルを構成する各線スペクト
ルによって受信特性が全く異なるため、線スペクトル単位で最適な受信特性が得られる切
り替えダイバーシチが望まれていた。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
上述したように、直交周波数分割多重方式（ＯＦＤＭ）によりディジタル信号系列の無線
伝送を行う無線通信／放送システムでは、ＯＦＤＭ伝送方式の耐マルチパス伝送特性を有
効に利用しつつも、広大なカバーエリア内のすべての場所で高品質かつ高精細な情報の伝
送を実現するには、厳しい多重反射電波伝搬環境での受信特性の劣化改善策や、移動受信
時の受信特性の劣化改善策の適用が必要となる。
【００１２】
特に、画像情報の伝送が主となる今後のマルチメディア通信やディジタル地上波放送では
、多値ＱＡＭ変調等のような高効率な変調方式の適用が必須となり、ＯＦＤＭ伝送方式に
おける受信特性の改善策、とりわけＯＦＤＭ伝送方式採用時に周波数選択性フェージング
に対しても良好な受信特性が得られるダイバーシチ受信装置の開発が望まれている。
【００１３】
従って、本発明はＯＦＤＭ伝送方式の無線通信／放送システムにおける多重反射電波伝搬
環境や移動受信環境で生じる受信特性の劣化を改善するＯＦＤＭダイバーシチ受信装置を
提供することを目的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
上記した課題を解決するため、本発明はアンテナを介してＯＦＤＭ（直交周波数分割多重
）信号を受信しＯＦＤＭ受信信号をそれぞれ出力する受信手段と、ＯＦＤＭ受信信号を周
波数スペクトルに変換してＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルを出力する第１の変換手段
と、このＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルと参照周波数スペクトルとから伝送路周波数
応答を算出する伝送路周波数応答算出手段とをそれぞれ含む複数のダイバーシチブランチ
を構成し、ＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルまたは伝送路周波数応答の振幅もしくは電
力が最大となるダイバーシチブランチを選択してダイバーシチ受信を行うことを特徴とす
る。
【００１５】
より具体的には、本発明に係る第１のＯＦＤＭダイバーシチ受信装置は、個別のアンテナ
を介してＯＦＤＭ信号を受信しＯＦＤＭ受信信号をそれぞれ出力する複数の受信手段と、
ＯＦＤＭ受信信号をそれぞれ周波数スペクトルに変換する複数の第１の変換手段と、ＯＦ
ＤＭ受信信号に対する参照周波数スペクトルを生成する少なくとも一つの参照周波数スペ
クトル生成手段と、第１の変換手段からそれぞれ出力される周波数スペクトルと参照周波
数スペクトルとから複数の伝送路周波数応答を算出する複数の伝送路周波数応答算出手段
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と、第１の変換手段からそれぞれ出力される周波数スペクトルの歪みを対応する伝送路周
波数応答を用いて補償する歪み補償手段と、第１の変換手段からそれぞれ出力される周波
数スペクトルを第１の入力信号とし、歪み補償手段からそれぞれ出力される歪み補償後の
周波数スペクトルを第２の入力信号として、振幅もしくは電力が最大となる第１の入力信
号に対応する第２の入力信号を選択して出力する選択手段と、この選択手段の出力信号か
らディジタル信号系列を復調する復調手段とを具備することを特徴とする。
【００１６】
本発明に係る第２のＯＦＤＭダイバーシチ受信装置は、個別のアンテナを介してＯＦＤＭ
信号を受信しＯＦＤＭ受信信号をそれぞれ出力する複数の受信手段と、ＯＦＤＭ受信信号
をそれぞれ周波数スペクトルに変換する複数の第１の変換手段と、ＯＦＤＭ受信信号に対
する参照周波数スペクトルを生成する少なくとも一つの参照周波数スペクトル生成手段と
、第１の変換手段からそれぞれ出力される周波数スペクトルと参照周波数スペクトルとか
ら複数の伝送路周波数応答を算出する複数の伝送路周波数応答算出手段と、第１の変換手
段からそれぞれ出力される周波数スペクトルの歪みを対応する伝送路周波数応答を用いて
補償する歪み補償手段と、伝送路周波数応答算出手段によりそれぞれ算出される伝送路周
波数応答を第１の入力信号とし、歪み補償手段からそれぞれ出力される歪み補償後の周波
数スペクトルを第２の入力信号として、振幅もしくは電力が最大となる第１の入力信号に
対応する第２の入力信号を選択して出力する選択手段と、この選択手段の出力信号からデ
ィジタル信号系列を復調する復調手段とを具備することを特徴とする。
【００１７】
本発明に係る第３のＯＦＤＭダイバーシチ受信装置は、個別のアンテナを介してＯＦＤＭ
信号を受信しＯＦＤＭ受信信号をそれぞれ出力する複数の受信手段と、ＯＦＤＭ受信信号
をそれぞれ周波数スペクトルに変換する複数の第１の変換手段と、ＯＦＤＭ受信信号に対
する参照周波数スペクトルを生成する少なくとも一つの参照周波数スペクトル生成手段と
、第１の変換手段からそれぞれ出力される周波数スペクトルと参照周波数スペクトルとか
ら複数の伝送路周波数応答を算出する複数の伝送路周波数応答算出手段と、第１の変換手
段からそれぞれ出力される周波数スペクトルの歪みを対応する伝送路周波数応答を用いて
補償する歪み補償手段と、歪み補償手段からそれぞれ出力される歪み補償後の周波数スペ
クトルを第１の入力信号とし、振幅もしくは電力が最大となる第１の入力信号を選択して
出力する選択手段と、この選択手段の出力信号からディジタル信号系列を復調する復調手
段とを具備することを特徴とする。
【００１８】
このように本発明に係る第１、第２および第３のＯＦＤＭダイバーシチ受信装置では、Ｏ
ＦＤＭ信号を複数のアンテナを含む受信手段で受信して、それぞれのＯＦＤＭ受信信号を
周波数スペクトルに変換し、これらのＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルと参照周波数ス
ペクトルから伝送路周波数応答を求め、さらにＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルの歪み
を対応する伝送路周波数応答を用いて補償する。
【００１９】
そして、 (a) 振幅もしくは電力が最大となるＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルに対応す
る歪み補償後のＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルを選択してディジタル信号系列を復調
するか、または (b) 振幅もしくは電力が最大となる伝送路周波数応答に対応する歪み補償
後のＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルを選択してディジタル信号系列を復調するか、ま
たは (c) 振幅もしくは電力が最大となる歪み補償後のＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトル
を選択してディジタル信号系列を復調する。
【００２０】
従って、周波数選択性フェージングにより周波数スペクトルを構成する各線スペクトルに
よって受信特性が全く異なるような状況でも、線スペクトル単位で最適な受信特性を得る
ダイバーシチ受信が可能となるため、多重反射伝搬環境や移動受信環境で生じる受信特性
の劣化が効果的に改善される。
【００２１】
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本発明に係る第４のＯＦＤＭダイバーシチ受信装置は、個別のアンテナを介してＯＦＤＭ
信号を受信しＯＦＤＭ受信信号をそれぞれ出力する複数の受信手段と、ＯＦＤＭ受信信号
をそれぞれ周波数スペクトルに変換する複数の第１の変換手段と、ＯＦＤＭ受信信号に対
する参照周波数スペクトルを生成する少なくとも一つの参照周波数スペクトル生成手段と
、第１の変換手段からそれぞれ出力される周波数スペクトルと参照周波数スペクトルとか
ら複数の伝送路周波数応答を算出する複数の伝送路周波数応答算出手段と、第１の変換手
段からそれぞれ出力される周波数スペクトルを第１の入力信号とし、伝送路周波数応答算
出手段によりそれぞれ算出される伝送路周波数応答を第２の入力信号として、振幅もしく
は電力が最大となる第１の入力信号およびそれに対応する第２の入力信号を選択して、そ
れぞれ第１の出力信号および第２の出力信号として出力する選択手段と、この選択手段の
第２の出力信号を用いて選択手段の第１の出力信号の歪みを補償する歪み補償手段と、こ
の歪み補償手段の出力信号からディジタル信号系列を復調する復調手段とを具備すること
を特徴とする。
【００２２】
本発明に係る第５のＯＦＤＭダイバーシチ受信装置は、個別のアンテナを介してＯＦＤＭ
信号を受信しＯＦＤＭ受信信号をそれぞれ出力する複数の受信手段と、ＯＦＤＭ受信信号
をそれぞれ周波数スペクトルに変換する複数の第１の変換手段と、ＯＦＤＭ受信信号に対
する参照周波数スペクトルを生成する少なくとも一つの参照周波数スペクトル生成手段と
、第１の変換手段からそれぞれ出力される周波数スペクトルと参照周波数スペクトルとか
ら複数の伝送路周波数応答を算出する複数の伝送路周波数応答算出手段と、これら伝送路
周波数応答算出手段によりそれぞれ算出される伝送路周波数応答を第１の入力信号とし、
第１の変換手段からそれぞれ出力される周波数スペクトルを第２の入力信号として、振幅
もしくは電力が最大となる第１の入力信号およびそれに対応する第２の入力信号を選択し
て、それぞれ第１の出力信号および第２の出力信号として出力する選択手段と、この選択
手段の第１の出力信号を用いて選択手段の第２の出力信号の歪みを補償する歪み補償手段
と、この歪み補償手段の出力信号からディジタル信号系列を復調する復調手段とを具備す
ることを特徴とする。
【００２３】
このように本発明に係る第４、第５のＯＦＤＭダイバーシチ受信装置では、ＯＦＤＭ信号
を複数のアンテナを含む受信手段で受信して、それぞれのＯＦＤＭ受信信号を周波数スペ
クトルに変換し、これらのＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルと参照周波数スペクトルか
ら伝送路周波数応答を求めた後、 (d) 振幅もしくは電力が最大となるＯＦＤＭ受信信号周
波数スペクトルおよびこれに対応する伝送路周波数応答を選択するか、あるいは (e) 振幅
もしくは電力が最大となる伝送路周波数応答およびこれに対応するＯＦＤＭ受信信号周波
数スペクトルを選択した後、選択した伝送路周波数応答を用いて、選択したＯＦＤＭ受信
信号周波数スペクトルの歪みを補償し、この歪み補償後のＯＦＤＭ受信信号周波数スペク
トル
からディジタル信号系列を復調する。
【００２４】
従って、周波数選択性フェージングにより周波数スペクトルを構成する各線スペクトルに
よって受信特性が全く異なるような状況でも、線スペクトル単位で最適な受信特性を得る
ダイバーシチ受信が可能となるため、多重反射伝搬環境や移動受信環境で生じる受信特性
の劣化が効果的に改善されると共に、歪み補償手段が一つで済むという利点がある。
【００２５】
本発明においては、第１、第２または第３のＯＦＤＭダイバーシチ受信装置における伝送
路周波数応答算出手段と歪み補償手段との間に、伝送路周波数応答算出手段によりそれぞ
れ算出された伝送路周波数応答をフィルタリングするフィルタリング手段を挿入したり、
あるいは第４または第５のＯＦＤＭダイバーシチ受信装置における伝送路周波数応答算出
手段と選択手段との間に、伝送路周波数応答算出手段によりそれぞれ算出された伝送路周
波数応答をフィルタリングするフィルタリング手段を挿入してもよい。このようなフィル

10

20

30

40

50

(7) JP 3724940 B2 2005.12.7



タリング手段の挿入により、伝送路周波数応答中に含まれる雑音成分が除去されるため、
受信特性のさらなる改善が可能となる。
【００２６】
このフィルタリング手段は、具体的には伝送路周波数応答算出手段により算出された伝送
路周波数応答を入力とするフィルタリング帯域幅可変のフィルタ手段と、伝送路周波数応
答算出手段により算出された伝送路周波数応答を伝送路時間応答に変換する第２の変換手
段と、この第２の変換手段により変換された伝送路時間応答を用いて多重反射電波伝搬環
境の伝搬遅延時間を測定する伝搬遅延時間測定手段と、この伝搬遅延時間測定手段の測定
結果に基づいてフィルタ手段のフィルタリング帯域幅を設定するフィルタリング帯域幅設
定手段とにより構成される。このように多重反射伝搬環境の伝搬遅延時間を測定すること
により、伝送路周波数応答をフィルタリングするフィルタ手段の帯域幅を伝搬遅延時間に
適した大きさに設定でき、伝搬遅延時間伝送路周波数応答中に含まれる雑音成分を効率良
く除去することが可能となる。
【００２７】
本発明においては、復調手段により復調されたディジタル信号系列を再変調して再変調周
波数スペクトルを生成する再変調手段と、再変調周波数スペクトルと参照周波数スペクト
ルとを選択的に伝送路周波数応答算出手段へ出力する周波数スペクトル選択手段とをさら
に具備してもよい。
【００２８】
周波数スペクトル選択手段は、例えばスロット構成を用いたＯＦＤＭ伝送方式でディジタ
ル信号系列を伝送する通信／放送システムにおいて、スロットの先頭に含まれる既知デー
タ系列のＯＦＤＭ信号を受信する場合には参照周波数スペクトルを選択し、それ以降のデ
ータ系列のＯＦＤＭ信号を受信する場合には再変調周波数スペクトルを選択する。再変調
周波数スペクトルを用いて伝送路周波数応答を算出すると、直前の伝送路周波数応答を用
いて周波数スペクトルの歪みを補償できるため、伝搬環境が時間的に変動する場合でも受
信特性の劣化を改善することが可能となる。
【００２９】
本発明において、第１の入力信号または第１の入力信号と第２の入力信号の選択を行う選
択手段は、第１の構成例によると第１の入力信号を構成するそれぞれの線スペクトルの振
幅もしくは電力を合成する複数の合成手段と、これら複数の合成手段の出力を比較する比
較手段とを有し、この比較手段の比較結果に基づいて選択動作を行うように構成される。
このようにすることにより、受信特性の優れたダイバーシチブランチを容易に選択でき、
受信特性の劣化が効果的に改善される。
【００３０】
また、第２の構成例による選択手段は、第１の入力信号を構成する線スペクトルの中から
同一周波数の線スペクトルどうしの振幅もしくは電力を比較する比較手段を有し、この比
較手段の比較結果に基づいて選択動作を行うように構成される。このようにすることによ
り、線スペクトル毎に受信特性の優れたダイバーシチブランチを容易に選択でき、受信特
性の劣化がさらに効果的に改善される。
【００３１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。
（第１の実施形態）
図１は、本発明に係るＯＦＤＭダイバーシチ受信装置の第１の実施形態を示す図である。
同図に示すように、ｎ個のダイバーシチブランチ（以下、単にブランチという）＃１～＃
ｎが配置される。各ブランチ＃１～＃ｎにおいては、受信アンテナ１～３でＯＦＤＭ信号
が受信され、受信部４～６に入力される。受信部４～６は、ＲＦ帯のＯＦＤＭ信号をベー
スバンド信号に周波数変換するために必要な増幅、周波数混合、帯域制限等の基本機能と
同期、周波数補正、およびＯＦＤＭ伝送方式に特有のガード期間の除去等の機能を含み、
ガード期間が除去されたベースバンド信号をＯＦＤＭ受信信号として出力する。
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【００３２】
受信部４～６からのＯＦＤＭ受信信号は第１の変換部７～９に入力され、高速フーリエ変
換（ＦＦＴ）に代表されるような変換処理によって周波数スペクトル（以下、ＯＦＤＭ受
信信号周波数スペクトルという）に変換される。
【００３３】
参照周波数スペクトル生成部１０～１２では、第１の変換部７～９からのＯＦＤＭ受信信
号周波数スペクトルに対する参照周波数スペクトルが生成される。伝送路周波数応答算出
部１３～１５では、これらＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルと参照周波数スペクトルと
を用いて各ブランチ＃１～＃ｎに固有の伝送路周波数応答が算出される。
【００３４】
第１の変換部７～９で生成されたＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルは歪み補償部１６～
１８に入力され、ＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルに含まれる多重反射伝搬環境により
生じた歪みが伝送路周波数応答算出部１３～１５で算出された各ブランチ＃１～＃ｎの伝
送路周波数応答によって補償される。第１の変換部７～９で生成されたＯＦＤＭ受信信号
周波数スペクトルおよび歪み補償部１６～１８で生成された歪み補償後の周波数スペクト
ルは、それぞれ選択部１９に第１の入力信号Ａおよび第２の入力信号Ｂとして入力される
。
【００３５】
選択部１９は、第１の入力信号Ａであるブランチ＃１～＃ｎの第１の変換部７～９で生成
されたＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルを比較し、振幅もしくは電力が最大となるＯＦ
ＤＭ受信信号周波数スペクトルが生成されたブランチから第２の入力信号Ｂとして入力さ
れる歪み補償後のＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルを選択する。選択部１９で選択され
た歪み補償後のＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルは復調部２０に入力され、この復調部
２０でディジタル信号系列が復調される。選択部１９については、後ほど詳細に説明する
。
【００３６】
本実施形態では、ＯＦＤＭ受信信号の１シンボル毎に、選択部１９が第１の変換部７～９
から出力されるＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルを比較し、ブランチを選択してもよい
が、伝搬環境が時間と共に急激に変化しないならば、一定時間前に算出したＯＦＤＭ受信
信号周波数スペクトルを用いてブランチを選択してもよい。この場合、選択するブランチ
を予め設定したり、数シンボル毎に選択するブランチを設定することが可能となる。
【００３７】
このように本実施形態によれば、複数のブランチ＃１～＃ｎの中から受信電力あるいは振
幅が最大のＯＦＤＭ信号周波数スペクトルを生成するブランチを選択し、選択したブラン
チで得られる歪み補償後のＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルからディジタル信号系列を
復調することによって、受信特性を改善することができる。
【００３８】
＜選択部１９について＞
次に、図２を用いて選択部１９の第１の構成例を説明する。
図１の複数のブランチ＃１～＃ｎから選択部１９に入力される第１の入力信号Ａは、合成
部４１～４３にそれぞれ入力される。第１の実施形態の場合、第１の入力信号Ａは第１の
変換部７～９から出力されるＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルであるが、後述する実施
形態においては第１の入力信号Ａが伝送路周波数応答算出部１３～１５からの出力の場合
もある。通常、第１の変換部７～９が高速フーリエ変換を行うことから、第１の変換部７
～９で算出されるＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルは複数の離散的な線スペクトルで構
成され、このＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルを用いて算出される伝送路周波数応答も
また離散的な線スペクトルで構成される。
【００３９】
合成部４１～４３は、第１の入力信号Ａの複数本の線スペクトルの振幅もしくは電力を合
成して出力する。この場合、合成部４１～４３は通常、ＯＦＤＭ受信信号の１シンボル分
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の周波数スペクトルの線スペクトルの振幅もしくは電力を合成するが、合成範囲は数本程
度の線スペクトルでも良いし、数シンボル分の線スペクトルであっても良い。合成部４１
～４３の出力は、比較部４４およびセレクタ部４５に入力される。
【００４０】
比較部４４では、各ブランチ＃１～＃ｎに対応する合成部４１～４３の出力を比較して最
も出力が大きいブランチを認識し、その認識したブランチの番号をセレクタ部４５に通知
する。セレクタ部４５は、比較部４４から通知された番号のブランチに対応する合成部の
出力信号を第１の出力信号として出力する。
【００４１】
このように図２に示す選択部１９によれば、図１の各ブランチ＃１～＃ｎから入力される
第１の入力信号Ａの複数の線スペクトルの振幅もしくは電力の合成結果が最大となるブラ
ンチを認識して、そのブランチからの第１の入力信号Ａを選択して出力するため、各ブラ
ンチ＃１～＃ｎにおける複数の線スペクトルの平均的な受信特性から各線スペクトル毎に
受信特性が最適なブランチを認識して、そのブランチからの第１の入力信号Ａを選択する
ことが可能となり、受信特性がより効果的に改善される。
【００４２】
次に、図３を用いて選択部１９の第２の構成例を説明する。
図３は、ブランチ数を２とする場合の第２の構成例に基づく選択部１９の動作を示す図で
ある。第１の入力信号Ａは、周波数ｆ１～ｆｍの離散的なｍ本の線スペクトルで構成され
る。選択部１９は、各ブランチから入力される第１の入力信号Ａの中から、同一の周波数
の線スペクトルどうしの振幅もしくは電力を比較する。そして、線スペクトルが存在する
ｆ１～ｆｍの周波数毎に、振幅もしくは電力が最大となる線スペクトルが入力されたブラ
ンチを選択する。
【００４３】
このように選択部１９の第２の構成例によると、線スペクトルが存在する各周波数毎に、
第１の入力信号として入力された線スペクトルの振幅もしくは電力が最大となるブランチ
を選択することが可能であるため、受信特性を大きく改善することができる。
【００４４】
（第２の実施形態）
図４は、本発明のＯＦＤＭダイバーシチ受信装置の第２の実施形態を示す図である。本実
施形態は、図１に示した第１の実施形態における参照周波数スペクトル生成部１０～１２
で生成される参照周波数スペクトルが全て同じであることに着目して、一つの参照周波数
スペクトル生成部２１を各ブランチ＃１～＃ｎで共有する形態を示したものである。従っ
て、第１の実施形態と基本的に同様に受信特性の改善が実現できる。
【００４５】
本実施形態においても、第１の実施形態と同様に、ＯＦＤＭ受信信号の１シンボル毎に、
選択部１９が第１の変換部７～９から出力されるＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルを比
較し、ブランチを選択してもよいが、伝搬環境が時間と共に急激に変化しないならば、一
定時間前に算出したＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルを用いてブランチを選択してもよ
い。
【００４６】
（第３の実施形態）
図５は、本発明のＯＦＤＭダイバーシチ受信装置の第３の実施形態を示す図である。ブラ
ンチ＃１～＃ｎでは図１の実施形態と同様に、伝送路周波数応答と歪み補償後のＯＦＤＭ
受信信号周波数スペクトルが生成される。伝送路周波数応答算出部１３～１５で生成され
た伝送路周波数応答と、歪み補償部１６～１８で生成された歪み補償後のＯＦＤＭ受信信
号周波数スペクトルは、それぞれ選択部１９に第１の入力信号Ａおよび第２の入力信号Ｂ
として入力される。
【００４７】
選択部１９は、第１の入力信号Ａであるブランチ＃１～＃ｎで生成された伝送路周波数応
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答を比較し、振幅もしくは電力が最大となる伝送路周波数応答が生成されたブランチを選
択する。そして、選択されたブランチからの第２の入力信号Ｂである歪み補償後のＯＦＤ
Ｍ受信信号周波数スペクトルが選択部１９で選択され、復調部２０によってディジタル信
号系列に復調される。
【００４８】
このように本実施形態によれば、複数のブランチ＃１～＃ｎの中から伝送路周波数応答の
電力あるいは振幅が最大のＯＦＤＭ信号周波数スペクトルを生成するブランチを選択する
ことが可能となり、選択したブランチで得られる歪み補償後周波数スペクトルによってデ
ィジタル信号系列を復調するため、受信特性が改善される。
【００４９】
なお、本実施形態では図４に示した第２の実施形態と同様に各ブランチ＃１～＃ｎで共有
の参照周波数スペクトル生成部２１が用いられているが、図１に示した第１の実施形態の
ように各ブランチ＃１～＃ｎ毎に参照周波数スペクトル生成部が含まれる構成としても構
わない。
【００５０】
また、本実施形態においても、図１の実施形態と同様に、伝搬環境が時間と共に急激に変
化しないならば、一定時間前に算出した伝送路周波数応答を用いてブランチを選択するこ
とが可能となる。従って、ＯＦＤＭ受信信号の１シンボル毎にブランチを選択せずに、予
め選択するブランチを設定したり、数シンボル毎に選択するブランチを設定することがで
きる。
【００５１】
（第４の実施形態）
図６は、本発明に係るＯＦＤＭダイバーシチ受信装置の第４の実施形態を示す図である。
本実施形態は、図４に示した第２の実施形態における第１の変換部７～９から出力される
ＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルに代えて、歪み補償部１６～１８から出力される歪み
補償後のＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルを選択部１９への第１の入力信号Ａとし、各
ブランチ＃１～＃ｎから第１の入力信号Ａのみが選択部１９に入力される構成としたもの
である。
【００５２】
各ブランチ＃１～＃ｎにおいて、受信アンテナ１～３で受信されたＯＦＤＭ信号は、受信
部４～６によってガード期間が除去されたベースバンド信号に変換された後、第１の変換
部７～９に入力され、高速フーリエ変換等の変換処理によってＯＦＤＭ受信信号周波数ス
ペクトルとなる。
【００５３】
第１の変換部７～９から出力されるＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルは、伝送路周波数
応答算出部１３～１５と歪み補償部１６～１８に入力される。伝送路周波数応答算出部１
３～１５は、ＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルと参照周波数スペクトル生成部２１によ
って生成された参照周波数スペクトルとを用いて伝送路周波数応答を算出する。歪み補償
部１６～１８では、この伝送路周波数応答によってＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルの
歪みが補償される。
【００５４】
ＱＡＭ等の振幅が変調される信号では通常、歪み補償部１６～１８は第１の変換部７～９
から出力されるＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルを伝送路周波数応答で除算することに
よって、多重伝搬環境により生じる周波数選択性フェージングを補償する。しかし、ＱＰ
ＳＫ等の位相変調信号では通常、回路規模が増大する除算器を使わずに、乗算器を用いて
位相歪みを補償する。具体的には、歪み補償部１６～１８では第１の変換部７～９から出
力されるＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルに、伝送路周波数応答の共役複素数信号を乗
算することによって位相歪みを補償する。この場合、歪み補償部１６～１８による歪み補
償後のＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルの振幅は第１の変換部７～９から出力されるＯ
ＦＤＭ受信信号周波数スペクトルの振幅成分に比例するため、選択部１９では第１の変換
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部７～９から出力されるＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルの代わりに、歪み補償後のＯ
ＦＤＭ受信信号周波数スペクトルの振幅もしくは電力を比較してブランチを選択すること
もできる。
【００５５】
そこで、本実施形態では選択部１９により第１の入力信号Ａとして入力された歪み補償後
のＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルを比較し、振幅もしくは電力が最大となる歪み補償
後のＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルが生成されたブランチを選択する。選択されたブ
ランチから第１の入力信号Ａとして入力された歪み補償後のＯＦＤＭ受信信号周波数スペ
クトル、すなわち振幅もしくは電力が最大となる歪み補償後のＯＦＤＭ受信信号周波数ス
ペクトルが選択部１９から出力され、復調部２０によってディジタル信号系列に復調され
る。
【００５６】
なお、本実施形態において選択部１９はＯＦＤＭ受信信号の１シンボル毎にそれぞれのブ
ランチから入力される歪み補償後のＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルを比較し、ブラン
チを選択してもよいが、伝搬環境が時間と共に急激に変化しないならば、一定時間前に算
出した歪み補償後のＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルを用いてブランチを選択してもよ
い。また、図１に示した第１の実施形態のように各ブランチ＃１～＃ｎに参照周波数スペ
クトル生成部が含まれる構成にも本実施形態を適用することが可能である。
【００５７】
（第５の実施形態）
図７は、本発明に係るＯＦＤＭダイバーシチ受信装置の第５の実施形態を示す図である。
本実施形態は、選択部１９によってブランチを選択した後に、選択部１９で選択されたブ
ランチの伝送路周波数応答を用いて、選択されたブランチのＯＦＤＭ受信信号周波数スペ
クトルの歪みを補償する構成となっている。
【００５８】
すなわち、ブランチ＃１～＃ｎにおいて受信アンテナ１～３で受信されたＯＦＤＭ信号は
受信部４～６によってベースバンド信号に変換され、さらに第１の変換部７～９によって
ＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルとなる。伝送路周波数応答算出部１３～１５は、ＯＦ
ＤＭ受信信号周波数スペクトルと参照周波数スペクトル生成部２１により生成された参照
周波数スペクトルとから伝送路周波数応答を算出する。そして、ＯＦＤＭ受信信号周波数
スペクトルは第１の入力信号Ａとして、また伝送路周波数応答は第２の入力信号Ｂとして
それぞれ選択部１９に入力される。
【００５９】
選択部１９は、第１の入力信号Ａであるブランチ＃１～＃ｎで生成されたＯＦＤＭ受信信
号周波数スペクトルを比較し、振幅もしくは電力が最大となるＯＦＤＭ受信信号周波数ス
ペクトルが生成されたブランチを選択して、そのブランチからのＯＦＤＭ受信信号周波数
スペクトルおよび伝送路周波数応答が歪み補償部２２に入力される。選択部１９は、図２
または図３で説明したと同様に構成することができる。
【００６０】
歪み補償部２２は、選択部１９から出力されたＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルの歪み
を選択部１９から出力された伝送路周波数応答を用いて補償する。そして、この歪み補償
部２２による歪み補償後のＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルから、復調部２０でディジ
タル信号系列が復調される。
【００６１】
このように本実施形態では、複数のブランチ＃１～＃ｎの中から電力あるいは振幅が最大
となるＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルを生成するブランチを選択し、この選択したブ
ランチで得られる伝送路周波数応答を用いてＯＦＤＭ受信信号のスペクトルの歪みを補償
し、歪み補償後のＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルによってディジタル信号系列を復調
するため、受信特性が改善される。また、本実施形態によれば、歪み補償部が一つで済む
ため、これまでの実施形態に比べて受信装置が小型化されるという利点を有する。

10

20

30

40

50

(12) JP 3724940 B2 2005.12.7



【００６２】
なお、本実施形態では各＃１～＃ｎで一つの参照周波数スペクトル生成部２１を共有して
いるが、図１に示した第１の実施形態のように各ブランチ＃１～＃ｎ毎に参照周波数スペ
クトル生成部が含まれる構成としても構わない。
【００６３】
また、本実施形態においても第１～第４の実施形態と同様に、選択部１９がＯＦＤＭ受信
信号の１シンボル毎にＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルもしくは伝送路周波数応答を比
較して、ブランチを選択するようにしてもよいし、一定時間前に算出したＯＦＤＭ受信信
号周波数スペクトルもしくは伝送路周波数応答を用いてブランチを選択してもよい。
【００６４】
（第６の実施形態）
図８は、本発明に係るＯＦＤＭダイバーシチ受信装置の第６の実施形態を示す図である。
本実施形態は、図７に示した第５の実施形態と同様に、選択部１９によってブランチを選
択した後、選択したブランチの伝送路周波数応答を用いて、選択したブランチのＯＦＤＭ
受信信号周波数スペクトルの歪みを補償することにより、歪み補償部が一つで済むように
したものである。
【００６５】
すなわち、ブランチ＃１～＃ｎでは第５の実施形態と同様に、第１の変換部７～９でＯＦ
ＤＭ受信信号周波数スペクトルが生成され、伝送路周波数応答算出部１３～１５で伝送路
周波数応答が生成される。そして、本実施形態では伝送路周波数応答が第１の入力信号Ａ
として、ＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルが第２の入力信号Ｂとしてそれぞれ選択部１
９に入力される。
【００６６】
選択部１９は、第１の入力信号Ａとして入力されたブランチ＃１～＃ｎで生成された伝送
路周波数応答を比較し、振幅もしくは電力が最大となる伝送路周波数応答が生成されたブ
ランチを選択する。選択部１９は、図２または図３で説明したと同様に構成することがで
きる。この選択部１９で選択されたブランチのＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルおよび
伝送路周波数応答は、歪み補償部２２に入力される。
【００６７】
歪み補償部２２は、選択部１９から出力されたＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルの歪み
を選択部１９から出力された伝送路周波数応答を用いて補償する。そして、この歪み補償
部２２による歪み補償後のＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルから、復調部２０でディジ
タル信号系列が復調される。
【００６８】
このように本実施形態では、複数のブランチ＃１～＃ｎの中から電力あるいは振幅が最大
となる伝送路周波数応答を生成するブランチを選択し、この選択したブランチで得られる
伝送路周波数応答を用いてＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルの歪みを補償し、歪み補償
後のＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルによってディジタル信号系列を復調するため、受
信特性が改善される。また、本実施形態によれば第５の実施形態と同様に、歪み補償部が
一つで済むため、受信装置が小型化されるという利点がある。
【００６９】
（第７の実施形態）
図９は、本発明に係るＯＦＤＭダイバーシチ受信装置の第７の実施形態を示す図である。
本実施形態は、伝送路応答中に含まれる雑音等の歪みを除去するために、図４に示した第
２の実施形態における伝送路周波数応答算出部１３～１５と歪み補償部１６～１８との間
にそれぞれフィルタリング部２３～２５を挿入した構成となっている。
【００７０】
本実施形態では、図１と同様の手順でブランチ＃１～＃ｎにおいて第１の変換部７～９に
よりＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトル信号を算出する。伝送路周波数応答算出部１３～
１５は、このＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルと、参照周波数スペクトル生成部２１で
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生成された、ＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルに対応する参照周波数スペクトルを用い
て、各ブランチ＃１～＃ｎに固有の伝送路周波数応答を算出する。伝送路周波数応答算出
部１３～１５で算出された各ブランチ＃１～＃ｎの伝送路周波数応答はフィルタリング部
２３～２５に入力され、それぞれの受信部４～６で付加された雑音等の歪みが除去される
。フィルタリング部２３～２５によって雑音等の歪みが除去された伝送路周波数応答は、
それぞれ歪み補償部１６～１８に入力される。歪み補償部１６～１８は、フィルタリング
後の伝送路周波数応答を用いて第１の変換部７～９から出力されるＯＦＤＭ受信信号周波
数スペクトルに含まれる歪みを補償する。
【００７１】
第１の変換部７～９で生成されたＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルと、歪み補償部１６
～１８で生成された歪み補償後のＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルは、それぞれ第１の
入力信号Ａおよび第２の入力信号Ｂとして選択部１９に入力される。選択部１９は図１に
示した第１の実施形態と同様の手順でブランチを選択し、選択されたブランチから第２の
入力信号として入力される歪み補償後のＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルを出力する。
復調部２０は、選択部１９から出力された歪み補償後のＯＦＤＭ受信信号周波数スペクト
ルをディジタル信号系列に復調する。
【００７２】
このように本実施形態によると、伝送路周波数応答算出部１３～１５と歪み補償部１６～
１８の間にフィルタリング部２３～２５を挿入することによって、各ブランチ＃１～＃ｎ
で算出される伝送路周波数応答がより正確となる結果、受信特性の劣化をより的確に改善
することが可能となる。
【００７３】
なお、本実施形態は図４に示した第２の実施形態に対してフィルタリング部２３～２５を
追加した構成となっているが、図５および図６に示した第３および第４の実施形態に対し
て同様にフィルタリング部を追加することも有効である。さらに、図９では各ブランチ＃
１～＃ｎで一つの参照周波数スペクトル生成部２１を共用しているが、図１に示した第１
の実施形態のように各ブランチ＃１～＃ｎ毎に参照周波数スペクトル生成部が含まれる構
成としても構わない。
【００７４】
（第８の実施形態）
図１０は、本発明に係るＯＦＤＭダイバーシチ受信装置の第８の実施形態を示す図である
。本実施形態は、図９に示した第７の実施形態と同様に、伝送路周波数応答に含まれる雑
音などの歪みを除去するために、図７に示した第５の実施形態における伝送路周波数応答
算出部１３～１５と選択部１９との間にそれぞれフィルタリング部２３～２５を挿入した
構成となっている。
【００７５】
本実施形態では、図１と同様の手順で＃１～＃ｎにおいて第１の変換部７～９によりＯＦ
ＤＭ受信信号周波数スペクトル信号を算出する。伝送路周波数応答算出部１３～１５は、
このＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルと、参照周波数スペクトル生成部２１で生成され
たＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルに対応する参照周波数スペクトルを用いて、各ブラ
ンチ＃１～＃ｎに固有の伝送路周波数応答を算出する。
【００７６】
各ブランチ＃１～＃ｎの伝送路周波数応答算出部１３～１５で算出された伝送路周波数応
答はフィルタリング部２３～２５に入力され、それぞれの受信部４～６で付加された雑音
等の歪みが除去される。ＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルと、フィルタリング部２３～
２５によって雑音などの歪みが除去された歪み除去後の伝送路周波数応答は、それぞれ第
１の入力信号および第２の入力信号として選択部１９に入力される。選択部１９は、図７
に示した第５の実施形態と同様の手順でブランチを選択し、選択されたブランチから入力
されたＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルおよび歪み除去後の伝送路周波数応答を出力す
る。
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【００７７】
歪み補償部２２は、選択部１９から出力されたＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルの歪み
を選択部１９から出力された伝送路周波数応答を用いて補償する。復調部２０は、歪み補
償部２２から出力される歪み補償後のＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルからディジタル
信号系列を復調する。
【００７８】
このように本実施形態によると、伝送路周波数応答算出部１３～１５と選択部１９との間
にフィルタリング部２３～２５を挿入することで、各ブランチ＃１～＃ｎで算出される伝
送路周波数応答がより正確になる結果、受信特性の劣化をより的確に改善することが可能
となる。
【００７９】
なお、本実施形態は図７に示した第５の実施形態に対してフィルタリング部２３～２５を
追加した構成となっているが、図８に示した第６の実施形態に対して同様にフィルタリン
グ部を追加することも有効である。さらに、図１０では各ブランチ＃１～＃ｎで一つの参
照周波数スペクトル生成部２１を共用しているが、図１に示した第１の実施形態のように
各ブランチ＃１～＃ｎ毎に参照周波数スペクトル生成部が含まれる構成としても構わない
。
【００８０】
＜フィルタリング部について＞
図１１に、第７または第８の実施形態で用いるフィルタリング部の一構成例を示す。図１
１のフィルタリング部５０は、図９または図１０において各ブランチ＃１～＃ｎにおける
伝送路周波数応答算出部１３～１５の後段に接続されるフィルタリング部２３～２５であ
り、第２の変換部５１と伝搬遅延時間測定部５２とフィルタリング帯域幅設定部５３およ
び帯域幅が可変のフィルタ部５４から構成される。
【００８１】
各ブランチ＃１～＃ｎで算出された伝送路周波数応答は、第２の変換部５１とフィルタ部
５４に入力される。第２の変換部５１では、入力された伝送路周波数応答が逆フーリエ変
換等の変換処理により時間領域の情報、すなわち伝送路時間応答（伝送路インパルス応答
）に変換される。この伝送路時間応答は、一般的に遅延プロファイルと呼ばれ、多重電波
伝搬環境でのパス数を表す。第２の変換部５１の出力である遅延プロファイルは伝搬遅延
時間測定部５２に入力され、ここで遅延プロファイルから最大遅延時間が測定される。こ
の最大遅延時間の測定結果を基にフィルタリング帯域幅設定部５３で帯域幅が決定され、
フィルタ部５４の帯域幅が設定される。このフィルタ部５４によって、伝送路周波数応答
がフィルタリングされる。
【００８２】
このようなフィルタリング部５０を持つことで、遅延時間が変化するような伝搬環境にお
いても、伝送路周波数応答に付加されている雑音等の歪みを効率良く除去することが可能
となり、もって伝送路周波数応答をより正確に求めることによって受信特性の改善を図る
ことができる。
【００８３】
図１２を用いて、図１１に示したフィルタリング部５０における第２の変換部５１の動作
を説明する。図１２（ａ）に、所望波と一つの遅延波が存在する２波モデル環境下におい
て、各ブランチの伝送路周波数応答算出部１３～１５で算出される伝送路周波数応答の一
例を示す。マルチパス伝搬環境では、周波数選択性フェージング現象を起こし、その間隔
は決まった周期で変動するため、これを第２の変換部５１で時間領域の情報に変換すると
、図１２（ｂ）に示すような遅延プロファイルに変換される。これにより電波伝搬環境が
把握でき、所望波と遅延波が信号通過帯域内に含まれ、それ以外の成分が除去されるよう
なフィルタリング帯域幅の設定を行うことができる。
【００８４】
フィルタリング帯域幅設定部５３は、フィルタ部５４に対してこのようなフィルタリング
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帯域幅の設定を行い、このフィルタ部５４で伝送路周波数応答がフィルタリングされる。
このように必要な成分のみを通し、不必要な成分を抑圧することで、より正確な伝送路周
波数応答を算出することができる。
【００８５】
（第９の実施形態）
図１３は、本発明に係るＯＦＤＭダイバーシチ受信装置の第９の実施形態を示す図である
。本実施形態は、図１０に示した第８の実施形態に復調部２０から出力されるディジタル
信号系列を再変調して再変調周波数スペクトルを生成する再変調部３１と、この再変調部
３１から出力される再変調周波数スペクトルと参照周波数スペクトル生成部２１から出力
される参照周波数スペクトルのいずれかを選択する周波数スペクトル選択部３２と、遅延
部３３～３５を追加した構成となっている。
【００８６】
すなわち、本実施形態のＯＦＤＭダイバーシチ受信装置では、各ブランチ＃１～＃ｎにお
いて受信アンテナ１～３で受信されたＯＦＤＭ信号は受信部４～６に入力され、受信部４
～６からガード期間が除去されたベースバンド信号が出力される。受信部４～６の出力は
第１の変換部７～９に入力され、高速フーリエ変換等の変換処理によってＯＦＤＭ受信信
号周波数スペクトルに変換される。
【００８７】
スロット構成を採用したＯＦＤＭ伝送方式でディジタル信号系列を伝送する通信システム
や放送システムにおいて、例えばスロットの先頭に既知データ系列を含むような構成を仮
定すると、その既知データ系列のＯＦＤＭ信号を受信するときには、既知データ系列に相
当する参照周波数スペクトルが参照周波数スペクトル生成部２１で生成され、生成された
参照周波数スペクトル周波数がスペクトル選択部３２を介して各ブランチ＃１～＃ｎの伝
送路周波数応答算出部１３～１５に入力される。
【００８８】
各ブランチ＃１～＃ｎの第１の変換部７～９の出力は遅延部３３～３５に入力され、一単
位時間（シンボル時間）だけ遅延される。遅延部３３～３５は、復調部２０で復調された
ディジタル信号系列を再変調部３１で再変調することによって生じる一単位時間の遅延に
同期させるために設けられており、参照周波数スペクトルを用いて伝送路周波数応答を算
出する場合には、遅延部３３～３５の有無は問題とならない。
【００８９】
第１の変換部７～９から出力されるＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルと、周波数スペク
トル選択部３２から出力される参照周波数スペクトルもしくは復調部２０により復調され
たディジタル信号系列を再変調した再変調周波数スペクトルによって、伝送路周波数応答
算出部１３～１５において伝送路周波数応答が算出される。各ブランチ＃１～＃ｎにおい
て、伝送路周波数応答算出部１３～１５で算出された伝送路周波数応答は、受信部４～６
で付加された雑音等の歪みを除去するためのフィルタリング部２３～２５に入力される。
フィルタリング部２３～２５は、伝送路周波数応答に含まれる歪みを除去し、歪み除去後
の伝送路周波数応答を出力する。
【００９０】
フィルタリング部２３～２５の処理は、図１１や図１２で説明した内容と同一である。第
１の変換部７～９から出力されるＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルは第１の入力信号Ａ
として、またフィルタリング部２３～２５から出力される歪み除去後の伝送路周波数応答
は第２の入力信号Ｂとしてそれぞれ選択部１９に入力される。
【００９１】
選択部１９は、第１の入力信号Ａとして入力されたブランチ＃１～＃ｎで生成されたＯＦ
ＤＭ受信信号周波数スペクトルを比較し、振幅もしくは電力が最大となるＯＦＤＭ受信信
号周波数スペクトルが生成されたブランチを選択する。選択されたブランチから入力され
たＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルおよび伝送路周波数応答は選択部１９から出力され
、歪み補償部２２に入力される。歪み補償部２２は、選択部１９から出力されたＯＦＤＭ

10

20

30

40

50

(16) JP 3724940 B2 2005.12.7



受信信号周波数スペクトルの歪みを選択部１９から出力された伝送路周波数応答を用いて
補償し、歪み補償後のＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルを出力する。復調部２０は、こ
の歪み補償後のＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルからディジタル信号系列を復調する。
【００９２】
前述したように、先頭に既知データ系列を含むようなスロット構成で伝送するシステムで
は、既知データ系列以降のデータ系列に関して、再度変調処理を再変調部３１で行い、周
波数スペクトル選択部３２を介して各ブランチ＃１～＃ｎの伝送路周波数応答算出部１３
～１５に入力する。この処理は一般に判定帰還処理（デシジョンディレクテッド処理）と
呼ばれ、繰り返し行われる。すなわち、時刻ｋに復調したディジタル信号系列の周波数ス
ペクトルと時刻ｋに受信したＯＦＤＭ信号周波数スペクトルから伝送路周波数応答を算出
し、この伝送路周波数応答に基づいて、時刻ｋ＋１の第１の変換部の出力に含まれる歪み
を補償する。
【００９３】
このように本実施形態によると、動的な伝搬環境においても各ブランチ＃１～＃ｎでアッ
プデートな伝送路周波数応答を算出することができ、受信特性の改善が可能となる。
【００９４】
図１４に、図１３に示した第９の実施形態に係るＯＦＤＭダイバーシチ受信装置の受信特
性であるビット誤り率特性を示す。このビット誤り率特性は、変調方式をＱＰＳＫとし、
横軸にＥｂ／Ｎｏ（ｄＢ）、縦軸にビット誤り率ＢＥＲを定義し、独立２波のマルチパス
伝搬環境下（固定２波モデル）で評価した結果である。図中のτは２波（所望波と遅延到
来波）の到来時間差を示し、Ｄ／Ｕは所望波と不要波（遅延到来波）との電力比を示す。
同図では、Ｄ／Ｕが０（ｄＢ）の場合と５（ｄＢ）の場合をそれぞれ示している。いずれ
のＤ／Ｕでも、本発明のダイバーシチ方式を採用すると、極めて大きな受信特性の改善効
果が得られることが判る。
【００９５】
なお、本実施形態では特に移動受信環境での受信を想定して、図１０に示した第８の実施
形態に再変調部３１と周波数スペクトル選択部３２および遅延部３３～３５を追加した構
成となっているが、第１～第６の実施形態に対して再変調部３１と周波数スペクトル選択
部３２および遅延部３３～３５を追加する構成としてもよい。
【００９６】
【発明の効果】
以上詳細に説明したように、本発明によればＯＦＤＭ受信信号周波数スペクトルまたは伝
送路周波数応答の電力もしくは振幅が最大となるダイバーシチブランチを選択してダイバ
ーシチ受信を行うことによって、多重反射伝搬環境で生じる受信特性の劣化を改善するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係るＯＦＤＭダイバーシチ受信装置の第１の実施形態を示すブロック
図
【図２】　本発明に係るＯＦＤＭダイバーシチ受信装置における選択部の第１の構成例を
示すブロック図
【図３】　本発明に係るＯＦＤＭダイバーシチ受信装置における選択部の第２の構成例を
説明するための図
【図４】　本発明に係るＯＦＤＭダイバーシチ受信装置の第２の実施形態を示すブロック
図
【図５】　本発明に係るＯＦＤＭダイバーシチ受信装置の第３の実施形態を示すブロック
図
【図６】　本発明に係るＯＦＤＭダイバーシチ受信装置の第４の実施形態を示すブロック
図
【図７】　本発明に係るＯＦＤＭダイバーシチ受信装置の第５の実施形態を示すブロック
図
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【図８】　本発明に係るＯＦＤＭダイバーシチ受信装置の第６の実施形態を示すブロック
図
【図９】　本発明に係るＯＦＤＭダイバーシチ受信装置の第７の実施形態を示すブロック
図
【図１０】　本発明に係るＯＦＤＭダイバーシチ受信装置の第８の実施形態を示すブロッ
ク図
【図１１】　本発明に係るＯＦＤＭダイバーシチ受信装置におけるフィルタリング部の一
構成例を示すブロック図
【図１２】　図１１のフィルタリング部の動作説明図
【図１３】　本発明に係るＯＦＤＭダイバーシチ受信装置の第９の実施形態を示すブロッ
ク図
【図１４】　本発明に係るＯＦＤＭダイバーシチ受信装置の効果を説明するための受信特
性図
【符号の説明】
１～３…受信アンテナ
４～６…受信部
７～９…第１の変換部
１０～１２，２１…参照周波数スペクトル生成部
１３～１５…伝送路周波数応答算出部
１６～１８，２２…歪み補償部
１９…選択部
２０…復調部
２３～２５…フィルタリング部
３１…再変調部
３２…周波数スペクトル選択部
３３～３５…遅延部
４１～４３…合成部
４４…比較部
４５…セレクタ部
５０…フィルタリング部
５１…第２の変換部
５２…伝搬遅延時間測定部
５３…フィルタリング帯域幅設定部
５４…フィルタ部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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