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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　増幅器によって発生する非線形歪みを補償するための歪み補償回路を有し、前記歪み補
償回路から出力されるプレディストーション信号を増幅器に入力し、前記増幅器で発生す
るメモリ効果を補償するプレディストータであって、
　前記歪み補償回路と前記増幅器の間に増幅器を含むアナログ回路全体で生じる信号成分
に現れる周波数特性を補償するための第１のフィルタ手段を接続し、
　前記歪み補償回路と前記第１のフィルタ手段の間又は前記第１のフィルタ手段と前記増
幅器の間に増幅器で発生する歪み成分に現れる周波数特性を補償するための第２のフィル
タ手段を接続し、
　前記歪み補償回路からの出力信号と前記増幅器からの出力信号を用いて前記第２のフィ
ルタ手段のフィルタ係数を算出して出力するフィルタ係数算出手段を備えた、
　ことを特徴とするプレディストータ。
【請求項２】
　増幅器によって発生する非線形歪みを補償するための歪み補償回路を有し、前記歪み補
償回路から出力されるプレディストーション信号を増幅器に入力し、前記増幅器で発生す
るメモリ効果を補償するプレディストータであって、
　前記歪み補償回路と前記増幅器の間にデジタルフィルタを接続し、
　前記歪み補償回路からの出力信号と前記増幅器からの出力信号を用いて前記デジタルフ
ィルタのフィルタ係数を算出して出力するフィルタ係数算出手段を有し、
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　前記フィルタ係数算出手段が前記増幅器から出力される相互変調歪みを最小にするよう
に動作する適応信号処理アルゴリズムを用いてフィルタ係数の算出処理を行うことを特徴
とするプレディストータ。
【請求項３】
　増幅器によって発生する非線形歪みを補償するための歪み補償回路を有し、前記歪み補
償回路から出力されるプレディストーション信号を増幅器に入力し、前記増幅器で発生す
るメモリ効果を補償するプレディストータであって、
　前記歪み補償回路と前記増幅器の間にデジタルフィルタを接続し、
　前記歪み補償回路からの出力信号と前記歪み補償回路への入力信号の差で定義されるプ
レディストーション歪み信号、前記増幅器からの出力信号と前記歪み補償回路への入力信
号の差で定義されるフィードバック歪み信号をそれぞれ求め、前記プレディストーション
歪み信号と前記フィードバック歪み信号を用いて前記デジタルフィルタのフィルタ係数を
算出して出力するフィルタ係数算出手段を有し、
　前記フィルタ係数算出手段では前記増幅器から出力される相互変調歪みを最小にするよ
うに動作する適応信号処理アルゴリズムを用いてフィルタ係数の算出処理を行うことを特
徴とするプレディストータ。
【請求項４】
　増幅器によって発生する非線形歪みを補償するための歪み補償回路を有し、前記歪み補
償回路から出力されるプレディストーション信号を増幅器に入力し、前記増幅器で発生す
るメモリ効果を補償するプレディストータであって、
　前記歪み補償回路と前記増幅器の間にデジタルフィルタを接続し、
　フーリエ変換を施して周波数領域に変換した前記歪み補償回路からの出力信号、及びフ
ーリエ変換を施して周波数領域に変換した前記増幅器からの出力信号を用いて前記デジタ
ルフィルタのフィルタ係数を算出して出力するフィルタ係数算出手段を有し、
　前記フィルタ係数算出手段では前記増幅器から出力される相互変調歪みの周波数領域で
計算した電力を最小にするように動作する適応信号処理アルゴリズムを用いてフィルタ係
数の算出処理を行うことを特徴とするプレディストータ。
【請求項５】
　前記デジタルフィルタが複素係数を有する有限インパルス応答フィルタで構成されるこ
とを特徴とする請求項２から４までのいずれか１項に記載のプレディストータ。
【請求項６】
　前記増幅器を含むアナログ回路を備え、前記デジタルフィルタのフィルタ係数算出を行
う適応信号処理アルゴリズムの初期値を前記アナログ回路の線形歪みとは逆の特性で与え
ることを特徴とする請求項２から４までのいずれか１項に記載のプレディストータ。
【請求項７】
　前記フィルタ係数算出手段では適応信号処理アルゴリズムとして最小平均二乗アルゴリ
ズムを周波数領域又は時間領域で使用することを特徴とする請求項２から４までのいずれ
か１項に記載のプレディストータ。
【請求項８】
　前記歪み補償回路では前記増幅器によって発生する非線形歪みとは逆の非線形特性を記
憶したテーブルを有し、前記歪み補償回路への入力信号の振幅レベルに応じて前記テーブ
ルから係数を読み出して入力信号に乗算することでプレディストーション信号を作成する
ことを特徴とする請求項２から４までのいずれか１項に記載のプレディストータ。
【請求項９】
　前記フィルタ係数算出手段では、適応信号処理アルゴリズムで推定された周波数特性に
対して、自チャンネルである信号帯域内を阻止域とし、信号帯域外の相互変調歪み帯域を
通過域とする帯域制限フィルタを備え、前記帯域制限フィルタの出力を時間領域へ変換し
て前記デジタルフィルタのタップ係数を算出することを特徴とする請求項４に記載のプレ
ディストータ。
【請求項１０】
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　増幅器によって発生する非線形歪みを補償するための歪み補償回路を有し、前記歪み補
償回路から出力されるプレディストーション信号を増幅器に入力し、前記増幅器で発生す
るメモリ効果を補償するプレディストータであって、
　前記歪み補償回路への入力信号及び増幅器からの出力信号の差が最小となるように動作
する第１の適応信号処理アルゴリズムを用いて前記歪み補償回路の係数算出を行う歪み補
償係数算出手段と、
　前記歪み補償回路と前記増幅器の間に接続されたデジタルフィルタと、
　前記歪み補償回路からの出力信号と前記増幅器からの出力信号を用いて前記デジタルフ
ィルタのフィルタ係数を算出して出力するフィルタ係数算出手段と、
　を備え、
　前記フィルタ係数算出手段では前記増幅器から出力される相互変調歪みを最小にするよ
うに動作する第２の適応信号処理アルゴリズムを用いてフィルタ係数の算出処理を行うこ
とを特徴とするプレディストータ。
【請求項１１】
　前記歪み補償係数算出手段及び前記フィルタ係数算出手段の係数算出処理を同時に行な
わず、それぞれ所定回数毎に区切って両者を繰り返し実施させる切り替え手段をさらに備
えたことを特徴とする請求項１０に記載のプレディストータ。
【請求項１２】
　前記デジタルフィルタが入力信号の振幅に応じて異なる複素係数を有する非線形フィル
タで構成されることを特徴とする請求項２，３，４，１０のいずれか１項に記載のプレデ
ィストータ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、通信に使用される増幅器で生じる非線形歪み、線形歪み(信号成分に現れ
る周波数特性)、及びメモリ効果(歪み成分に現れる周波数特性)等の劣化要素を補償する
ためのプレディストータに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のこの種の装置として、例えば電力増幅器において線形歪みと併存する非線形歪み
を適応型のリニアライザによって補償する変調信号送信システムがある(例えば下記特許
文献１参照)。
【０００３】
【特許文献１】特開平６－２１９９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　通信装置に使用される増幅器で生じる歪みとして、非線形歪みと線形歪みの他にメモリ
効果があり、メモリ効果を補償することも望まれている。
【０００５】
　この発明は、通信装置に使用される増幅器で発生するメモリ効果、特に電気的メモリ効
果も補償するプレディストータを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明は、増幅器によって発生する非線形歪みを補償するための歪み補償回路を有し
、前記歪み補償回路から出力されるプレディストーション信号を増幅器に入力するプレデ
ィストータであって、前記歪み補償回路と前記増幅器の間に増幅器を含むアナログ回路全
体で生じる信号成分に現れる周波数特性を補償するための第１のフィルタ手段を接続し、
前記歪み補償回路と前記第１のフィルタ手段の間又は前記第１のフィルタ手段と前記増幅
器の間に増幅器で発生する歪み成分に現れる周波数特性を補償するための第２のフィルタ
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手段を接続し、前記歪み補償回路からの出力信号と前記増幅器からの出力信号を用いて前
記第２のフィルタ手段のフィルタ係数を算出して出力するフィルタ係数算出手段を備えた
ことを特徴とするプレディストータにある。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明では、例えば、非線形歪みを補償する歪み補償回路の後段にデジタルフィルタ
を接続し、増幅器から出力される相互変調歪み成分が最小になるようにデジタルフィルタ
の係数を算出することで、増幅器で発生する非線形歪み、線形歪み、及びメモリ効果の３
つの劣化要素を補償することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】この発明の実施の形態１によるデジタルプレディストータの構成を示す図である
。
【図２】実施の形態１における増幅器出力とプレディストーション信号の関係を示す図で
ある。
【図３】実施の形態１における歪み補償の実験結果を示す図である。
【図４】実施の形態１における歪み補償回路とフィルタの処理の流れを示すフローチャー
トである。
【図５】この発明の実施の形態２によるデジタルプレディストータの構成を示す図である
。
【図６】この発明の実施の形態３によるデジタルプレディストータの構成を示す図である
。
【図７】この発明の実施の形態４によるデジタルプレディストータの構成を示す図である
。
【図８】この発明の実施の形態４における外部計算装置の構成の一例を示す図である。
【図９】増幅器で発生する出力スペクトラムを示す図である。
【図１０】非線形歪みのみを補償するプレディストータにおける増幅器出力とプレディス
トーション信号の関係を示す図である。
【図１１】非線形歪みに加えて線形歪みの補償を行う一般的なデジタルプレディストータ
の構成図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　この発明によるデジタルプレディストータを説明する前に、通信装置の増幅器で発生す
る歪みの問題について説明する。
【００１０】
　衛星通信、地上マイクロ波通信、移動体通信、放送に使用する増幅器では、無線周波数
(ＲＦ)信号を高い効率で線形に増幅することが望まれている。しかしながら、一般に増幅
器では効率を高くすることと線形性を高くすることは両立しない。また、近年の通信容量
の増大に伴い、信号帯域幅が拡大し、増幅器には広帯域な特性が要求されている。
【００１１】
　比較的高い効率が達成できる歪み補償方式としてプレディストーション方式がある。プ
レディストーション方式は、入力信号にあらかじめ増幅器で発生する非線形歪みとは逆の
特性を与えることで、プレディストーション回路(プレディストータ)と増幅器を組み合わ
せたときの全体的な結果が、線形となるようにする方式である。プレディストーション方
式には、プレディストーション回路をアナログ回路で実現するアナログプレディストーシ
ョン方式と、デジタル回路で実現するデジタルプレディストーション方式とがある。デジ
タルプレディストーション方式は、線形性の点でアナログプレディストーション方式より
も優れるが、扱える信号の帯域幅がデジタル回路の動作速度によって制限される問題があ
った。しかしながら、近年のデジタル技術の急速な進展によってデジタル回路の高速動作
が比較的低コストで実現可能となってきたことを背景に状況が変化を見せ始め、現在では
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デジタルプレディストーション方式が実用化のフェーズに入りつつある。
【００１２】
　送信系の増幅器で発生する主な劣化要素としては、非線形歪み、線形歪み及びメモリ効
果の３つの要素がある。非線形歪みとはＡＭ(振幅変調)－ＡＭ、ＡＭ－ＰＭ(位相変調)特
性のような入力振幅に対する回路の非線形特性によって生じる波形歪みのことを指し、線
形歪みとは回路の線形な周波数特性によって生じる波形歪み(信号成分に現れる周波数特
性)のことを指し、メモリ効果とは回路の非線形特性と回路の様々な周波数特性が相互に
関係しあって発生する波形歪み(歪み成分に現れる周波数特性)のことを指す。
【００１３】
　従来よく用いられる単純な非線形歪み(ＡＭ－ＡＭ、ＡＭ－ＰＭ特性)だけによる増幅器
モデルでは、増幅器の出力は現在の入力によって一意に決まる。しかし、線形歪み又はメ
モリ効果が存在すると、時間領域で見た場合には、増幅器の出力は現在の入力だけではな
く増幅器への過去の入力値にも関係する。一方、周波数領域で見た場合には、増幅器で発
生する歪みの周波数スペクトラムには搬送波周波数を中心とした左右の非対称性が生じる
。出力波形を観測した限りでは線形歪みとメモリ効果は非常に似た現象を示すが、非線形
回路との相互作用の有無が決定的に異なる。つまり、線形歪みは回路が線形であることを
前提としているため、非線形歪みとの相互作用の概念が無く、信号周波数帯での回路の周
波数特性のみが影響する。一方、メモリ効果は回路が非線形であることが前提としてある
ため、非線形歪み成分を含む出力信号と入力信号とが再度ミキシングする効果や回路の熱
的な応答特性等を考慮する必要があり、波形歪みの発生メカニズムが本質的に異なってく
る。線形歪みは信号と歪みで同じ周波数特性として現れるが、メモリ効果は信号と歪みで
一般的には異なる周波数特性として現れる。
【００１４】
　図９の(ａ)に非線形歪みのみが存在する場合、(ｂ)に線形歪みが存在する場合、(ｃ)に
線形歪みとメモリ効果の両方が存在する場合の、正弦波２波入力時の増幅器からの出力ス
ペクトラムを示す。ここでは簡単化のために、線形歪みには利得成分のみが１次傾斜の周
波数特性を有する場合を仮定し、メモリ効果には位相成分のみが曲線状の周波数特性を有
する場合を仮定して説明する。図９の(ａ)に示す非線形歪みのみが存在する場合には、増
幅器の出力スペクトラムは搬送波周波数を中心とした左右対称形となり、正弦波２波入力
時の相互変調歪み(ＩＭ歪み)の上側周波数ＩＭ３Ｈと下側周波数ＩＭ３Ｌの振幅及び位相
は等しくなる。これに対して、図９の(ｂ)に示す線形歪みが存在する場合には、線形歪み
の傾斜に応じて上側周波数ＩＭ３Ｈと下側周波数ＩＭ３Ｌが影響を受けて左右非対称の出
力スペクトラムが発生する。更に、図９の(ｃ)に示す線形歪みとメモリ効果の両方が存在
する場合には、線形歪みに加えてメモリ効果の周波数特性が重ね合わさり、より複雑な形
状の左右非対称の出力スペクトラムが発生する。 
【００１５】
　最も基本的なプレディストータである非線形歪みのみを補償するデジタルプレディスト
ータでは、あらかじめ計算された増幅器の非線形歪みとは逆の特性を有する計算式または
テーブルを用いて、入力信号の瞬時振幅レベルに応じた複素利得係数を算出してプレディ
ストーション信号を生成する。図１０に非線形歪みのみを補償するデジタルプレディスト
ータによる、増幅器出力(実線、歪み補償が無い場合)とプレディストーション信号(破線)
の関係を示す。非線形歪みのみを補償するデジタルプレディストータでは左右対称のスペ
クトラムしか生成できない。このため、図１０の(ａ)に示される様な非線形歪みのみを有
する増幅器(左右対称の出力スペクトル)に対しての歪み補償は可能であるが、図１０の(
ｂ)に示される様な波形歪みとメモリ効果の少なくとも一つを有する増幅器(左右非対称の
出力スペクトラム)に対しては残留歪みの影響により歪み補償は完全にはできない。
【００１６】
　この問題に対して検討を加えたデジタルプレディストータの一例として、図１１の(ａ)
に非線形歪みに加えて線形歪みの補償を行うデジタルプレディストータの構成図を示す。
図１１の(ａ)において、デジタルプレディストータは、増幅器３、ベースバンド信号をＲ
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Ｆ信号に変換する周波数変換回路(UP CONVERTER)４、ＲＦ信号をベースバンド信号に変換
するための周波数変換回路(DOWN CONVERTER)５、デジタルアナログ変換回路(DAC)６、ア
ナログデジタル変換回路(ADC)７、メモリレス歪み補償回路８、フィルタ１０、そして高
速フーリエ変換回路(FFT)１１，１２、差分検出部１３、逆高速フーリエ変換回路(IFFT)
１４を含むフィルタ係数算出部１５を、ベースバンド信号の入力端子(BB IN)１とＲＦ信
号の出力端子(RF OUT)２の間に備える。９はメモリレスプレディストーション信号出力端
子である。また、図１１の(ｂ)は、増幅器に非線形歪みと線形歪みの２つの劣化がある場
合の、増幅器出力とプレディストーション信号の関係、及び歪み補償後の増幅器出力を示
す。図１１の(ｃ)は、線形歪みとメモリ効果の両方が存在する場合の、増幅器出力とプレ
ディストーション信号の関係、及び歪み補償後の増幅器出力を示す。
【００１７】
　図１１の(ａ)では、増幅器３で発生する非線形歪みを打ち消すような逆歪み信号を歪み
補償回路８にて生成することで、増幅器３で生じる非線形歪みを補償する。また、デジタ
ル回路中にフィルタ１０を備えることで、増幅器３で発生する非線形歪みの他に、増幅器
３及び周波数変換回路４，５を含むアナログ回路全体で生じる線形歪みの補正も行う。更
に、増幅器３からの出力信号とベースバンド入力信号とを用いて線形歪みを補償するため
のフィルタの係数推定を行う。これにより非線形歪みと線形歪みの２つの劣化がある場合
の歪み補償を可能とする(図１１の(ｂ)参照)。
【００１８】
　このようなプレディストータでは、メモリレス歪み補償回路８と線形歪みを補正するた
めのフィルタ１０を組み合わせることで、増幅器で発生する非線形歪みとアナログ回路全
体で生じる線形歪みの二つの劣化要素に対する補償を行っている。しかしながら、増幅器
で発生する劣化にはもう一つ、メモリ効果による劣化が存在する。
【００１９】
　メモリ効果の主な発生メカニズムは、(１)トランジスタの温度特性、(２)トランジスタ
のトラップ現象、(３)トランジスタで発生する偶数次歪みが回路の帯域外周波数特性の影
響を受けて入力信号と再度ミキシングする現象に大きく分けられ、信号周波数近傍の周波
数特性によって生じる線形歪みとは発生メカニズムが大きく異なる。特に(３)は電気的メ
モリ効果とも呼ばれており、システムで扱う信号の帯域幅が広い程、その影響は深刻化す
る。
【００２０】
　図１１の(ｃ)に、増幅器に線形歪みとメモリ効果の両方が存在する場合の増幅器出力(
歪み補償が無い場合)とプレディストーション信号の関係を示す。上記のようなプレディ
ストータでは線形歪みについては補償できるものの、プレディストーション信号には信号
の周波数特性とは異なる歪みの周波数特性であるメモリ効果を補償する成分が入っていな
いため残留歪みが生じて、メモリ効果を補償できない。
【００２１】
　この発明によるデジタルプレディストータでは、増幅器で発生するメモリ効果、特に電
気的メモリ効果も補償する。
【００２２】
　実施の形態１．
　図１の(ａ)はこの発明の実施の形態１によるデジタルプレディストータの構成図を示す
。図１の(ａ)において、ベースバンド信号の入力端子(BB IN)１とＲＦ信号の出力端子(RF
 OUT)２の間に、メモリレス歪み補償回路８、メモリレスプレディストーション信号出力
端子９、複素係数を有する有限インパルス応答フィルタ(複素ＦＩＲフィルタ)２１，２２
、デジタルアナログ変換回路(DAC)６、ベースバンド信号をＲＦ信号に変換する周波数変
換回路(UP CONVERTER)４、増幅器３が接続されている。入力端子(BB IN)１には別に遅延
回路３１が接続され、一方、出力端子(RF OUT)２側からはＲＦ信号をベースバンド信号に
変換するための周波数変換回路(DOWN CONVERTER)５、アナログデジタル変換回路(ADC)７
、スイッチ(SW)２７が順に接続され、遅延回路３１とスイッチ２７の一方の出力が共に比
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較回路２８に接続されている。比較回路２８の出力は歪み補償係数算出部２９を介して歪
み補償回路８に接続されている。
【００２３】
　フィルタ係数算出部２４は、メモリレスプレディストーション信号出力端子９に接続さ
れた遅延回路３０の出力を受ける高速フーリエ変換回路(FFT)１１、スイッチ２７の他方
の出力を受ける高速フーリエ変換回路(FFT)１２、高速フーリエ変換回路(FFT)１１，１２
の出力を受ける最小平均二乗アルゴリズム回路(ＬＭＳアルゴリズム)２５、そして最小平
均二乗アルゴリズム回路(ＬＭＳアルゴリズム)２５の出力を受ける逆高速フーリエ変換回
路(IFFT)１４を含む。逆高速フーリエ変換回路(IFFT)１４の出力は有限インパルス応答フ
ィルタ(複素ＦＩＲフィルタ)２２に接続されている。また有限インパルス応答フィルタ(
複素ＦＩＲフィルタ)２１にはフィルタ係数メモリ２３が接続されている。
　なお、上記のデジタルプレディストータと同一もしくは相当部分は同一符号を付してい
る。
【００２４】
　また以下の各実施の形態において、デジタルアナログ変換器(ＤＡＣ)６の入力側、アナ
ログデジタル変換器(ＡＤＣ)７の出力側がデジタル回路、デジタルアナログ変換器(ＤＡ
Ｃ)６の出力側、アナログデジタル変換器(ＡＤＣ)７の入力側がアナログ回路となる。複
素ＦＩＲフィルタ２１等は第１フィルタ手段、複素ＦＩＲフィルタ２２等は第２フィルタ
手段又はフィルタ手段を構成し、それぞれデジタルフィルタからなる。フィルタ係数算出
部はフィルタ係数算出手段を構成し、歪み補償係数算出部は歪み補償係数算出手段を構成
する。
【００２５】
　次に動作について説明する。回路に入力端子１から入力したベースバンド信号には、歪
み補償回路８において増幅器３で発生する非線形歪みを打ち消すような逆歪み信号が与え
られる。その後、複素ＦＩＲフィルタ２２においてメモリ効果を補償するための周波数特
性が与えられ、更に複素ＦＩＲフィルタ２１においてアナログ回路全体で生じる線形歪み
を補償するための周波数特性が与えられて、非線形歪み、メモリ効果、線形歪み、の３つ
の劣化要素を補償するプレディストーション信号が生成される。デジタル回路で生成され
たプレディストーション信号は、デジタルアナログ変換器(DAC)６によりアナログ信号へ
と変換され、周波数変換回路４によってＲＦ周波数帯へと変換され、その後、増幅器３で
信号が増幅されて出力される。
【００２６】
　歪み補償回路８では、増幅器３の非線形歪みとは逆の特性を有する計算式またはテーブ
ルを用いて、入力信号の瞬時振幅レベルに応じた複素利得係数を算出してプレディストー
ション信号を生成する。図１の(ｂ)にルックアップテーブルを用いた歪み補償回路８の構
成を示す。歪み補償テーブル３３には信号の振幅レベルに対して増幅器３とは逆の非線形
特性を有する複素利得の値を格納する。歪み補償回路８では、振幅計算部３２で求められ
た信号の振幅レベルに応じて歪み補償テーブル３３から増幅器３とは逆の非線形特性を有
する複素利得の値を読み出して、乗算器３４において入力信号に複素乗算することでプレ
ディストーション信号を作成する。歪み補償テーブル３３に格納するデータは、歪み補償
係数算出部２９において、ベースバンド入力信号及び増幅器３からの出力信号の差が最小
となるような動作規範を有する適応信号処理アルゴリズムを用いて求める。適応信号処理
アルゴリズムとして、例えば、最小平均二乗アルゴリズム(ＬＭＳアルゴリズム)、又は、
逐次最小二乗アルゴリズム(ＲＬＳアルゴリズム)などが使用できる。
【００２７】
　入力端子１から遅延回路３１を介して入力されたベースバンド入力信号と、周波数変換
回路５、アナログデジタル変換回路(ADC)７、スイッチ２７を介して入力された増幅器３
の出力信号の差が比較回路２８で求められ、歪み補償係数算出部２９に供給される。
【００２８】
　複素ＦＩＲフィルタ２１に入力する線形歪みを補正するためのフィルタ係数は、例えば
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、別途測定した周波数変換回路４及び増幅器３を含むアナログ回路全体の周波数特性デー
タを逆高速フーリエ変換することで求めることができる。このフィルタ係数はフィルタ係
数メモリ２３に格納されている。
【００２９】
　複素ＦＩＲフィルタ２２に与える係数は、フィルタ係数算出部２４において、歪み補償
動作時に増幅器３から出力される相互変調歪み成分を最小にするような動作規範を有する
適応信号処理アルゴリズムを用いて求める。適応信号処理アルゴリズムとして、例えば、
最小平均二乗アルゴリズム(ＬＭＳアルゴリズム)、又は、逐次最小二乗アルゴリズム(Ｒ
ＬＳアルゴリズム)などが使用できる。図１の(ａ)は適応信号処理アルゴリズムとしてＬ
ＭＳアルゴリズムを用いたときの構成例を示す。フィルタ係数算出部２４では、歪み補償
回路８の出力信号及び増幅器３の出力信号を高速フーリエ変換回路１１及び１２によって
それぞれ周波数領域信号へと変換し、周波数領域で定義されたＬＭＳアルゴリズム回路２
５へと入力する。ＬＭＳアルゴリズム回路２５には、増幅器３の出力信号に含まれる相互
変調歪み成分を最小にするような動作規範を与えることで、メモリ効果が最小となるよう
な周波数特性を有する複素利得データを適応的に求めることができる。その後、逆高速フ
ーリエ変換回路１４を施すことで複素ＦＩＲフィルタ２２のタップ係数を作成する。複素
ＦＩＲフィルタの複素利得をＷn(ω)、歪み補償回路８の出力信号をＶPD(ω)、増幅器３
からの出力信号をＶFB(ω)　としてＬＭＳアルゴリズムを適用すると、メモリ効果を補償
するための適応アルゴリズムは次式で表される。
【００３０】
　　　Ｗn+1(ω)＝Ｗn(ω)－μ・ＶPD(ω)*・ＶFB(ω)　　　　　(１)
　　　ここで、ｎは更新回数、ωは角周波数、μはステップサイズパラメータ
【００３１】
　フィルタ係数算出部２４において、歪み補償回路８の出力信号はメモリレスプレディス
トーション信号出力端子９、遅延回路３０を介して得られ、増幅器３の出力信号は周波数
変換回路５、アナログデジタル変換回路(ADC)７、スイッチ２７を介して得られる。
【００３２】
　図２に増幅器３から出力される相互変調歪み成分を最小にするように動作させたときの
増幅器出力とプレディストーション信号の関係を示す。歪み補償動作後に増幅器３から出
力される相互変調歪み成分を打ち消すためには、左右非対称な増幅器出力スペクトラムに
対応して逆位相、同振幅となるように、プレディストーション信号も左右非対称な形状で
与える必要がある。本実施の形態では増幅器３から出力される相互変調歪み成分を最小に
するような動作規範を有する適応信号処理アルゴリズムを適用することで、プレディスト
ーション信号が前記メモリ効果補償信号と一致するように徐々に複素ＦＩＲフィルタ２２
の係数を逐次修正していき、最終的にはメモリ効果補償信号を作成するためのフィルタ係
数値を導出する。
【００３３】
　図３に線形歪み補償のみを行ったプレディストータ(Ａ)と、線形歪み補償に加えてメモ
リ効果補償を行ったときのプレディストータ(Ｂ)による歪み補償結果の比較実験結果を示
す。２０MHz離調の歪みレベルで見ると、線形歪み補償のみを行った場合(歪みキャンセル
量１７dB)と比較して、メモリ効果補償を付加することで歪みキャンセル量が８dB改善(歪
みキャンセル量２５dB)している。線形歪み補償のみを行った場合には、メモリ効果をキ
ャンセルしきれずに残留歪みを生じるが、線形歪み補償に加えてメモリ効果補償を付加す
ることで歪み補償特性が大きく改善していることがわかる。
【００３４】
　更に、本実施の形態では歪み補償回路８及び複素ＦＩＲフィルタ２２の係数の誤収束を
避けるために、歪み補償回路８の係数を求める適応アルゴリズムと複素ＦＩＲフィルタ２
２の係数を求める適応信号処理アルゴリズムとは同時には動作させないように、フィード
バック信号をスイッチ２７により時間的に切り替えて両者の処理を繰り返し実施する。
【００３５】
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　図４に適応信号処理アルゴリズムの動作フローを示す。複素ＦＩＲフィルタ２２の係数
を求める適応アルゴリズムの逐次修正処理をＭ回実施した後(ステップＳ２)、メモリレス
歪み補償回路８の適応アルゴリズムの逐次修正処理をＮ回実施し(ステップＳ３)、再び複
素ＦＩＲフィルタ２２の修正に戻るというような繰り返し処理を実施する。起動時には歪
み補償処理回路８の適応アルゴリズムの逐次修正処理を通常より多いＬ回(Ｌ＞Ｎ)実施す
る(ステップＳ１)。
【００３６】
　以上より、本実施の形態では複素ＦＩＲフィルタ２１及び複素ＦＩＲフィルタ２２によ
って線形歪み及びメモリ効果を補正するための係数が個別に与えられ、それぞれのフィル
タにより線形歪み及びメモリ効果を個別に補正するために、プレディストータでは非線形
歪み、メモリ効果、線形歪みの３つの劣化要素を全て補償することが可能となる。
【００３７】
　加えて、メモリレス歪み補償回路８及び複素ＦＩＲフィルタ２２の係数導出のために適
応信号処理アルゴリズムを用いるために、増幅器等のアナログ回路の経年変化に因らず、
常に安定した非線形歪み及びメモリ効果の補償動作を実現することができる。
【００３８】
　なお、図１の複素ＦＩＲフィルタ２２は、複素ＦＩＲフィルタ２１と増幅器３の間に挿
入されていてもよい。
【００３９】
　実施の形態２．
　図５はこの発明の実施の形態２によるデジタルプレディストータの構成図を示す。上記
の実施の形態と同一もしくは相当部分は同一符号で示す。図５では、複素ＦＩＲフィルタ
２１とフィルタ係数メモリ２３は設けられておらず、一方でメモリ効果補償のための複素
ＦＩＲフィルタ２２にフィルタ係数メモリ２０が接続され、さらにはフィルタ係数算出部
２４において、ＬＭＳアルゴリズム回路２５と逆高速フーリエ変換回路１４の間に帯域制
限フィルタ２６が設けられている。
【００４０】
　フィルタ係数算出部２４では、ＬＭＳアルゴリズム回路２５によって導出された、メモ
リ効果が最小となるような周波数特性を有する複素利得データに対して、自チャンネルで
ある信号帯域内を阻止域として、信号帯域外の相互変調歪み帯域を通過域とする帯域制限
フィルタ２６を適用し、その後、逆高速フーリエ変換１４を施すことで複素ＦＩＲフィル
タ２２の係数を作成する。
【００４１】
　また、ＬＭＳアルゴリズム回路２５の初期値として、アナログ回路全体で生じる線形歪
みを補正するフィルタ係数をフィルタ係数メモリ２０に格納し、複素ＦＩＲフィルタ２２
に与える。このデータは、例えば、別途測定した周波数変換回路４及び増幅器３の周波数
特性データを逆高速フーリエ変換することで求めることができる。
【００４２】
　本実施の形態では、ＬＭＳアルゴリズム回路２５の出力結果に帯域制限フィルタ２６を
適用することで、信号帯域内については複素ＦＩＲフィルタ２２の係数更新は行わず、線
形歪みを補正するための初期値を保持し、複素ＦＩＲフィルタ２２の係数更新は信号帯域
外に限定する。複素ＦＩＲフィルタ２２が信号帯域外に発生するメモリ効果に限定して補
償をかけることで、信号帯域内の線形歪みを劣化させることなく信号帯域外に発生するメ
モリ効果のみを補償する。
【００４３】
　また、ＬＭＳアルゴリズム回路２５の初期値としてアナログ回路全体で生じる線形歪み
を補正するフィルタ係数を用いることで、ＬＭＳアルゴリズム回路２５が誤収束すること
を避けて、線形歪みとメモリ効果の両者に対して最適となる点へと導くことが可能となる
。その他の動作及び効果は実施の形態１と同様である。
【００４４】
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　実施の形態３．
　図６はこの発明の実施の形態３によるデジタルプレディストータの構成図を示す。上記
の実施の形態と同一もしくは相当部分は同一符号で示す。図６において、入力端子(BB IN
)１と出力端子(RF OUT)２の間に、メモリレス歪み補償回路８、メモリレスプレディスト
ーション信号出力端子９、複素ＦＩＲフィルタ２２、デジタルアナログ変換回路(DAC)６
、周波数変換回路(UP CONVERTER)４、増幅器３が接続されている。複素ＦＩＲフィルタ２
２にはフィルタ係数メモリ２０が接続されている。入力端子(BB IN)１からは別に遅延回
路４２、４３が順に接続(直列接続)され、出力端子(RF OUT)２側からは周波数変換回路(D
OWN CONVERTER)５、アナログデジタル変換回路(ADC)７が順に接続され、遅延回路４３と
アナログデジタル変換回路(ADC)７の出力が共に比較回路２８に接続されている。比較回
路２８の出力はスイッチ(SW)４４を介して選択的に歪み補償係数算出部２９及びフィルタ
係数算出部４６の最小平均二乗アルゴリズム回路(ＬＭＳアルゴリズム)４７に接続されて
いる。歪み補償係数算出部２９の出力はメモリレス歪み補償回路８に接続されている。
【００４５】
　また、メモリレスプレディストーション信号出力端子９には遅延回路４１が接続され、
この遅延回路４１の出力と遅延回路４２の出力が比較回路４５に入力され、比較回路４５
の出力がフィルタ係数算出部４６のＬＭＳアルゴリズム回路４７に接続され、ＬＭＳアル
ゴリズム回路４７の出力は複素ＦＩＲフィルタ２２に接続されている。
【００４６】
　複素ＦＩＲフィルタ２２に与える係数は、フィルタ係数算出部４６において、歪み補償
動作時に増幅器３から出力される相互変調歪み成分を最小にするような動作規範を有する
適応信号処理アルゴリズムを用いて求める。適応信号処理アルゴリズムとして、例えば、
最小平均二乗アルゴリズム(ＬＭＳアルゴリズム)、又は、逐次最小二乗アルゴリズム(Ｒ
ＬＳアルゴリズム)などが使用できる。図６には適応信号処理アルゴリズムとしてＬＭＳ
アルゴリズムを用いたときの構成例に示す。比較回路４５では歪み補償回路８からの出力
信号と歪み補償回路８への入力信号の差で定義されるプレディストーション歪み信号を求
め(共に遅延回路４１，４２で遅延された出力信号を比較回路４５で比較)、比較回路２８
では増幅器３からの出力信号と前記歪み補償回路８への入力信号の差で定義されるフィー
ドバック歪み信号を求める(歪み補償回路８への入力信号は遅延回路４２，４３を介して
得て、増幅器３からの出力信号は周波数変換回路５、アナログデジタル変換回路(ADC)７
を介して得て比較回路２８で比較)。フィルタ係数算出部４６では、前記プレディストー
ション歪み信号と前記フィードバック歪み信号を、時間領域で定義されたＬＭＳアルゴリ
ズム回路４７へと入力する。ＬＭＳアルゴリズム回路４７には、増幅器３の出力信号に含
まれる相互変調歪み成分を最小にするような動作規範を与えることで、メモリ効果が最小
となるような周波数特性を有する複素ＦＩＲフィルタ２２のタップ係数を適応的に求める
ことができる。
【００４７】
　本実施の形態では、歪み補償回路８からの出力信号と歪み補償回路８への入力信号の差
で定義されるプレディストーション歪み信号、及び、増幅器３からの出力信号と前記歪み
補償回路８への入力信号の差で定義されるフィードバック歪み信号の２つの信号を用いて
、時間領域でＬＭＳアルゴリズム回路４７を用いて複素ＦＩＲフィルタ２２の係数推定を
行う。このため、従来例と比較して高速フーリエ変換回路及び逆高速フーリエ変換回路が
不要となりデジタル回路の規模を削減できる。その他の動作及び効果は実施の形態１と同
様である。
【００４８】
　実施の形態４．
　図７はこの発明の実施の形態４によるデジタルプレディストータの構成図を示す。上記
の実施の形態と同一もしくは相当部分は同一符号で示す。図７において、入力端子(BB IN
)１と出力端子(RF OUT)２の間に、メモリレス歪み補償回路８、メモリレスプレディスト
ーション信号出力端子９、複素ＦＩＲフィルタ２２、デジタルアナログ変換回路(DAC)６
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、周波数変換回路(UP CONVERTER)４、電界効果トランジスタ(ＦＥＴ)５４と入力整合回路
５５と出力整合回路５６を含む増幅器３が接続されている。入力端子１からは別途、遅延
回路５９、メモリ６０が順に接続(直列接続)され、メモリ６０が入力信号出力端子５１に
接続されている。また出力端子２側からは周波数変換回路(DOWN CONVERTER)５、アナログ
デジタル変換回路(ADC)７、メモリ６１が順に接続され、メモリ６１にはフィードバック
信号出力端子５２が接続されている。フィルタ係数メモリ５８にはフィルタ係数入力端子
５３と温度計測部５７が接続されると共に、フィルタ係数メモリ５８は複素ＦＩＲフィル
タ２２に接続されている。
【００４９】
　次に動作について説明する。入力端子１から回路に入力したベースバンド信号には、歪
み補償回路８において増幅器３で発生する非線形歪みを打ち消すような逆歪み信号が与え
られ、その後、複素ＦＩＲフィルタ２２においてメモリ効果を補正するための周波数特性
が与えられ、更に電界効果トランジスタ(ＦＥＴ)５４の入力整合回路５５又は出力整合回
路５６においてアナログ回路全体で生じる線形歪みを補正するための周波数特性が与えら
れて(増幅器３を含む送信機(図示省略)全体で生じる信号成分に現れる周波数特性とは逆
の周波数特性を整合回路が有する)非線形歪み、メモリ効果、線形歪みの３つの劣化要素
を補正するプレディストーション信号が生成される。
【００５０】
　デジタル回路で生成されたプレディストーション信号は、デジタルアナログ変換器(Ｄ
ＡＣ)６によりアナログ信号へと変換され、周波数変換回路４によってＲＦ周波数帯へと
変換され、その後、増幅器３で信号が増幅されて出力される。
【００５１】
　歪み補償回路８では、増幅器の非線形歪みとは逆の特性を有する計算式またはテーブル
を用いて、入力信号の瞬時振幅レベルに応じた複素利得係数を算出してプレディストーシ
ョン信号を生成する。図１の(ｂ)にルックアップテーブルを用いた歪み補償回路８の構成
の一例を示す。歪み補償テーブル３３には信号の振幅レベルに対して増幅器３とは逆の非
線形特性を有する複素利得の値を格納する。歪み補償回路８では、振幅計算部３２で求め
られた信号の振幅レベルに応じて歪み補償テーブル３３から増幅器３とは逆の非線形特性
を有する複素利得の値を読み出して、乗算器３４において入力信号に複素乗算することで
プレディストーション信号を作成する。
【００５２】
　複素ＦＩＲフィルタ２２に与える係数は、例えば図８に例示したプレディストータ外部
の外部計算装置６５を用いて算出される。この外部計算装置６５は、専用のデジタル信号
処理回路であっても良いし、一般事務用のパーソナルコンピュータであっても良く、計算
ができる装置であれば形態を問わない。図８の外部計算装置６５において、歪み補償回路
６６には図７の入力信号出力端子５１に接続される入力信号入力端子６２が接続され、フ
ィルタ係数算出部６７には歪み補償回路６６の出力と、図７のフィードバック信号出力端
子５２に接続されるフィードバック信号入力端子６３が接続され、フィルタ係数算出部６
７の出力は図７のフィルタ係数入力端子５３に接続されるフィルタ係数出力端子６４に接
続される。入力信号出力端子５１、フィードバック信号出力端子５２がプレディストータ
の外部出力端子、フィルタ係数入力端子５３がプレディストータの外部入力端子となる。
【００５３】
　プレディストータでは、外部計算装置６５に引き渡すために、歪み補償回路８への入力
信号及び増幅器３からの出力信号を、ある一定時間分だけメモリ６０，６１に記憶して、
入力信号出力端子５１及びフィードバック信号出力端子５２から取り出す。外部計算装置
６５で算出されたフィルタ係数は、フィルタ係数出力端子６４を介してフィルタ係数入力
端子５３からプレディストータへと取り込まれ、フィルタ係数メモリ５８に格納される。
【００５４】
　本実施の形態では、フィルタ係数変更手段であるフィルタ係数メモリ５８では、増幅器
３の温度毎に異なるフィルタ係数を格納し、温度計測部５７において計測した増幅器３の
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温度に応じてフィルタ係数メモリ５８から係数を読み出して複素ＦＩＲフィルタ２２へと
入力する。
【００５５】
　以上より、この実施の形態ではトランジスタの整合回路５５，５６及び複素ＦＩＲフィ
ルタ２２によって線形歪み及びメモリ効果を個別に補正するために、プレディストータで
は非線形歪み、メモリ効果、線形歪みの３つの劣化要素を全て補償することが可能となる
。
【００５６】
　なお、図７の遅延回路５９、メモリ６０をメモリレスプレディストーション信号出力端
子９に接続し、歪み補償回路８の出力信号を出力端子５１から外部に出力するようにして
もよい。
【００５７】
　また、デジタルフィルタからなる図１，５，６，７の複素ＦＩＲフィルタ２１、２２は
、入力信号の振幅に応じて異なる複素係数を有する非線形フィルタで構成してもよい。
【００５８】
　なお、本発明は上記各実施の形態の可能な組合せも含むことは云うまでもない。
【産業上の利用の可能性】
【００５９】
　本発明のプレディストータは多くの分野で利用可能である。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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