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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力信号に対するピーク抑圧処理を少なくとも２段階で実施するピーク抑圧機能を有す
る無線送信装置において、
　入力信号の所定区間に含まれる複数のエンベロープに対して、第一のしきい値を超える
ピークのうちの最大ピークである第一のピークを検出する第一のピーク検出部と、
　入力信号のエンベロープ毎に第二のしきい値を超える第二のピークを検出する第二のピ
ーク検出部と、
　前記第一のピークに基づいて前記入力信号の前記所定区間を第一のレベルだけ抑圧する
第一のピーク抑圧部と、
　前記第一のピーク抑圧部により抑圧された入力信号を変調した変調信号を生成する変調
信号生成部と、
　前記第一のレベルと前記第二のピークに基づいて、前記変調信号のエンベロープ毎に前
記第二のピークを第二のレベルだけ抑圧する第二のピーク抑圧部とを備えることを特徴と
する無線送信装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記第一のしきい値は前記第二のしきい値より高く、
　前記第一のレベルは、前記第一のピークが前記第一のしきい値を超えないようにするた
めの抑圧レベルであり、
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　前記第二のレベルは、前記第一の抑圧部により抑圧された後の変調信号の各エンベロー
プのピークが前記第二のしきい値を超えないようにするための抑圧レベルであることを特
徴とする無線送信装置。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　前記第二のピーク抑圧部は、前記第一のレベルに基づいて前記第二のピークを補正し、
当該補正された第二のピークが前記第二のしきい値を超えないための抑圧レベルを前記第
二のレベルとして求めることを特徴とする無線送信装置。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記第二のピーク抑圧部は、前記補正された第二のピークが前記第二のしきい値を超え
ていない場合は、当該補正された第二のピークを抑圧しないことを特徴とする無線送信装
置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかにおいて、
　前記第二のピーク検出部は、前記第二のピークを検出しない場合、前記第二のピーク抑
圧部の動作を停止させることを特徴とする無線送信装置。
【請求項６】
　請求項１乃至４のいずれかにおいて、
　前記入力信号の電力を測定する電力測定部を備え、
　前記電力測定部は、測定電力が所定のしきい値を超えない場合、前記第一のピーク抑圧
部及び前記第二のピーク抑圧部の動作を停止させることを特徴とする無線送信装置。
【請求項７】
　請求項１乃至４のいずれかにおいて、
　前記変調信号の電力を測定する電力測定部を備え、
　前記電力測定部は、測定電力が所定のしきい値を超えない場合、前記第一のピーク抑圧
部及び前記第二のピーク抑圧部の動作を停止させることを特徴とする無線送信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、Ｗ－ＣＤＭＡのようなマルチキャリア伝送におけるピーク抑圧機能を有する無
線送信装置に関し、特に、ピーク抑圧装置を複数持つ無線送信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｗ－ＣＤＭＡのようなマルチキャリア伝送方式は、複数のサブキャリア（搬送波）を用
いた多重伝送により、高い伝送効率によるデータ送信が可能となる。このとき、複数のサ
ブキャリアの位相が一致すると、ＰＡＰＲ(Peak-to-Average Power Ratio)が大きくなり
、すなわち平均送信電力と比較してピーク送信電力が著しく大きくなってしまう。ＰＡＰ
Ｒの大きい信号を送信する場合、信号増幅における送信信号の非線形歪みや近接チャネル
への電力漏洩を防止するために、送信電力増幅器に対して、広いダイナミックレンジにわ
たる高い線形性が要求される。
【０００３】
　しかし、増幅器の線形性と効率は一般に相反する特性であり、広いダイナミックレンジ
にわたって高い線形性を確保すると、電力効率が下がり、通信装置の消費電力が増大する
。そのため、従来から、ＰＡＰＲを抑制するために、ピーク送信電力を抑圧するピーク抑
圧処理が実施されている。
【０００４】
　図１は、従来のピーク抑圧装置を含む無線送信装置の構成例を示す図である。図１の構
成では、２段階でピーク抑圧を実施する。具体的には、入力される送信信号は、遅延部１
０を介して第一段階のピーク抑圧処理を実施する抑圧部１２に入力される。また、送信信
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号の一部は、遅延部１０に入力される前に分岐され、抑圧部１２での第一段階ピーク抑圧
処理に必要な抑圧係数が求められる。具体的には、レプリカ生成部１４は、送信信号をオ
ーバーサンプリングし、帯域制限フィルタを通して周波数変換し、サブキャリアを複数合
成するなどにより、変調信号と同様のレプリカ信号を生成する。
【０００５】
　ピーク検出部１６は、レプリカ生成部１４からの出力信号（レプリカ信号）のエンベロ
ープ（Envelope:包絡線振幅）を所定区間（１シンボル又は複数シンボル）毎に所定しき
い値Ａと比較し、係数演算部１８は、しきい値Ａを超えるエンベロープがある場合は、そ
の最大ピークをしきい値Ａまで抑圧するための抑圧係数を求める。抑圧係数は、例えばし
きい値Ａ／最大ピークＰmaxとして求められる。しきい値Ａを超えるエンベロープがない
場合は、抑圧係数として１が出力される。第一段階のピーク抑圧処理を実施する抑圧部１
２は、係数演算部１８により求められた抑圧係数を送信信号に乗算し、送信信号のピーク
を抑圧する。
【０００６】
　図２は、ピーク抑圧された送信信号を示す図である。図２（ａ）は、前段のピーク抑圧
された所定区間の送信信号の例、図２（ｂ）は、後段でピーク抑圧された所定区間の送信
信号の例である。図２（ａ）に示すように、複数のエンベロープＥｎｖ０～Ｅｎｖ３のう
ち、第一段階のピーク抑圧処理により、しきい値Ａを超えるエンベロープ（Ｅｎｖ０、Ｅ
ｎｖ１、Ｅｎｖ３）のピーク（Ｐ０、Ｐ１、Ｐ３）うちの最大ピークＰmaxを有するエン
ベロープ（Ｅｎｖ３）がしきい値Ａを超えないように、所定区間の送信信号に抑圧係数が
乗算されることにより、所定区間の送信信号全体の振幅レベル、すなわち、所定区間内の
エンベロープＥｎｖ０～Ｅｎｖ３すべてが最大ピーク（Ｅｎｖ３のピーク値）に基づいて
圧縮される。
【０００７】
　抑圧部１２から出力信号は変調信号生成部２０に入力され、変調信号（ＱＰＳＫ信号）
が生成される。変調信号は、遅延部３０を介して第二段階のピーク抑圧を実施する抑圧部
３２に入力される。変調信号の一部は、遅延部３０に入力される前に分岐され、抑圧部３
２での第二段階ピーク抑圧に必要な抑圧係数が求められる。具体的には、ピーク検出部３
４は、変調信号のエンベロープを所定しきい値Ｂと比較し、係数演算部３６は、しきい値
Ｂを超えるエンベロープがある場合は、そのピークをしきい値Ｂまで抑圧するための抑圧
係数を求める。なお、しきい値Ｂはしきい値Ａより低い。また、第二段階のピーク抑圧は
、しきい値Ｂを超えるエンベロープのみを抑圧するため、エンベロープ毎の抑圧係数が求
められる。抑圧係数は、エンベロープ毎に、例えばしきい値Ｂ／ピークＰｉとして求めら
れる（ｉ＝０、１、２…、第一段階のピーク抑圧された後のＥｎｖ０～Ｅｎｖ３の各ピー
クをピークＰ０～Ｐ３とする）。しきい値Ｂを超えないエンベロープについては、抑圧係
数として１が出力される。第二段階のピーク抑圧処理を実施する抑圧部３２は、係数演算
部３６により求められた抑圧係数を送信信号の各エンベロープに乗算し、送信信号のピー
クを抑圧する。
【０００８】
　図２（ｂ）に示されるように、第二段階のピーク抑圧処理により、しきい値Ｂを超える
エンベロープのみについて、そのピークがしきい値Ｂを超えないように、ピーク抑圧され
る。しきい値Ｂを超えるエンベロープＥｎｖ０、Ｅｎｖ１、Ｅｎｖ３について、エンベロ
ープ毎に抑圧係数が求められ、それぞれのピークＰ０、Ｐ１、Ｐ３がしきい値Ｂまで抑圧
される。
【０００９】
　抑圧部３２からの出力信号は、ＤＡ変換器４０に入力され、図示されない電力増幅器に
よる増幅処理などが施された後、アンテナより送信される。
送信信号の変調前にピーク抑圧処理すると、送信信号の周波数スペクトラムは広がらない
が、ＩＱ平面上における理想波形からのずれを示すＥＶＭ(Error Vector Magnitude)が劣
化するという特性があり、送信信号の変調後にピーク抑圧処理すると、ＥＶＭの劣化は抑



(4) JP 4409603 B2 2010.2.3

10

20

30

40

50

えられるが、周波数スペクトラムが広がるという特性がある。このため、両者の特性を考
慮し、ピーク抑圧の配分を最適化するため、上述したように、ピーク抑圧処理を２段階で
行っている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、図２の従来構成では、複数回のピーク抑圧処理を独立で実施しているた
め、複数回のピーク検出処理など重複した処理を行う必要があり、また、複数回の遅延処
理により送信信号の出力遅延を招く。
【００１１】
　そこで、本発明の目的は、より簡単な回路構成により、複数段階のピーク抑圧処理を実
施できる無線送信装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の目的を達成するための本発明の無線送信装置の第一の構成は、入力信号に対す
るピーク抑圧処理を少なくとも２段階で実施するピーク抑圧機能を有する無線送信装置に
おいて、入力信号の所定区間に含まれる複数のエンベロープに対して、第一のしきい値を
超えるピークのうちの最大ピークである第一のピークを検出する第一のピーク検出部と、
入力信号のエンベロープ毎に第二のしきい値を超える第二のピークを検出する第二のピー
ク検出部と、前記第一のピークに基づいて前記入力信号の前記所定区間を第一のレベルだ
け抑圧する第一のピーク抑圧部と、前記第一のピーク抑圧部により抑圧された入力信号を
変調した変調信号を生成する変調信号生成部と、前記第一のレベルと前記第二のピークに
基づいて、前記変調信号の各エンベロープ毎に前記第二のピークを第二のレベルだけ抑圧
する第二のピーク抑圧部とを備えることを特徴とする。
【００１３】
　本発明の無線送信装置の第二の構成は、上記第一の構成において、前記第一のしきい値
は前記第二のしきい値より高く、前記第一のレベルは、前記第一のピークが前記第一のし
きい値を超えないようにするための抑圧レベルであり、前記第二のレベルは、前記第一の
抑圧部により抑圧された後の変調信号の各エンベロープのピークが前記第二のしきい値を
超えないようにするための抑圧レベルであることを特徴とする。
【００１４】
　本発明の無線送信装置の第三の構成は、上記第一又は第二の構成において、前記第二の
ピーク抑圧部は、前記第一のレベルに基づいて前記第二のピークを補正し、当該補正され
た第二のピークが前記第二のしきい値を超えないための抑圧レベルを前記第二のレベルと
して求めることを特徴とする。
【００１５】
　本発明の無線送信装置の第四の構成は、上記第三の構成において、前記第二のピーク抑
圧部は、前記補正された第二のピークが前記第二のしきい値を超えていない場合は、当該
補正された第二のピークを抑圧しないことを特徴とする。
【００１６】
　本発明の無線送信装置の第五の構成は、上記第一乃至第四の構成のいずれかにおいて、
前記第二のピーク検出部は、前記第二のピークを検出しない場合、前記第二のピーク抑圧
部の動作を停止させることを特徴とする。 
【００１７】
　本発明の無線送信装置の第六の構成は、上記第一乃至第四の構成のいずれかにおいて、
前記入力信号の電力を測定する電力測定部を備え、前記電力測定部は、測定電力が所定の
しきい値を超えない場合、前記第一のピーク抑圧部及び前記第二のピーク抑圧部の動作を
停止させることを特徴とする。
【００１８】
　本発明の無線送信装置の第七の構成は、上記第一乃至第四の構成のいずれかにおいて、



(5) JP 4409603 B2 2010.2.3

10

20

30

40

50

前記変調信号の電力を測定する電力測定部を備え、前記電力測定部は、測定電力が所定の
しきい値を超えない場合、前記第一のピーク抑圧部及び前記第二のピーク抑圧部の動作を
停止させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、複数段のピーク抑圧処理を一つの回路構成にまとめることができ、ピ
ーク抑圧装置の構成を簡略化することができる。また、複数段の遅延処理を１段階の遅延
処理で複数段のピーク抑圧処理が可能となり、高速処理が可能となる。
【００２０】
　さらに、ピークが検出されない場合は、ピーク抑圧装置の動作を停止させることで消費
電力の低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】従来のピーク抑圧装置を含む無線送信装置の構成例を示す図である。
【図２】ピーク抑圧された送信信号を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態例におけるピーク抑圧装置を含む無線送信装置の第一の構成
例を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態例におけるピーク抑圧装置を含む無線送信装置の第二の構成
例を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態例におけるピーク抑圧装置を含む無線送信装置の第三の構成
例を示す図である。
【符号の説明】
【００２２】
　１０：遅延部、１２：抑圧部、１４：レプリカ生成部、１６：ピーク検出部、１６’：
エンベロープ検出部、１７Ａ：しきい値Ａ比較部、１７Ｂ：しきい値Ｂ比較部、１８：係
数演算部、１９：比較判定部、２０：変調信号生成部、３０：遅延部、３２：抑圧部、３
４：ピーク検出部、３６：係数演算部、３６’：係数補正部、４０：ＤＡ変換器、５０：
電力測定部
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。しかしながら、かかる実施
の形態例が、本発明の技術的範囲を限定するものではない。
【００２４】
　図３は、本発明の実施の形態例におけるピーク抑圧装置を含む無線送信装置の第一の構
成例を示す図である。図３の各構成要素について、図１の構成要素と同一又は類似の構成
要素については、同一の参照符号が付される。
【００２５】
　入力される送信信号は、遅延部１０を介して第一段階のピーク抑圧処理を実施する抑圧
部１２に入力される。また、送信信号の一部は、遅延部１０に入力される前に分岐され、
レプリカ生成部１４に入力される。レプリカ生成部１４は、図１の構成と同様に、送信信
号をオーバーサンプリングし、帯域制限フィルタを通して周波数変換するなどして、変調
信号と同様のレプリカ信号を生成する。
【００２６】
　エンベロープ検出部１６’は、図１のピーク検出部１６の一機能であって、所定区間の
送信信号に含まれるエンベロープを求める。求められたエンベロープは、しきい値Ａ比較
部１７Ａとしきい値Ｂ比較部１７Ｂにおいて、それぞれしきい値Ａとしきい値Ｂと比較さ
れる。しきい値Ａ及びしきい値Ｂは、図２に示されたように、しきい値Ａはしきい値Ｂよ
り高い。
【００２７】
　しきい値Ａ比較部１７Ａは、ピークがしきい値Ａより大きいエンベロープを検出し、し



(6) JP 4409603 B2 2010.2.3

10

20

30

40

50

きい値Ｂ比較部１７Ｂは、ピークがしきい値Ｂより大きいエンベロープを検出する。すな
わち、エンベロープ検出部１６’としきい値Ａ比較部１７Ａとにより、図１における第一
段階のピーク抑圧のためのピーク検出部１６と同等の機能が実現される。一方、エンベロ
ープ１６’としきい値Ｂ比較部１７Ｂとは、図１における第二段階のピーク抑圧のための
ピーク検出部３４の機能に類似するが、図１のピーク検出部３４は、第一段階のピーク抑
圧された信号に対するしきい値Ｂとの比較を行い、しきい値Ｂを超えるピークを検出する
のに対し、図３のしきい値Ｂ比較部１７は、第一段階のピーク抑圧処理が実施されていな
い信号に対するしきい値Ｂとの比較を行い、ピークを検出する点で相違する。この相違点
に起因する本発明の特徴的な構成については後述する。
【００２８】
　係数演算部１８Ａは、しきい値Ａ比較部１７Ａのピーク検出に基づいて、しきい値Ａを
超えるエンベロープがある場合は、その最大ピークをしきい値Ａまで抑圧するための抑圧
係数を求める。抑圧係数は、例えばしきい値Ａ／最大ピークＰmaxとして求められる。し
きい値Ａを超えるエンベロープがない場合は、抑圧係数として１が出力される。すなわち
、図３の係数演算部１８Ａは、図１の係数演算部１８と同一の機能を有する。そして、第
一段階のピーク抑圧処理を実施する抑圧部１２は、係数演算部１８Ａが求めた抑圧係数を
送信信号に乗算し、送信信号のピークを抑圧する。
【００２９】
　係数演算部１８Ｂは、しきい値Ｂ比較部１７Ｂのピーク検出に基づいて、しきい値Ｂを
超えるエンベロープそれぞれに対する抑圧係数を演算する。抑圧係数は、図１のエンベロ
ープ毎に、例えばしきい値Ｂ／ピークＰ’ｉとして求められる（ｉ＝０、１、２…、第一
段階のピーク抑圧される前のＥｎｖ０～Ｅｎｖ３の各ピークをピークＰ’０～Ｐ’３とす
る）。また、しきい値Ｂを超えないエンベロープについては、抑圧係数として１が出力さ
れる。
【００３０】
　図３の係数演算部１８Ｂと図１の係数演算部３６は、ともにしきい値Ｂを超えるエンベ
ロープに対する抑圧係数を求める点で類似しているが、上述のしきい値Ａ比較部１７Ａと
しきい値Ｂ比較部１７Ｂとの相違と同様に、図１の係数演算部３６が第一段階のピーク抑
圧された後のエンベロープの抑圧係数を求めるのに対し、図３の係数演算部１８Ｂが第一
段階のピーク抑圧処理される前のエンベロープの抑圧係数を求める点で相違する。図３の
本発明の構成において、係数演算部１８Ｂが、第一段階のピーク抑圧処理される前のエン
ベロープに対する抑圧係数を求めることにより、次の比較判定部１９及び抑圧係数補正部
３６’の処理が必要となる。
【００３１】
　本来、第二段階のピーク抑圧処理のための抑圧係数は、第一段階のピーク抑圧処理され
た送信信号のエンベロープに対して求めなければならないため、図３の係数演算部１８Ｂ
により求められた抑圧係数に対して、第一段階のピーク抑圧分を考慮して、補正を加える
。抑圧係数補正部３６’は、例えば、係数演算部１８Ｂが求めた抑圧係数を
　Ｂ／（Ｐ’ｉ×（Ａ／Ｐmax））…（１）
として求める。すなわち、第一段階のピーク抑圧処理前のピーク値Ｐ’ｉに第一段階の抑
圧係数（Ａ／Ｐmax）を乗算することで、第一段階のピーク抑圧処理後のピーク値Ｐｉに
補正し、抑圧係数を修正する。
【００３２】
　さらに、図２のエンベロープＥｎｖ２のように、第一段階のピーク抑圧処理前ではしき
い値Ｂを超えているが、第一段階のピーク抑圧処理後ではしきい値Ｂを超えないエンベロ
ープについて、本来、第二のピーク抑圧処理では、ピーク抑圧する必要はなく、抑圧係数
として１を出力する必要がある。しかしながら、第一段階のピーク抑圧処理前ではしきい
値Ｂを超えているため、係数演算部１８は、抑圧係数をＥｎｖ２のピークＰ’２に対する
抑圧係数Ｂ／Ｐ’２を求めてしまい、さらに上記（１）式により補正された抑圧係数によ
り、ピーク抑圧されてしまう。
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【００３３】
　このような不都合を回避するために、比較判定部１９は、各エンベロープが第一のピー
ク抑圧処理によりしきい値Ｂ以下に抑圧されたかどうかを判定する。具体的には、
　Ｐ’ｉ×（Ａ／Ｐmax）＞Ｂ　…（２）
が成立すれば、第一のピーク抑圧処理後のピークがしきい値Ｂを超えていることになる。
従って、比較判定部１９は、抑圧係数補正部３６’に、上記（１）式に基づいて、補正さ
れたしきい値Ｂに対する抑圧係数を求めるよう指示する。上記（２）式が成立しない場合
は、第一のピーク抑圧処理後のピークがしきい値Ｂを超えていないことになるので、ピー
ク抑圧する必要がない。従って、比較判定部１９は、抑圧係数は１として、抑圧係数補正
部３６’に、抑圧係数を１とするように指示する。
【００３４】
　上記（２）式は、
　Ａ／Ｐmax＞Ｂ／Ｐ’ｉ　…（３）
と変形でき、左辺及び右辺はそれぞれ係数演算部１８Ａ、１８Ｂが求める値である。従っ
て、比較判定部１９は、係数演算部１８Ａ、１８Ｂそれぞれが求める抑圧係数の大きさを
比較し、第二段階のピーク抑圧処理の必要性を判定する。
【００３５】
　図３の抑圧係数補正部３６’が求める抑圧係数は、図１の係数演算部３６と同様となる
。そして、第二段階のピーク抑圧処理を実施する抑圧部３２は、抑圧係数補正部３６’に
より求められた抑圧係数を送信信号の各エンベロープに乗算し、送信信号のピークを抑圧
する。
【００３６】
　上述した図３の構成にすることにより、第一のピーク抑圧処理と第二のピーク抑圧処理
それぞれのための抑圧係数の演算回路を一つにまとめることでき、また、エンベロープ検
出部１６’を共通化することができるので、ピーク抑圧処理のための回路構成を小型化す
ることができる。また、第二のピーク抑圧処理のための遅延部（図１の参照符号３０）が
不要となり、第二のピーク抑圧処理のための遅延を軽減することができ、回路規模の縮小
及び送信処理の高速化が達成される。
【００３７】
　図４は、本発明の実施の形態例におけるピーク抑圧装置を含む無線送信装置の第二の構
成例を示す図である。以下に示す構成例は、ピーク抑圧装置の低消費電力化のために、ピ
ーク抑圧する必要ない場合は、動作を停止する構成を例示する。図４に示す第二の構成例
は、上記図３の第一の構成例において、しきい値Ｂ比較部１７Ｂがしきい値Ｂを超えるピ
ークを検出しない場合に、図中点線で囲まれる部分Ｆに含まれるピーク抑圧装置の構成要
素の動作を停止させる。具体的には、各構成要素に対するクロック供給を停止し、動作を
停止させる。しきい値Ｂ比較１７Ｂがしきい値Ｂを超えるピークを検出しないということ
は、ピーク抑圧される前の送信信号がしきい値Ｂを超えるピークを有していないことであ
り、ピーク抑圧する必要がない。すなわち、抑圧係数を演算する必要がなく、抑圧係数を
演算するための他の構成要素の動作を停止させることで、消費電力を低減させることがで
きる。
【００３８】
　図５は、本発明の実施の形態例におけるピーク抑圧装置を含む無線送信装置の第三の構
成例を示す図である。図５に示す第三の構成例においては、電力測定部５０が、送信信号
の電力そのものを測定により求め、測定電力が所定のしきい値より低い場合は、図中点線
で囲まれる部分Ｇに含まれるピーク抑圧装置の構成要素の動作を停止させる。第二の構成
例と同様に、好ましくは、各構成要素に対するクロック供給が停止される。
【００３９】
　送信信号の電力はピーク値と相関するので、送信信号の電力を測定することで、ピーク
の大きさをおおよそ判別することができる。図２に示すしきい値Ｂを確実に超えないピー
クに対応する電力のしきい値をあらかじめ設定し、測定電力が当該しきい値より低い場合
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は、しきい値Ｂを超えるピークは検出されないと判断し、ピーク抑圧装置の構成要素の動
作を停止させる。これにより、第二の構成例と同様に、消費電力の低減を図ることができ
る。なお、図５（ａ）は、電力測定部５０は、ピーク抑圧処理前の送信信号の電力を測定
し、図５（ｂ）は、ピーク抑圧処理後の送信信号の電力を測定する場合の構成例である。
図５（ｂ）において、ピーク抑圧処理後の送信信号（変調信号）は、ピーク抑圧されてい
るので、ピーク抑圧分電力は低下しているが、その低下分はわずかであり、ピーク抑圧処
理後の電力を測定することによっても、しきい値Ｂを超えるピークの有無を判定可能であ
る。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　本発明は、マルチキャリア伝送方式の無線送信装置に適用可能であり、無線送信装置の
電力効率向上が実現され、帯域外への電力漏洩を防止することができる。

【図１】 【図２】
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【図５】
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