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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　参照信号として、空間多重される受信パイロットサブキャリア信号を予め生成する参照
信号生成手段と、
　マルチキャリア変調された受信信号から、空間多重されたパイロットサブキャリア信号
を抽出する空間多重パイロットサブキャリア抽出手段と、
　前記参照信号生成手段により得られた参照信号と、前記空間多重パイロットサブキャリ
ア抽出手段により得られた空間多重されたパイロットサブキャリア信号とを比較すること
で受信信号の位相誤差を検出し当該位相誤差を補償する位相補償手段と、
　を具備しており、
　前記参照信号生成手段は、
　空間多重されたパイロットサブキャリア信号のレプリカ信号を生成する空間多重パイロ
ットサブキャリアレプリカ生成手段と、
　受信信号に含まれる既知のパイロット信号を用いてパイロットサブキャリアのチャネル
推定値を算出するパイロットサブキャリアチャネル推定手段と、
　を具備し、
　前記位相補償手段は、
　前記パイロットサブキャリアチャネル推定手段の出力及び前記パイロットサブキャリア
レプリカ生成手段の出力を基に、前記空間多重されたパイロットサブキャリアから１つの
パイロットサブキャリア以外の他の空間多重パイロットサブキャリア成分を干渉成分とし
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て除去し、当該干渉成分を除去したパイロットサブキャリアに対して、前記パイロットサ
ブキャリアレプリカ生成手段の出力を参照信号とした位相誤差補償を行う干渉除去パイロ
ットサブキャリア位相補償手段である、
　無線通信装置。
【請求項２】
　前記参照信号生成手段は、
　前記レプリカ信号に対して、前記チャネル推定値に応じたチャネル変動を付与して前記
参照信号を生成する
　請求項１に記載の無線通信装置。
【請求項３】
　前記位相補償手段は、前記パイロットサブキャリアチャネル推定手段により得られたチ
ャネル推定値を補償し、
　前記位相補償手段により補償されたチャネル推定を用いて、空間多重された受信信号を
分離する
　請求項２に記載の無線通信装置。
【請求項４】
　前記位相補償手段は、前記空間多重されたパイロットサブキャリア信号の位相関係に応
じて、前記位相誤差を重み付けして求める
　請求項１に記載の無線通信装置。
【請求項５】
　空間多重されたパイロットサブキャリア信号のレプリカ信号を生成する空間多重パイロ
ットサブキャリアレプリカ生成手段と、
　受信信号に含まれる既知のパイロット信号を用いてパイロットサブキャリアのチャネル
推定値を算出するパイロットサブキャリアチャネル推定手段と、
　を具備しており、
　参照信号として、空間多重される受信パイロットサブキャリア信号を予め生成する参照
信号生成手段と、
　前記チャネル推定値を用いて、空間多重された受信信号を分離する信号分離手段と、
　前記信号分離手段によって得られた分離信号から既知のパイロットサブキャリア信号を
抽出し、抽出したパイロットサブキャリア信号と前記レプリカ信号とを比較することで位
相回転を検出し補償する位相補償手段と、
　前記位相補償手段により検出された位相回転を基に前記チャネル推定値を更新するチャ
ネル推定値更新手段と、
　復号処理により得られた復号結果に対して、前記更新されたチャネル推定値を用いて反
復復号処理を施す反復復号処理手段と、
　を具備し、
　前記位相補償手段は、
　前記パイロットサブキャリアチャネル推定手段の出力及び前記パイロットサブキャリア
レプリカ生成手段の出力を基に、前記空間多重されたパイロットサブキャリアから１つの
パイロットサブキャリア以外の他の空間多重パイロットサブキャリア成分を干渉成分とし
て除去し、当該干渉成分を除去したパイロットサブキャリアに対して、前記パイロットサ
ブキャリアレプリカ生成手段の出力を参照信号とした位相誤差補償を行う干渉除去パイロ
ットサブキャリア位相補償手段である、
　無線通信装置。
【請求項６】
　前記反復復号処理手段は、
　前記復号処理の出力を再変調する再変調手段と、
　前記再変調手段により得られた信号に対して前記チャネル推定値更新手段により更新さ
れたチャネル推定値に応じたチャネル変動を付与し、当該チャネル変動を付与した再変調
信号を用いて受信信号から干渉成分を除去する干渉キャンセル手段と、
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　を具備する請求項５に記載の無線通信装置。
【請求項７】
　前記反復復号処理手段は、
　前記パイロットサブキャリアレプリカ生成手段により得られたパイロットサブキャリア
レプリカ信号を基準として、前記干渉キャンセル手段の出力信号に含まれるパイロットサ
ブキャリア信号の位相回転を検出し、当該検出結果に基づいて、前記干渉キャンセル手段
の出力信号に含まれるデータサブキャリア信号を位相補償する干渉除去パイロットサブキ
ャリア位相補償手段を、さらに具備する
　請求項６に記載の無線通信装置。
【請求項８】
　前記位相補償手段により検出された位相回転に基づく位相回転を受信信号に与えること
で受信信号を位相補償する乗算手段を、さらに具備し、
　前記反復復号処理手段は、前記復号処理により得られた復号結果と、前記乗算手段によ
り位相補償された受信信号とを用いて、反復復号処理を行う、
　請求項５に記載の無線通信装置。
【請求項９】
　前記反復復号手段は、
　初回復号時において、
　前記再変調手段が、前記復号処理の出力に含まれるパイロットサブキャリア信号を再変
調し、
　前記干渉キャンセル手段が、前記再変調手段により得られたパイロットサブキャリア信
号に対して前記チャネル推定値更新手段により更新されたチャネル推定値に応じたチャネ
ル変動を付与し、当該チャネル変動を付与したパイロットサブキャリア信号の再変調信号
を用いて受信パイロットサブキャリア信号から干渉成分を除去し、
　前記干渉除去パイロットサブキャリア位相補償手段が、前記パイロットサブキャリアレ
プリカ生成手段により得られたパイロットサブキャリアレプリカ信号を基準として、前記
干渉キャンセル手段により得られたパイロットサブキャリア信号の位相回転を検出し、当
該検出結果を前記チャネル推定値更新手段に送出して当該検出結果に応じてチャネル推定
値を更新させ、
　反復復号時において、
　前記再変調手段が、前記復号処理の出力に含まれるデータサブキャリア信号を再変調し
、
　前記干渉キャンセル手段が、前記再変調手段により得られたデータサブキャリア信号に
対して前記チャネル推定値更新手段により更新されたチャネル推定値に応じたチャネル変
動を付与し、当該チャネル変動を付与したデータサブキャリア信号の再変調信号を用いて
受信データサブキャリア信号から干渉成分を除去する
　請求項７に記載の無線通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マルチキャリア変調方式及びマルチアンテナ送信方式を用いて空間多重伝送
された信号を受信復調する無線通信装置に関し、特に残留キャリア周波数誤差や位相雑音
に起因する位相回転を補償する位相補償技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、無線通信の大容量化及び高速化の要求が非常に高まっており、かつ、有限な周波
数資源の有効利用効率を更に向上させる方法の研究がさかんになっている。その一つの方
法として、空間領域を利用する手法が注目を集めている。空間領域利用技術のひとつとし
て、アダプティブアレーアンテナ（適応アンテナ）がある。
【０００３】
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　この技術は、受信信号に乗算する重み付け係数（以下、この重み付け係数を「重み」と
いう）によって振幅と位相を調整する。これにより、所望方向から到来する所望信号を強
く受信することができるので、マルチパス干渉や同一チャネル干渉といった干渉成分信号
を抑圧することができる。このような干渉抑圧効果により、通信システムの通信容量を改
善することが可能となる。
【０００４】
　また、空間領域を利用した別な技術として、伝搬路における空間的な直交性を利用する
ことで、同一時刻、同一周波数、同一符号の物理チャネルを用いて、異なるデータ系列を
、同一の端末装置に対して伝送する空間多重技術がある。空間多重技術は、例えば非特許
文献１において開示されている。
【０００５】
　空間多重技術では、送信機及び受信機共に複数のアンテナ素子を設けるようになってい
る。そして、空間多重技術を用いれば、アンテナ間での受信信号の相関性が低い伝搬環境
下において空間多重伝送を実現できる。
【０００６】
　この場合、送信機の備える複数のアンテナから、アンテナ素子毎に同一時刻、同一周波
数、同一符号の物理チャネルを用いて異なるデータ系列を送信する。受信機は、複数アン
テナで受信した受信信号を、伝送路特性の推定値を基に分離する。
【０００７】
　これにより、空間多重チャネルを複数用いることで、多値変調を用いなくとも、高速化
が可能となる。空間多重伝送を行う場合、十分なＳ／Ｎ（信号対雑音比）条件下での送受
信機間に多数の散乱体が存在する環境下では、送信機と受信機が同数のアンテナを備える
場合、アンテナ数に比例した通信容量の拡大が可能となる。
【０００８】
　このような空間多重伝送を行う場合、直交周波数分割多重（OFDM：Orthogonal frequen
cy division multiplexing）を用いたマルチキャリア変調方式がよく用いられる。これは
、マルチキャリア変調方式においては、無線伝搬路のマルチパス遅延がガードインターバ
ル時間内であれば、各サブキャリアが受ける伝搬路変動はフラットフェージングとして扱
えるため、マルチパス等価処理が不要となり、空間多重伝送された信号の分離処理が軽減
されるためである。
【０００９】
　ここで、マルチキャリア変調方式は、複数のサブキャリアを用いる伝送方式である。各
サブキャリアへの入力データ信号は、Ｍ値ＱＡＭ変調等で変調されサブキャリア信号とさ
れる。ＯＦＤＭは、マルチキャリア変調方式のうち、各サブキャリアの周波数が直交関係
にあるものである。ＯＦＤＭは、高速フーリエ変換回路を用いて周波数の異なるサブキャ
リア信号を一括変換することで時間軸の信号に変換し、これをキャリア周波数帯に周波数
変換してアンテナより送信する。
【００１０】
　一方、受信装置は、アンテナで受信した信号をベースバンド信号に周波数変換した後、
ＯＦＤＭ復調処理を行う。このような周波数変換操作の際に、位相雑音が受信信号に加わ
る。送受信間のキャリア周波数誤差については、自動周波数制御（ＡＦＣ）回路により抑
えることができるが、その誤差成分である残留キャリア周波数誤差が残る。Ｍ値ＱＡＭを
サブキャリア変調に用いる場合、復調時に絶対位相を基準に判定回路によりデータ判定を
行うので、残留キャリア周波数誤差があったり、位相雑音による位相回転を受けると、判
定誤りを引き起こし、受信特性が劣化する。
【００１１】
　このような位相回転を補償する方法として、送信装置によって、既知であるパイロット
サブキャリア信号を送信し、受信装置によって、パイロットサブキャリア（ＰＳＣ）の位
相回転量を検出し、その検出結果を基に位相補償を行う位相トラッキングが一般的に行わ
れている。なお、以下の説明では、パイロットサブキャリアのことを、単にＰＳＣと略記
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することもある。
【００１２】
　図１７に、パイロットサブキャリア信号を含む送信フレーム構成の一例を示す。図１７
に示すように、送信フレーム構成は、トレーニング信号部Ａ１、シグナリング部Ａ２及び
データ部Ａ３から構成されている。また、データ部Ａ３は、特定のサブキャリアにパイロ
ットサブキャリア信号（ＰＳＣ信号）Ａ４が含まれる。
【００１３】
　図１８に、特許文献１で開示されている位相トラッキング回路を有する無線通信装置の
構成を示す。図１８において、無線通信装置は、図１７のような送信フレーム構成でＯＦ
ＤＭ変調されて送信された信号に対し、以下のような受信動作を行う。まず、トレーニン
グ信号部Ａ１の受信信号を用いて、ＡＧＣ部Ｂ１にて自動利得制御（ＡＧＣ）を行うこと
で、受信信号レベルを適正にする。続いて、ＡＦＣ部Ｂ２にて自動周波数制御（ＡＦＣ）
を行って周波数誤差を補正した後、ＦＦＴ部Ｂ３にてＦＦＴ処理を行う。そして、チャネ
ル等化部Ｂ４にて、伝搬路変動を示すチャネル推定値を算出し、チャネル等化処理を行う
。続いて、シグナリング部Ａ２の信号を検出する。シグナリング部Ａ２の信号は、誤り訂
正符号の符号化率及び変調多値数等の情報を含む。
【００１４】
　次に、サブキャリア位相トラッキング回路Ｂ５は、チャネル等化されたデータ部Ａ３の
信号を入力として、以下のような動作を行う。まず、ＰＳＣ信号抽出部Ｂ６は、等化され
たデータ部Ａ３のサブキャリア信号からＰＳＣ信号Ａ４を抽出する。続いて、位相回転検
出部Ｂ７は、抽出されたＰＳＣ信号Ａ４と、ＰＳＣ信号のレプリカ信号とに基づき、チャ
ネル等化後のサブキャリア信号の位相回転を検出する。位相補償部Ｂ８は、チャネル等化
されたデータ部Ａ３のサブキャリア信号に対し、検出された位相回転を補償し、後続する
復号部Ｂ９に出力する。
【００１５】
　復号部Ｂ９は、シグナリング部Ａ２で得られた情報、すなわち、送信ストリームの符号
化変調情報に基づき、所定変調方式で変調されたシンボルデータ列をビットデータ列に変
換するデマッピング処理、送信側のインターリーブ処理と逆の処理であるデインタリーブ
処理、ビットデータ列に対する誤り訂正復号処理などを施すことで、送信ビット系列を復
元する。
【００１６】
　このようにすることで、ＡＦＣ誤差による残留キャリア周波数誤差、あるいはアナログ
デジタル変換器（Ａ／Ｄ）におけるサンプリングクロック誤差等に起因して生じる、時間
的に変化する位相回転を、位相トラッキング回路Ｂ５を用いることで、補償することがで
きる。すなわち、位相回転に追従した位相補償が可能となり、同期検波を安定的に行うこ
とができる。これにより、無線通信装置の受信品質の向上を図ることができる。
【特許文献１】特開２００１－５３７１２号公報
【非特許文献１】G.J.Foschini, “ Layered space-time architecture for wireless co
mmunication in a fading environment when using multi-element antennas,” Bell La
bs Tech. J., pp.41-59, Autumn 1996
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　ところで、従来の位相トラッキング回路を空間多重伝送に適用する場合には、以下の課
題があった。
【００１８】
　すなわち、複数のアンテナから送信されるパイロットサブキャリアが時間軸または周波
数軸で分離されて送信される場合には、各アンテナからのパイロットサブキャリアを分離
抽出し、パイロットサブキャリア信号のレプリカ信号を位相基準信号として、抽出したパ
イロットサブキャリア信号とレプリカ信号とを比較することで、時間的に変動する位相回
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転を検出することが可能なので、従来の位相トラッキング回路を変更することなく適用す
ることができる。
【００１９】
　しかしながら、パイロットサブキャリアを時間軸または周波数軸で分離して送信すると
、その分だけデータを送信する周波数または時間領域が減るため、伝送効率が低下すると
いった欠点がある。
【００２０】
　これに対して、例えば図１７の送信フォーマットのように、複数のアンテナから送信さ
れるパイロットサブキャリアが、時間軸あるいは周波数軸で分離されずに、つまり空間多
重されて、同一のＯＦＤＭシンボル内で、同一のサブキャリアを用いて送信される場合に
は、伝送効率は良い。
【００２１】
　しかしながら、パイロットサブキャリア信号を空間多重して送信すると、複数のアンテ
ナから送信されるパイロットサブキャリア信号が、それぞれの異なる伝搬路応答を受けて
混合されて受信されるため、パイロットサブキャリア信号のレプリカ信号を位相基準信号
として用いることができない。このため、従来の位相トラッキング回路では位相回転検出
ができないという課題があった。
【００２２】
　かかる課題を解決する一つの方法として、チャネル推定値を用いた逆行列演算を行うこ
とで、空間多重されて受信されたパイロットサブキャリア信号を、各送信アンテナから送
信されたパイロットサブキャリア信号に分離する方法が考えられる。しかしながら、この
方法は、逆行列演算を行うための複雑な回路が必要となるため、構成が複雑化するといっ
た欠点がある。
【００２３】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、パイロットサブキャリア信号が空間
多重して伝送された場合でも、簡易な構成で位相誤差検出及び位相補償を行うことができ
る無線通信装置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】
【００２４】
　本発明の無線通信装置は、参照信号として、空間多重される受信パイロットサブキャリ
ア信号を予め生成する参照信号生成手段と、マルチキャリア変調された受信信号から、空
間多重されたパイロットサブキャリア信号を抽出する空間多重パイロットサブキャリア抽
出手段と、前記参照信号生成手段により得られた参照信号と、前記空間多重パイロットサ
ブキャリア抽出手段により得られた空間多重されたパイロットサブキャリア信号とを比較
することで受信信号の位相誤差を検出し当該位相誤差を補償する位相補償手段と、を具備
しており、前記参照信号生成手段は、空間多重されたパイロットサブキャリア信号のレプ
リカ信号を生成する空間多重パイロットサブキャリアレプリカ生成手段と、受信信号に含
まれる既知のパイロット信号を用いてパイロットサブキャリアのチャネル推定値を算出す
るパイロットサブキャリアチャネル推定手段と、を具備し、前記位相補償手段は、前記パ
イロットサブキャリアチャネル推定手段の出力及び前記パイロットサブキャリアレプリカ
生成手段の出力を基に、前記空間多重されたパイロットサブキャリアから１つのパイロッ
トサブキャリア以外の他の空間多重パイロットサブキャリア成分を干渉成分として除去し
、当該干渉成分を除去したパイロットサブキャリアに対して、前記パイロットサブキャリ
アレプリカ生成手段の出力を参照信号とした位相誤差補償を行う干渉除去パイロットサブ
キャリア位相補償手段である、構成を採る。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、予め空間多重された受信パイロットサブキャリア信号に対応する参照
信号を用意しておき、位相補償部によって、その参照信号と実際に受信された空間多重パ
イロットサブキャリア信号とを比較することで、実際に受信された空間多重パイロットサ
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ブキャリア信号の位相誤差を検出し位相誤差を補償するので、パイロットサブキャリア信
号が空間多重して伝送された場合でも、簡易な構成で位相誤差検出及び位相補償を行うこ
とができるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００２７】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る無線通信装置１の構成を示す図である。本実施の
形態では、マルチキャリア伝送方式としてＯＦＤＭを用いた無線通信装置１の受信部の構
成を示す。なお、ＯＦＤＭ変調及びＯＦＤＭ復調に関しては、例えば文献（尾知、“ＯＦ
ＤＭシステム技術とＭＡＴＬＡＢシミュレーション解説“、トリケップス刊）等に開示さ
れた既知の技術なので、ここではその詳細説明は省略する。また、無線通信装置１は受信
系の構成のみを示しており、送信系の構成は省略している。なお、以下の説明は、無線Ｌ
ＡＮ等で用いられるパケット伝送を仮定して行う。図２は、そのパケット構成の一例を示
す図である。
【００２８】
　図２において、パケットは、既知の信号系列からなるトレーニング信号部２０、シグナ
リング部２１及びデータ部２２からなる。トレーニング信号部２０におけるトレーニング
信号は、受信部３－１～３－Ｍでの、増幅処理時の自動利得制御（ＡＧＣ）、周波数同期
、シンボルタイミング同期及び伝送路歪みの等化などに用いられる。シグナリング部２１
は、後続するデータ部２２の送信元及び送信先の無線通信装置１の固有識別信号、誤り訂
正符号の符号化率、変調多値数等の情報を含む。
【００２９】
　ＯＦＤＭ復調部４―１～４－Ｍは、それぞれ、時間及び周波数同期処理、ＧＩ（ガード
インターバル）除去、ＩＦＦＴ（Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎ
ｆｏｒｍ）、直列並列変換等を行うことで、入力された各々のベースバンド信号に対しＯ
ＦＤＭ復調を施し、Ｎｃ個のサブキャリア毎のシンボルデータ系列をＯＦＤＭ復調信号Ｓ
１として出力する。
【００３０】
　なお、以下では、受信開始時から第ｋ番目のＯＦＤＭシンボル受信時の、第ｆｓ番目の
サブキャリア毎のシンボルデータ系列をＹ（ｋ、ｆｓ）と表記する。ここで、Ｙ（ｋ、ｆ
ｓ）は受信に用いたＭ個のアンテナ２―１～２－Ｍで受信された信号を要素として含む列
ベクトルである。すなわち、アンテナ２－ｍで受信された信号を入力とするＯＦＤＭ復調
部４－ｍから出力される信号ｙｍ（ｋ、ｆｓ）を第ｍ番目の要素とする。ただし、ｋ＝１
～Ｎｇ、ｆｓ＝１～Ｎｃである。ここで、Ｎｇは送信されたパケット信号におけるデータ
部２２のＯＦＤＭシンボル数である。なお、データ部２２におけるＮｃ個のサブキャリア
のうち、データサブキャリアがＮｄ個、位相回転検出用の予め既知の信号であるパイロッ
トサブキャリアがＮｐ個含まれるものとする。ここで、Ｎｄ＋Ｎｐ＝Ｎｃである。
【００３１】
　チャネル推定部５は、伝送されたパケットのプリアンブル（トレーニング信号部２１＋
シグナリング部２１）に含まれるトレーニング信号部２０の信号を用いて、振幅及び位相
変動を含む複素振幅として、サブキャリア毎の伝搬路変動を推定する（以下この推定値を
チャネル推定値と呼ぶ）。
【００３２】
　ここで、複数の送信アンテナを有する送信側の無線通信装置において、当該複数の送信
アンテナを用いて、Ｎｔ個の空間多重ストリームを送信する空間多重伝送を行う場合、各
送信アンテナから送信される第ｋ番目のＯＦＤＭシンボルにおける第ｆｓサブキャリアの
送信系列ｘｎ（ｋ、ｆｓ）を要素とする送信系列ベクトルＸ（ｋ、ｆｓ）を、Ｘ（ｋ、ｆ
ｓ）＝[ｘ１（ｋ、ｆｓ）、．．．、ｘＮｔ（ｋ、ｆｓ）]Ｔと表す。ここで、上付き添え
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字Ｔは、ベクトル転置演算子を表す。
【００３３】
　伝搬路上におけるマルチパスの先行波からの相対的な遅延時間が、ガードインターバル
（ＧＩ）範囲内であれば、電波伝搬路が周波数選択性フェージング環境であっても、サブ
キャリア単位ではフラットフェージング伝搬環境として扱うことができる。そのような場
合、無線通信装置１で周波数同期が理想的に行うことができ、送受信間でのサンプリング
クロックのジッタが存在しない時の、第ｋ番目のＯＦＤＭシンボルを受信したサブキャリ
アｆｓの受信信号ベクトルＹ（ｋ、ｆｓ）は、次式のように示される。
【数１】

【００３４】
　ここで、Ｙ（ｋ、ｆｓ）は、受信に用いるＭ個のアンテナ２―１～２－Ｍでの受信信号
を要素として含む列ベクトルであり、アンテナ２－ｍで受信されたサブキャリアｆｓの信
号ｙｍ（ｋ、ｆｓ）を第ｍ番目の要素とする。また、Ｈ（ｋ、ｆｓ）は、伝搬路にて送信
系列Ｘ（ｋ、ｆｓ）が受ける伝搬路変動を示すチャネル応答行列である。
【００３５】
　ここで、Ｈ（ｋ、ｆｓ）は、（無線通信装置１の受信アンテナ数Ｍ）行×（送信側の無
線通信装置における送信アンテナ数Ｎｔ）列からなる行列であり、そのｉ行ｊ列の行列要
素ｈｉｊは、送信側の無線通信装置における第ｊ番目の送信アンテナから送信された信号
Ｘｊ（ｋ、ｆｓ）が、受信側の無線通信装置１における第ｉ番目のアンテナ２－ｉで受信
される場合の伝搬路変動を示す。
【００３６】
　また、ｎ（ｋ、ｆｓ）は、無線通信装置１のＭ個の受信アンテナ２での受信時に、それ
ぞれ付加されるサブキャリアｆｓの雑音成分ベクトルである。伝搬路変動が十分に緩やか
であるという条件で、チャネル推定部５がプリアンブル部において伝搬路変動Ｈ（ｋ、ｆ
ｓ）を推定した結果であるチャネル推定値Ｈｅ（ｆｓ）を用いて、空間多重伝送された受
信信号の検波処理（信号分離、等化処理）を行うことができる。
【００３７】
　一方、無線通信装置１において、受信部３における周波数同期処理による誤差（残留キ
ャリア周波数誤差Δｆｃ）が含まれる場合、又は、送受信間でサンプリングクロックのジ
ッタ（サンプリングクロック誤差Δｆａ）が含まれる場合、それらの誤差成分により、位
相回転が生じる。この場合、サブキャリアｆｓの受信信号ベクトルＹｅ（ｋ、ｆｓ）は、
次式のように示される。
【数２】

【００３８】
　ここで位相回転行列Ｅ（ｋ、ｆｓ）は、次式で表せる。
【数３】

【００３９】
　ここでＴｓはＯＦＤＭシンボル長、ＴｅはＯＦＤＭシンボル長からＧＩ時間を除いた時
間間隔を示す。また、ＰＯＳ（ｆｓ）は第ｆｓ番目のサブキャリアのサブキャリア位置を
表す番号を示し、直流成分に相当するサブキャリア番号を０として正側を＋（プラス）、
負側を－（マイナス）にする。なお、送信側の無線通信装置及び受信側の無線通信装置１
は、同一特性の局部発信器を用いて、複数アンテナにおける周波数変換を行う構成となっ
ていることを前提としている。また、ＮＦＦＴはＦＦＴ処理を行うサブキャリア数（ＦＦ
Ｔサイズ）、ＩＭはＭ次の単位行列を示す。
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　以上のように、（２）式で示すように、無線通信装置１においては、伝搬路変動が十分
に緩やかな場合でも、ＯＦＤＭシンボル毎に位相回転が加わった信号を受信することにな
るので、同期検波により、シンボルデータをデマッピング処理する際には、位相回転を補
償する位相トラッキングの機構が必要となる。
【００４１】
　パイロットサブキャリア（ＰＳＣ）レプリカ生成部６は、特定のサブキャリア（以下、
第ｍ番目のＯＦＤＭシンボルにおける第ｆｎ番目のサブキャリアとする）を用いて伝送さ
れるパイロットサブキャリアレプリカ信号ＸＰＳＣ（ｍ、ｆｎ）（図中のＳ２）を生成す
る。
【００４２】
　参照信号生成部７は、チャネル推定部５により得られたチャネル推定信号Ｈｅ（ｆｎ）
（図中のＳ３）及びＰＳＣレプリカ生成部６により得られたパイロットサブキャリアレプ
リカ信号Ｓ２を用いて、次式のようにして参照信号ＳＰＳＣ（ｍ、ｆｎ）（図中のＳ４）
を生成する。
【数４】

【００４３】
　このように、参照信号生成部７は、第ｍ番目のＯＦＤＭシンボルにおける、第ｆｎ番目
のサブキャリア信号を用いて空間多重伝送されるパイロットサブキャリアＸＰＳＣ（ｍ、
ｆｎ）が、位相回転Ｅによる位相回転を受けずに、伝搬路変動を受けて受信される信号に
相当する参照信号ＳＰＳＣ（ｍ、ｆｎ）を生成する。
【００４４】
　空間多重パイロットサブキャリア（ＰＳＣ）抽出部８は、（２）式で示される受信信号
Ｙｅ（ｋ、ｆｓ）から、次式で示される、特定のサブキャリア（第ｍ番目のＯＦＤＭシン
ボルにおける第ｆｎ番目のサブキャリア）を用いて空間多重伝送されたパイロットサブキ
ャリア信号Ｙｅ（ｍ、ｆｎ）（図中のＳ５）を抽出する。

【数５】

【００４５】
　位相補償部９は、参照信号生成部７からの参照信号Ｓ４及び空間多重ＰＳＣ抽出部８か
らのパイロットサブキャリア信号Ｓ５を用いて、パイロットサブキャリア信号Ｓ５の位相
回転を検出し、当該位相回転を用いて、残留キャリア周波数誤差Δｆｃ及びサンプリング
クロック誤差Δｆａ等に起因する位相誤差を補償する位相トラッキングを行う。具体的に
は、次式で示すように、位相回転の検出は、参照信号Ｓ４（ＳＰＳＣ（ｍ、ｆｎ））を基
準とした、パイロットサブキャリア信号Ｓ５（Ｙｅ（ｍ、ｆｎ））の位相回転Ｅｅｓｔ（
ｍ、ｆｎ）を検出することで行う。
【数６】

ここで、ａｎｇｌｅ[x]は複素数の変数ｘの位相算出する演算子を示す。
【００４６】
　残留キャリア周波数誤差Δｆｃを補正するにあたっては、残留キャリア周波数誤差Δｆ
ｃは、同一のＯＦＤＭシンボルにおいて同じ量だけ位相が回転していることから、サブキ
ャリア共通に検出された位相回転Ｅｅｓｔ（ｍ、ｆｎ）を基に、次式で示すように同一Ｏ
ＦＤＭシンボル内に含まれるパイロットサブキャリアｆｎに対し、重み付け平均化した位
相を算出することで位相誤差Ｌｃ（ｍ）を求め、これを基に行う。
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【数７】

【００４７】
　ここでａ（ｆｎ）は次式を満たすＭ次の対角行列（対角成分除く要素が０）である。重
み付けは、サブキャリア信号Ｙｅ（ｍ、ｆｎ）の受信電力あるいは受信振幅に比例配分し
た重み付け係数を用いて行う。また、ＰＳＣ（ｍ）は第ｍ番目のＯＦＤＭシンボルシンボ
ル内に含まれるパイロットサブキャリアのサブキャリア番号を示す。

【数８】

【００４８】
　なお、別な位相誤差Ｌｃ（ｍ）の算出方法として、次式を適用することもできる。この
場合、複数のパイロットサブキャリアにて検出される位相回転は、受信電力に比例した重
み付けをされて合成される。ここで、（９）式における記号「.＊」はベクトルの（同じ
位置にある）要素毎の乗算を示す。

【数９】

【００４９】
　サンプリングクロック誤差Δｆａは、異なるＯＦＤＭシンボル間での同一のサブキャリ
アにおけるパイロットサブキャリアの位相回転を比較することで、時間的な位相回転量Ｌ
ｓ（ｍ、ｆｎ）として推定する。
【００５０】
　さらに、（７）式あるいは（９）式による位相誤差Ｌｃ（ｍ）の算出時において、パイ
ロットサブキャリアレプリカ信号ＸＰＳＣ（ｍ、ｆｎ）における位相関係に応じて重み付
けをしてもよい。
【００５１】
　例えば、２つの送信アンテナを用いた空間多重送信が行われる場合において、第ｍ番目
のＯＦＤＭシンボルにおける第ｎ番目のサブキャリアのパイロットサブキャリアレプリカ
信号ＸＰＳＣ（ｍ、ｆｎ）が同じ要素を持つ場合（異なるアンテナから同相の信号が送信
される場合）には、その重み付け係数を小さくする。
【００５２】
　一方、パイロットサブキャリアレプリカ信号ＸＰＳＣ（ｍ、ｆｎ）が、お互いに符号反
転した要素を持つ場合（異なるアンテナから逆相に信号が送信される場合）には、その重
み付け係数を大きくする。
【００５３】
　このように、位相補償部９において、空間多重されたパイロットサブキャリア信号の位
相関係を基に、位相誤差の重み係数を変えるようにしたことにより、位相トラッキング性
能を一段と向上させることができる。
【００５４】
　これは、チャネル推定用のプリアンブル信号が、複数のＯＦＤＭシンボルから構成され
る場合には、残留ＡＦＣ誤差が大きいと、チャネル推定値に位相誤差が無視できない程度
に含まれ、これが位相トラッキング性能劣化の要因となるが、上記重み付け処理を加える
ことで、その劣化を抑えることができるためである。
【００５５】
　位相補償部９は、以上によって算出されたＯＦＤＭシンボル毎またはサブキャリア毎の
位相回転量Ｌ（ｋ、ｆｓ）＝Ｌｃ（ｋ）＋Ｌｓ（ｋ、ｆｓ）を補正する位相回転を、デー
タ部２２のサブキャリアｆｓの受信信号ベクトルＹｅ（ｋ、ｆｓ）に、次式で示すように
乗算することで位相回転誤差を補償する。
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【数１０】

【００５６】
　なお、Ｌ（ｋ、ｆｓ）は、ブランチ毎の位相回転量Ｌｒ（ｋ、ｆｓ）を第ｒ番目の要素
とするＭ次列ベクトルを示しており、ブランチ個別に算出した位相回転量を適用している
。
【００５７】
　あるいは、別な手法として、ブランチ毎の位相回転量Ｌｒ（ｋ、ｆｓ）をさらに平均化
することで、すべてのブランチに共通の位相回転を検出して、補償する手法を適用しても
よい。
【００５８】
　前者の補償手法を用いれば、送信側における周波数変換部、あるいは受信側における受
信部３において、異なる特性の局部発振器を用いる場合や、アンテナ毎にアンテナ指向性
が異なり、異なるドップラー変動をうけた受信信号となる場合でも、特性劣化が少ない受
信性能を得ることができる。
【００５９】
　一方、後者の補償手法を用いれば、複数のアンテナで受信されたブランチの位相回転量
の平均化効果を高めることができ、特に低ＳＮＲでの位相回転量の検出性能の向上効果を
得ることができる。また、パイロットサブキャリアが存在しないＯＦＤＭシンボルに対し
ては、前後の位相回転量を用いた補間処理によって位相補償を行うことで対応する。
【００６０】
　信号分離部１０は、位相補償部９の出力Ｓ６に対して、チャネル推定信号Ｓ３を用いた
信号分離処理を施すことで、空間多重伝送された空間多重ストリームを分離する。空間多
重ストリームの分離処理については、例えば非特許文献１等で開示されている既知の技術
なのでここでは詳述しない。例えば、ＺＦ（Zero Forcing）法により分離する場合、チャ
ネル推定部５で得られたサブキャリア毎のチャネル推定値Ｈｅ（ｆｓ）に対し、次式に示
すように、その逆行列を算出することで、送信シンボル系列Ｘｄ（ｋ，ｆｓ）を分離する
。なお、信号分離部１０での分離処理はＺＦ法に限らず、ＭＭＳＥ（Minimum Mean Squar
e Error）法、ＭＬＤ（Maximum likelihood Detection）法等の他の手法を用いてもよい
。

【数１１】

【００６１】
　復号処理部１１は、信号分離部１０から出力される分離信号Ｓ７から、シグナリング部
２１の情報を読みとって送信ストリームの符号化変調情報を検出し、その符号化変調情報
に基づいて、分離信号Ｓ７のデータ部２２に対して所定変調方式で変調されたシンボルデ
ータ列をビットデータ列に変換するデマッピング処理、送信側のインターリーブ処理と逆
の処理であるデインタリーブ処理、ビットデータ列に対する誤り訂正復号処理などを施す
ことで、送信ビット系列を復元する。このようにして、復号処理部１１は、復号データＳ
８を得る。
【００６２】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、マルチキャリア変調された受信信号から
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、空間多重された既知のパイロットサブキャリア信号Ｓ５を抽出する空間多重パイロット
サブキャリア（ＰＳＣ）抽出部８と、空間多重されたパイロットサブキャリア信号の参照
信号Ｓ４を生成する参照信号生成部７と、空間多重パイロットサブキャリア抽出部８によ
って抽出されたパイロットサブキャリア信号Ｓ５と参照信号Ｓ４とに基づいて受信信号Ｓ
１の位相誤差を補償する位相補償部９とを設けたことにより、パイロットサブキャリア信
号が空間多重して伝送された場合でも、パイロットサブキャリア信号を分離するための専
用の回路を必要とせず、簡易な構成で位相補償を行うことができる無線通信装置１を実現
できる。
【００６３】
　また、空間多重されたパイロットサブキャリア信号のレプリカを生成する空間多重パイ
ロットサブキャリアレプリカ生成部６と、既知のパイロット信号を用いてパイロットサブ
キャリアのチャネル推定値Ｓ３を算出するチャネル推定部５とを設け、空間多重されたパ
イロットサブキャリアレプリカ信号Ｓ２に対してチャネル推定値Ｓ３分のチャネル変動（
伝搬路変動）を与えた信号を参照信号Ｓ４としたことにより、位相回転を受けず伝搬路変
動のみを受けた参照信号Ｓ４を得ることができる。この結果、位相補償部９では、参照信
号Ｓ４と、空間多重パイロットサブキャリア抽出部８から抽出された実際の空間多重パイ
ロットサブキャリア信号Ｓ５とを比較することにより、位相回転を良好に検出できるよう
になる。
【００６４】
　なお、本実施の形態では、位相補償部９による位相補償を、ＯＦＤＭ復調部４の出力に
対して行った場合について述べたが、チャネル推定値Ｓ３に対して位相補償を行うように
してもよい。
【００６５】
　図１との対応部分に同一符号を付して示す図３に、そのような処理を行う無線通信装置
１ａの構成例を示す。なお、図３は、図１の受信部３－１～３－Ｍ及びＯＦＤＭ復調部４
－１～４－Ｍは省略して示している。
【００６６】
　図３において、無線通信装置１ａは、チャネル推定更新部３０を有する。無線通信装置
１ａは、チャネル推定更新部３０に、位相補償部９の出力Ｓ１１及びチャネル推定部５の
出力（チャネル推定値）Ｓ３を入力する。チャネル推定更新部３０は、サブキャリア毎、
ＯＦＤＭシンボル毎のチャネル推定値Ｓ３を、位相補償部９の出力値Ｓ１１に基づいて更
新する。すなわち、チャネル推定更新部３０は、チャネル推定部５で得られたサブキャリ
ア毎のチャネル推定値Ｈｅ（ｆｓ）に対し、次式に示すように、位相回転量Ｌ（ｋ、ｆｓ
）を乗算することで、チャネル推定値Ｈｂ（ｋ、ｆｓ）を算出する。
【数１２】

【００６７】
　チャネル推定値更新部３０の出力Ｓ１２は、信号分離部１０に入力される。信号分離部
１０は、更新されたチャネル推定値Ｈｂ（ｋ、ｆｓ）を基に、空間多重ストリームに対す
る分離処理（検波処理）を行う。
【００６８】
　図３の構成により、図１の構成と同一の効果を得ることができる。しかしながら、図３
の構成を用いた場合には、チャネル推定値Ｓ３をＯＦＤＭシンボル毎に変動させるため、
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信号分離部１０によってＺＦ手法やＭＭＳＥ手法を用いて空間多重ストリームに対する分
離処理を行う場合、ＯＦＤＭシンボル毎にチャネル推定値Ｈｂが異なるため、それぞれに
対する逆行列演算を施す必要がある。
【００６９】
　一方、図１の構成では、チャネル推定値Ｓ３は、サブキャリア毎には異なるが、すべて
のＯＦＤＭシンボル毎に対しては共通となるため、逆行列演算はサブキャリアに対し１回
のみでよく、計算量削減及び処理遅延の低減が図れる。また、同様に、図１の構成では、
信号分離部１０によってＭＬＤ手法を用いて分離処理を行う場合、次式で示すように、チ
ャネル推定値Ｈｅ(ｆｓ)がすべてのＯＦＤＭシンボルに対して共通であるため、空間多重
時のサブキャリア毎のシンボルデータ系列の候補点Ｘｓの演算をＯＦＤＭシンボル毎に行
う必要がなくなる。この結果、処理量削減と処理遅延の低減を図ることができる。
【数１３】

【００７０】
　また、本実施の形態における構成は、サブキャリア毎のＯＦＤＭ復調信号Ｓ１に対し位
相補償を行うか、あるいは、チャネル推定値Ｓ３に対し位相補償を加える構成であり、信
号分離部１０の構成に依存しない。そのため、信号分離部１０における空間多重ストリー
ムの分離手法を、適応的に変更することも可能である。すなわち、変調多値数が小さい場
合はＭＬＤ手法を用い、６４ＱＡＭ等の変調多値数が大きい場合はＺＦ手法を用いて６４
ＱＡＭでの回路規模の削減を図ることもできる。
【００７１】
　（実施の形態２）
　図１との対応部分に同一符号を付して示す図４に、実施の形態２の無線通信装置の構成
を示す。図４でも、図１と同様に、無線通信装置１ｂは受信構成のみを示しており、送信
構成の図示は省略している。
【００７２】
　本実施の形態の無線通信装置１ｂは、位相補償部９の後段に干渉除去ＰＳＣ位相補償部
４０を有する点が、実施の形態１と異なる。
【００７３】
　干渉除去ＰＳＣ位相補償部４０は、位相補償部９で位相回転を補正された（１０）式で
示されるサブキャリア信号Ｚ（ｍ、ｆｎ）（図中のＳ６）、ＰＳＣレプリカ生成部６から
出力されたパイロットサブキャリアレプリカ信号Ｓ２、及びチャネル推定部５から出力さ
れたチャネル推定信号Ｓ３を入力し、位相補償部９で除去できなかった位相誤差を取り除
くようになっている。
【００７４】
　図５に、干渉除去ＰＳＣ位相補償部４０の詳細な構成を示す。ＰＳＣ干渉キャンセル部
５１は、位相補償部９で位相補償された出力Ｓ６におけるパイロットサブキャリア成分Ｚ

ＰＳＣ（ｍ、ｆｎ）を抽出し、そこから、所望の第ｒ番目のＰＳＣを除く他の空間多重Ｐ
ＳＣを干渉信号とみなしてそれを除去し、干渉除去後の第ｒ番目のＰＳＣの複数アンテナ
での受信結果を最大比合成した信号ｖｒ（ｍ、ｆｎ）（図中のＳ３１）を出力する。すな
わち、次式に示すようにして、ｖｒ（ｍ、ｆｎ）を算出する。
【数１４】

【００７５】
　ここで、ｈｒ（ｆｎ）は第ｆｎ番目のサブキャリアのチャネル推定値Ｈｅ（ｆｎ）にお
ける第ｒ番目の列ベクトル、上付きの添え字Ｔはベクトル転置演算子、ＧｒはＮｔ次の単
位行列からｒ行ｒ列の対角成分を０にした行列を示す。また、ｒは１からＮｔまでの正数
値をとる。干渉除去ＰＳＣ位相補償部４０は、以上の干渉キャンセルの動作をすべての空
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【００７６】
　位相誤差検出部５２は、ＰＳＣレプリカ生成部６から出力されたパイロットサブキャリ
アレプリカ信号Ｓ２を基準として、干渉除去後の信号ｖｒ（ｍ、ｆｎ）の位相回転を検出
する。すなわち次式に示すようにして、第ｒ番目の空間多重ストリームにおいて特定のサ
ブキャリア（第ｍ番目のＯＦＤＭシンボルにおける第ｆｎ番目のサブキャリアとする）を
用いて伝送されるパイロットサブキャリア信号Ｘｒ

ＰＳＣ（ｍ、ｆｎ）を基準として、干
渉除去後の信号ｖｒ（ｍ、ｆｎ）の位相回転Ｅｒ

ｅｓｔ（ｍ、ｆｎ）を算出する。
【数１５】

ここで、ａｎｇｌｅ[x]は複素数の変数ｘの位相算出する演算子を示す。
【００７７】
　位相誤差検出部５２は、サブキャリア共通に検出された位相回転Ｅｅｓｔ（ｍ、ｆｎ）
に対し、位相誤差補正部９でとりきれなかった残留キャリア周波数誤差がΔｆｃと見なせ
る場合、以下のような誤差検出を行う。すなわち、残留キャリア周波数誤差Δｆｃは、同
一のＯＦＤＭシンボルにおいて、共通な位相回転で与えられることから、検出された位相
回転Ｅｅｓｔ（ｍ、ｆｎ）に対し、次式で示すように同一ＯＦＤＭシンボル内に含まれる
パイロットサブキャリア（ｆｎ）に対し重み付け平均化した位相を算出することで、位相
誤差Ｌｃ（ｍ）を求める。
【数１６】

【００７８】
　ここでａ（ｆｎ）は、（８）式を満たすＭ次の対角行列（対角成分除く要素が０）であ
る。重み付けは、干渉除去された信号ｖｒ（ｍ、ｆｎ）の受信電力あるいは受信振幅に比
例配分した重み付け係数を用いて行う。また、ＰＳＣ（ｍ）は第ｍ番目のＯＦＤＭシンボ
ルシンボル内に含まれるパイロットサブキャリアのサブキャリア番号を示す。
【００７９】
　なお、位相誤差の検出の仕方はこれに限らず、サブキャリア毎で異なるサンプリングク
ロック誤差に起因する位相誤差の検出を行っても良い。
【００８０】
　また、位相誤差Ｌｃ（ｍ）の別な算出方法として、次式を適用することもできる。
【数１７】

【００８１】
　この場合、複数のパイロットサブキャリアにて検出される位相回転は、受信電力に比例
して重み付けされて合成される。ここで、記号「.＊」はベクトルの（同じ位置にある）
要素毎の乗算を示す。またｖ（ｍ、ｆｎ）は、第ｒ番目の要素として干渉除去された信号
ｖｒ（ｍ、ｆｎ）からなるＭ次の列ベクトルである。
【００８２】
　乗算部５３は、位相誤差検出部５２により得られた位相誤差Ｌｃ（ｋ）を用いて、次式
のようにして位相補償を行う。
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【数１８】

【００８３】
　なお、（１８）式は、ブランチ毎の位相回転量Ｌｃ（ｒ）（ｋ、ｆｓ）を示しており（
ただし、ｒ＝１，．．．，Ｍ）、算出された値をブランチ個別に適用してもよい。あるい
は、ブランチ毎の値をさらに平均化することで、すべてのブランチに共通の位相回転を検
出して、補償する手法を適用してもよい。
【００８４】
　前者の補償手法を用いた場合、送信側における周波数変換部、あるいは受信側における
受信部３で、異なる特性の局部発振器を用いた構成の無線通信機でも、特性の劣化を抑え
た受信特性を得ることができる。また、前者の補償手法を用いた場合、アンテナ毎にアン
テナ指向性が異なり、異なるドップラー変動を受けた受信信号となる場合でも、特性の劣
化を抑えた受信特性を得ることができる。
【００８５】
　一方、後者の補償手法を用いた場合には、複数のブランチの位相回転量の平均化効果を
高めることができ、特に低ＳＮＲでの位相回転量の検出を安定化させる効果が得られる。
【００８６】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、実施の形態１の構成に加えて、干渉除去
ＰＳＣ位相補償部４０を設け、ＰＳＣ干渉キャンセル部５１によって、空間多重された他
のＰＳＣ信号を干渉成分として除去し、更に、最大比合成することで、ＰＳＣ信号のＳＩ
ＮＲを改善した。その後に、位相誤差検出部５２によって、位相回転を検出するようにし
たことにより、位相補償部９で除去できなかった位相誤差を取り除くことができるように
なる。
【００８７】
　すなわち、位相補償部９では、熱雑音やチャネル推定誤差が原因となってＰＳＣ信号間
に干渉成分が生じるため、位相補償部９の出力Ｓ６にはこれに起因する残留位相誤差が含
まれるが、干渉除去ＰＳＣ位相補償部４０を用いることで、この残留位相誤差を低減する
ことができ、受信特性の改善を図ることができる。
【００８８】
　なお、上述した実施の形態では、位相補償部９に加えて干渉除去ＰＳＣ位相補償部４０
を設けた場合について述べたが、本発明はこれに限らず、図６に示すように、位相補償部
９を省略した構成を用いてもよい。
【００８９】
　図４との対応部分に同一符号を付して示す図６の無線通信装置１ｃは、図４の無線通信
装置１ｂと比較して、位相補償部９をなくし、干渉除去ＰＳＣ位相補償部４０にＯＦＤＭ
復調信号Ｓ１を入力する構成を有する。干渉除去ＰＳＣ位相補償部４０は、入力信号とし
て位相補償部９の出力Ｓ６の代わりにＯＦＤＭ復調信号Ｓ１を用いる点が異なるだけであ
り、詳細動作は上述したのと同様である。この構成によっても、上述したのと同様に干渉
除去ＰＳＣ位相補償部４０において、空間多重された他のＰＳＣ信号を除去し、最大比合
成を行ってＰＳＣ信号のＳＩＮＲを改善した後に、位相回転を検出するので、受信特性の
改善を図ることができる。
【００９０】
　また、上述した実施の形態では、干渉除去ＰＳＣ位相補償部４０において、空間多重さ
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れた他のＰＳＣ信号を除去し、最大比合成を行ってＰＳＣ信号のＳＩＮＲを改善した後に
、位相回転を検出することで、位相補償精度を高めた場合について述べた。
【００９１】
　ところで、アンテナ毎の位相回転が共通でない場合（アンテナの指向性が異なりドップ
ラー変動が異なる場合、あるいは、送信側又は受信側の周波数変換部の局部発振器がアン
テナ毎に共通でない場合など）には、合成した結果を用いると特性が劣化することが予想
される。これを考慮して、そのような場合は、干渉除去ＰＳＣ位相補償部４０において、
空間多重された他のＰＳＣ信号を除去した信号に対し、最大比合成を行うことなく、アン
テナ毎に個別に位相回転の検出を行い、位相補償を行うようにすると良い。
【００９２】
　（実施の形態３）
　図１との対応部分に同一符号を付して示す図７に、実施の形態３の無線通信装置の構成
を示す。図７でも、図１と同様に、無線通信装置１ｄは受信構成のみを示しており、送信
構成の図示は省略している。
【００９３】
　本実施の形態の無線通信装置１ｄは、実施の形態１で説明した無線通信装置１（図１）
と比較して、復号処理部１１が復号データ（以下これを復号ビット列と呼ぶこともある）
Ｓ８に加えて復号ビット列Ｓ８についてのビット毎の尤度情報Ｓ３０を出力することと、
復号ビット列Ｓ８及び尤度情報Ｓ３０を用いて、データ部２２の空間多重信号についての
データ部参照信号Ｓ３１を生成するデータ部レプリカ生成部６１及びデータ部参照信号生
成部６２を有することと、位相補償部９ｂがデータ部参照信号Ｓ３１を用いて位相補償を
行う点が異なる。
【００９４】
　復号処理部１１は、実施の形態１で説明したような所定の復号処理を行うことにより、
復号ビット列ｂ（ｋ）（図中のＳ８）及び復号ビット毎の尤度情報系列をＬＩ（ｋ）（図
中のＳ３０）を得る。
【００９５】
　データ部レプリカ生成部６１は、復号ビット列ｂ（ｋ）を基に再変調処理を行う。すな
わち、送信時に用いられた誤り訂正符号化方式、符号化率及び変調多値数で、誤り訂正符
号化処理、パンクチャ処理及びインターリーブ処理を施したビットデータ列を生成し、変
調多値数に応じたシンボルマッピング処理を施し、最終的に、複数アンテナから送信され
るＯＦＤＭシンボルデータ列Ｘｄ（ｍ、ｆｎ）に相当するデータ列を生成する。
【００９６】
　またデータ部レプリカ生成部６１は、ビット毎の尤度情報系列ＬＩ（ｋ）（図中のＳ３
０）に対しても、同様に、パンクチャ処理及びインターリーブ処理を施す。さらに、デー
タ部レプリカ生成部６１は、シンボルマッピングを行うビット単位毎に、ビット毎の尤度
情報系列ＬＩ（ｋ）をグルーピングし、グループ化されたビット毎の尤度情報系列から、
シンボルデータ全体の尤度情報Ｌｄ（ｍ、ｆｎ）を得る。シンボルデータ全体の尤度情報
Ｌｄ（ｍ、ｆｎ）を得る方法としては、ビット毎の尤度の平均値、重み付け平均値、又は
最大値もしくは最小値を用いる。ここで、Ｘｄ（ｍ、ｆｎ）及びＬｄ（ｍ、ｆｎ）は送信
ストリーム数Ｎｔに等しいＮｔ次の列ベクトルを示し、それらの要素は、各アンテナから
送信されるＯＦＤＭシンボルデータを示す。またｍはＯＦＤＭシンボルデータ番号、ｆｎ
はサブキャリア番号を示す。
【００９７】
　データ部参照信号生成部６２は、チャネル推定部５の出力Ｈｅ（ｆｎ）（図中のＳ３）
及びデータ部レプリカ生成部６１の出力を用いて、ＡＦＣ（Automatic Frequency Contro
l）の残留周波数誤差に起因する位相回転Ｅを受けずに、伝搬路変動Ｈｅのみを受けて空
間多重伝送された場合の受信信号を、データ部参照信号Ｓ３１として生成する。すなわち
、データ部レプリカ生成部６１は、第ｍ番目のＯＦＤＭシンボルにおける第ｆｎ番目のサ
ブキャリアのデータ部参照信号Ｘｄ（ｍ、ｆｎ）（図中のＳ３１）を、次式に示すように
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【数１９】

【００９８】
　位相補償部９ｂは、データ部参照信号Ｓ３１を参照しながら、ＯＦＤＭ復調信号Ｓ１を
位相補償する。このとき、データ部参照信号Ｓ３１は、ＯＦＤＭ復調信号Ｓ１に対して信
号分離部１０、復号処理部１１、データレプリカ生成部５１及びデータ部参照信号生成部
６２の処理時間だけ遅延することになるので、ＯＦＤＭ復調信号Ｓ１をこの遅延分だけ遅
延させて位相補償を行う。
【００９９】
　位相補償部９ｂは、ＯＦＤＭ復調信号Ｓ１とデータ部参照信号Ｓ３１を比較することで
、ＯＦＤＭ復調信号Ｓ１の位相回転を検出し、この検出結果に基づいて、残留キャリア周
波数誤差及びサンプリングクロック誤差等に起因する位相誤差を補償する位相トラッキン
グを行う。すなわち、位相補償部９ｂは、次式で示すようにして、データ部参照信号生成
部６２の出力Ｓｄ（ｍ、ｆｎ）を基準としてＯＦＤＭ復調部４の出力Ｙｅ（ｍ、ｆｎ）の
位相回転Ｅｅｓｔ（ｍ、ｆｎ）を検出する。

【数２０】

ここで、ａｎｇｌｅ[x]は複素数の変数ｘの位相を算出する演算子を示す。
【０１００】
　また位相補償部９ｂは、残留キャリア周波数誤差Δｆｃの補正するにあたっては、同一
のＯＦＤＭシンボルにおいて同じ量だけ位相が回転していることから、サブキャリア共通
に検出された位相回転Ｅｅｓｔ（ｍ、ｆｎ）を基に、次式で示すように同一ＯＦＤＭシン
ボル内に含まれるパイロットサブキャリアｆｎに対し重み付け平均化した位相を算出する
ことで位相誤差Ｌｃ（ｍ）を求め、これを基に行う。
【数２１】

【０１０１】
　ここでａ（ｆｎ）は次式を満たす係数である。重み付けは、送信されるシンボルデータ
全体の尤度情報Ｌｄ（ｍ、ｆｎ）に基づいた重み付け係数を用いて行う。
【数２２】

【０１０２】
　一方、位相補償部９ｂは、サンプリングクロック誤差Δｆａの補正については、異なる
ＯＦＤＭシンボルシンボル間（第ｍ１シンボル、第ｍ２シンボル）での同一のサブキャリ
アにおける位相回転Ｅｅｓｔ（ｍ２、ｆｎ）―Ｅｅｓｔ（ｍ１、ｆｎ）を比較することで
、時間的な位相回転量Ｌｓ（ｍ、ｆｎ）を推定することで行う。
【０１０３】
　位相補償部９ｂは、以上によって算出されたＯＦＤＭシンボル毎及びサブキャリア毎の
位相回転量Ｌ（ｋ、ｆｓ）＝Ｌｃ（ｋ）＋Ｌｓ（ｋ、ｆｓ）を補正するための位相回転を
、次式で示すように、ＯＦＤＭ復調信号Ｙｅ（ｋ、ｆｓ）（図中のＳ１）に乗算すること
で位相トラッキングの動作を行う。
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【数２３】

【０１０４】
　ここで、Ｌ（ｋ、ｆｓ）は、ブランチ毎の位相回転量Ｌｒ（ｋ、ｆｓ）を第ｒ番目の要
素とするＭ次列ベクトルを示しており、ブランチ個別に算出した位相回転量を適用してい
る。
【０１０５】
　あるいは、別な手法として、ブランチ毎の位相回転量Ｌｒ（ｋ、ｆｓ）をさらに平均化
することで、すべてのブランチに共通の位相回転を検出して、補償する手法を適用しても
よい。
【０１０６】
　前者の補償手法を用いる場合、送信側における周波数変換部、あるいは受信側における
受信部３で、異なる特性の局部発振器を用いた無線通信機でも、特性の劣化を抑えた受信
特性を得ることができる。また、前者の補償手法を用いる場合、アンテナ毎にアンテナ指
向性が異なり、異なるドップラー変動を受けた受信信号となる場合でも、特性の劣化が少
ない受信特性を得ることができる。
【０１０７】
　一方、後者の補償手法を用いる場合には、複数のブランチの位相回転量の平均化効果を
高めることができ、特に低ＳＮＲでの位相回転量の検出を安定化させる効果が得られる。
【０１０８】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、実施の形態１の構成に加えて、データレ
プリカ生成部６１及びデータ部参照信号生成部６２を設け、復号データＳ８から尤度情報
Ｓ３０で重み付けたデータ部参照信号Ｓ３１を生成し、位相補償部９ｂによってデータ部
参照信号Ｓ３１を用いて位相補償を行うようにしたことにより、実施の形態１よりも一段
と位相回転検出精度を向上させることができ、一段と受信特性の改善を図ることができる
。
【０１０９】
　なお、上述した本実施の形態では、位相補償部９ｂが、データレプリカ生成部６１及び
データ部参照信号生成部６２によって生成されたデータ部参照信号Ｓ３１を用いて、位相
補償を行う場合について述べたが、参照信号生成部７によって生成された参照信号Ｓ４も
併用するようにしてもよい。この場合、例えば、データ部参照信号Ｓ３１を用いて得た検
出結果と、参照信号Ｓ４を用いて得た検出結果とを、重み付け合成し、この重み付け合成
結果を用いて位相補償を行うようにすればよい。
【０１１０】
　（実施の形態４）
　図１との対応部分に同一符号を付して示す図８に、実施の形態４の無線通信装置の構成
を示す。図８でも、図１と同様に、無線通信装置１ｅは受信構成のみを示しており、送信
構成の図示は省略している。
【０１１１】
　本実施の形態の無線通信装置１ｅは、ＯＦＤＭ復調部４の出力の後段に、空間多重され
た信号を空間多重前の信号に分離する信号分離部７０が設けられ、信号分離部７０の後段
に、分離後の信号に対して位相補償を行う位相補償部７３が設けられている。
【０１１２】
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　信号分離部７０は、ＯＦＤＭ復調信号Ｓ１に対して、チャネル推定信号Ｓ３を用いた信
号分離処理を施すことで、空間多重伝送された空間多重ストリームを分離した分離信号Ｓ
４０を得る。具体的には、信号分離部７０は、例えばＺＦ、ＭＭＳＥといった空間的な線
形フィルタを用いて分離処理を行う。例えば、ＺＦにより分離処理を行う場合、次式に示
すように、チャネル推定部５で得られたサブキャリア毎のチャネル推定値Ｈｅ（ｆｓ）の
逆行列を用いた演算を行う。
【数２４】

【０１１３】
　このようにして、次式で示される位相回転行列Ｅ（ｋ、ｆｓ）が加わった送信シンボル
系列Ｚｄ（ｋ、ｆｓ）を分離する。
【数２５】

ここで、Ｚｄ（ｋ、ｆｓ）は列ベクトルであり、その第ｒ番目の要素は第ｒ番目の送信ス
トリームの送信シンボル系列Ｚｄ（ｋ、ｆｓ）（ｒ）を表す。
【０１１４】
　パイロットサブキャリア（ＰＳＣ）抽出部７１は、分離した送信シンボル系列Ｚｄ（ｋ
、ｆｓ）（図中の分離信号Ｓ４０）から、特定の送信ストリーム（第ｒ番目）のサブキャ
リア（第ｍ番目のＯＦＤＭシンボルにおける第ｆｎ番目のサブキャリア）を用いて伝送さ
れたパイロットサブキャリア信号Ｚｐｓｃ（ｍ、ｆｎ）（ｒ）を抽出する。
【０１１５】
　パイロットサブキャリア（ＰＳＣ）レプリカ生成部７２は、特定のサブキャリア（以下
、第ｍ番目のＯＦＤＭシンボルにおける第ｆｎ番目のサブキャリアとする）を用いて伝送
されるパイロットサブキャリアレプリカ信号ＸＰＳＣ（ｍ、ｆｎ）（図中のＳ４２）を生
成する。
【０１１６】
　位相補償部７３は、ＰＳＣレプリカ生成部７２からのＰＳＣレプリカ信号Ｓ４２及びＰ
ＳＣ抽出部７１からのパイロットサブキャリア信号Ｓ４１を用いて位相回転を検出し、残
留キャリア周波数誤差及びサンプリングクロック誤差等に起因する位相誤差を補償する位
相トラッキングを行う。
【０１１７】
　具体的には、（２５）式で示したように、位相回転の検出は、ＰＳＣレプリカ生成部７
２のＰＳＣレプリカ信号Ｓ４２（ＸＰＳＣ（ｍ、ｆｎ））を基準とした、ＰＳＣ抽出部７
１からのＰＳＣ信号Ｓ４１（Ｚｐｓｃ（ｍ、ｆｎ））の位相回転Ｅｅｓｔ（ｍ、ｆｎ）を
検出することで行う。
【０１１８】
　残留キャリア周波数誤差Δｆｃを補正するにあたっては、残留キャリア周波数誤差Δｆ
ｃは、同一のＯＦＤＭシンボルにおいて同じ量だけ位相が回転していることから、サブキ
ャリア共通に検出された位相回転Ｅｅｓｔ（ｍ、ｆｎ）を基に、（７）式で示したように
同一ＯＦＤＭシンボル内に含まれるパイロットサブキャリア（ｆｎ）に対し重み付け平均
化した位相を算出することで位相誤差Ｌｃ（ｍ）求め、これを基に行う。
【０１１９】
　ここで、（７）式におけるａ（ｆｎ）は（８）式を満たす係数である。重み付けは、Ｐ
ＳＣ抽出部７１の出力Ｚｐｓｃ（ｍ、ｆｎ）の受信電力あるいは受信振幅に比例配分した
重み付け係数を用いて行う。
【０１２０】
　一方、位相補償部７３は、サンプリングクロック誤差Δｆａの補正については、異なる
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ＯＦＤＭシンボルシンボル間での同一のサブキャリアにおけるパイロットサブキャリアの
位相回転を比較することで、時間的な位相回転量Ｌｓ（ｍ、ｆｎ）を推定することで行う
。
【０１２１】
　位相補償部７３は、以上によって算出されたＯＦＤＭシンボル毎及びサブキャリア毎の
位相回転量Ｌ（ｍ、ｆｎ）＝Ｌｃ（ｍ）＋Ｌｓ（ｍ、ｆｎ）を補正するための位相回転を
、信号分離部７０の出力信号Ｓ４０に対して乗算することで、位相トラッキングを行う。
【０１２２】
　あるいは、別な手法として、ブランチ毎の位相回転量Ｌｒ（ｍ、ｆｎ）をさらに平均化
することで、すべてのブランチに共通の位相回転を検出して、補償する手法を適用しても
よい。
【０１２３】
　前者の補償手法を用いる場合、送信側における周波数変換部、あるいは受信側における
受信部３で、異なる特性の局部発振器を用いた構成の無線通信機でも、特性の劣化を抑え
た受信特性を得ることができる。また、前者の補償手法を用いる場合、アンテナ毎にアン
テナ指向性が異なり、異なるドップラー変動を受けた受信信号となる場合でも、特性の劣
化を抑えた受信特性を得ることができる。
【０１２４】
　一方、後者の補償手法を用いる場合には、複数のブランチの位相回転量の平均化効果を
高めることができ、特に低ＳＮＲでの位相回転量の検出を安定化させる効果が得られる。
【０１２５】
　復号処理部７４は、位相補償部７３の出力信号Ｓ４３に対して、復号処理部１１と同様
の処理を施すことで、復号データＳ８を得る。
【０１２６】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、既知のパイロット信号を用いてパイロッ
トサブキャリアのチャネル推定値Ｓ３を算出するチャネル推定部５と、チャネル推定部５
により得られたチャネル推定値Ｓ３を用いて、空間多重された信号を分離する信号分離部
７０と、分離信号Ｓ４０から既知のパイロットサブキャリア信号Ｓ４１を抽出するＰＳＣ
抽出部７１と、パイロットサブキャリアレプリカ信号Ｓ４２を生成するＰＳＣレプリカ生
成部７２と、分離信号Ｓ４０から抽出されたパイロットサブキャリア信号Ｓ４１とパイロ
ットサブキャリアレプリカ信号Ｓ４２とを比較することで位相回転を検出し、当該検出結
果に基づいて分離信号Ｓ４０を位相補償する位相補償部７３と、を設けたことにより、パ
イロットサブキャリア信号が空間多重して伝送された場合でも、パイロットサブキャリア
信号を分離するための専用の回路を必要とせずに、簡易な構成で位相補償を行うことがで
きる無線通信装置１ｅを実現できる。
【０１２７】
　すなわち、信号分離部７０によって、空間多重された各ストリームを空間多重前のスト
リームに分離した後に、ＰＳＣ抽出部７１によって、分離されたストリーム中のパイロッ
トサブキャリア信号を抽出したので、パイロットサブキャリア信号を分離するための専用
の回路が無くても、パイロットサブキャリア信号を抽出することができる。
【０１２８】
　なお、上述した実施の形態においては、信号分離部７０が、空間多重伝送されたデータ
サブキャリアに対しても、ＺＦ法やＭＭＳＥ法を用いて信号分離を行う場合を例に取って
説明したが、データサブキャリアを分離する方法とパイロットサブキャリアを分離する方
法とが異なるように構成してもよい。
【０１２９】
　例えば、信号分離部７０は、先ず、空間多重伝送されたパイロットサブキャリアのみを
ＺＦ法やＭＭＳＥ法を用いて各ストリームに分離する。位相補償部７３は分離されたパイ
ロットサブキャリアを用いて位相誤差検出を行い、データサブキャリアに対して位相補償
を行う。
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　続いて、信号分離部７０は、位相補償されたデータサブキャリアを用いてＭＬＤといっ
た別な信号分離手法を用いて、空間多重伝送された送信ストリームを分離する。これによ
り、位相補償部７３を、データサブキャリアの信号分離手法に依存しない構成とすること
ができるため、信号分離部７０におけるデータサブキャリアの空間多重ストリームの分離
手法を、適応的に変更することも可能となる。
【０１３１】
　すなわち、変調多値数が小さい場合はＭＬＤ手法を用い、６４ＱＡＭ等の変調多値数が
大きい場合はＺＦ手法を用いて、６４ＱＡＭでの回路規模の削減を図ることもできる。
【０１３２】
　（実施の形態５）
　図８との対応部分に同一符号を付して示す図９に、実施の形態５の無線通信装置の構成
を示す。図９でも、図８と同様に、無線通信装置１ｆは受信構成のみを示しており、送信
構成の図示は省略している。
【０１３３】
　本実施の形態の無線通信装置１ｆは、実施の形態４で説明した無線通信装置１ｅの構成
に加えて、反復復号処理部９０を有する。反復復号処理部９０は、第１の復号処理部７４
の出力である誤り訂正復号されたビット系列を用いて再度変調を行う再変調部９１と、チ
ャネル推定部５によるチャネル推定結果Ｓ３（実際には、チャネル推定値更新部８０によ
って更新された信号Ｓ５１）に基づき、空間多重伝送された信号から他の空間多重ストリ
ームを干渉信号として減算処理を行う干渉キャンセラル部９２と、第２の復号処理部９３
と、を有する。
【０１３４】
　ここで、反復復号処理を行うための構成としては、パラレル型と逐次型がある。パラレ
ル型は、干渉信号がある場合、それらを一括して除去して復号処理を行う動作を繰り返し
行うものである。逐次型は、受信品質の高い空間多重ストリームから順番に復号し、受信
信号から復号した信号を除去して反復復号処理を行うものである。本実施の形態では、パ
ラレル型の干渉キャンセル処理を用いた場合を例にとって説明するが、逐次型干渉キャン
セル処理を適用することもできる。
【０１３５】
　再変調部９１は、復号ビット列ｂ（ｋ）に基づいて送信シンボルデータを生成する。す
なわち、復号ビット列に対し、送信に用いられた誤り訂正符号化方式、変調多値数及び符
号化率で、誤り訂正符号化処理、パンクチャ処理及びインターリーブ処理を施すことで、
送信された空間多重ストリーム数分の空間多重ストリームビットデータ列を生成し、さら
に、それぞれを変調多値数に応じたシンボルマッピング処理を施すことで、サブキャリア
毎の空間多重シンボルデータ列Ｄｊ（ｋ、ｆｓ）を生成する。
【０１３６】
　ここで、Ｄｊ（ｋ、ｆｓ）は、第ｊ番目の空間多重シンボルデータ列、第ｋ番目のＯＦ
ＤＭシンボル、第ｆｓ番目のサブキャリアにおける空間多重シンボルデータ列を示す。こ
こでｊ＝１～Ｎｔ，ｆｓ＝１～Ｎｃである。また、Ｄ（ｋ、ｆｓ）は、Ｄｊ（ｋ、ｆｓ）
を第ｊ番目の要素とするＮｔ次の列ベクトルとする。
【０１３７】
　チャネル推定値更新部８０は、位相補償部７３により検出された位相回転量Ｌ（ｋ、ｆ
ｓ）を、チャネル推定部５で得られたチャネル推定値Ｓ３を反映したものに更新する。こ
こで、信号分離部７０においてＺＦ法を用いた信号分離を行った場合の位相補償部７３の
出力信号は、次式のように表すことができ、簡単な式変形を行うと、位相補償による位相
回転を含めた新たなチャネル推定値Ｂ（ｋ、ｆｓ）に対して、ＺＦ法を適用（すなわち、
Ｂ（ｋ、ｆｓ）の逆行列をＹe（ｋ，ｆｓ）に乗算）していると見なせる。
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【数２６】

【０１３８】
　従って、チャネル推定値更新部８０は、次式に示すＢ（ｋ、ｆｓ）を新なチャネル推定
値Ｓ５１として形成する。
【数２７】

【０１３９】
　干渉キャンセル部９２は、ＯＦＤＭ復調部４の出力Ｙｅ（ｋ、ｆｓ）から、所望の第ｒ
番目の空間多重ストリームを除く他の空間多重ストリームを干渉信号とみなしてそれを除
去し、干渉除去後の第ｒ番目の空間多重ストリームの複数アンテナでの受信結果を最大比
合成した信号ｖｒ（ｋ、ｆｓ）（図中のＳ５２）を出力する。すなわち、次式に示すよう
にして、ｖｒ（ｋ、ｆｓ）を算出する。

【数２８】

【０１４０】
　ここで、ｂｒ（ｋ、ｆｓ）は、第ｋ番目のＯＦＤＭシンボルの第ｆｓ番目のサブキャリ
アについてのチャネル推定値Ｂ（ｋ、ｆｓ）における第ｒ番目の列ベクトルを示す。上付
きの添え字Ｔはベクトル転置演算子を示し、ＧｒはＮｔ次の単位行列からｒ行ｒ列の対角
成分を０にした行列を示す。また、ｒは１からＮｔまでの正数値をとる。Ｄ（ｋ、ｆｓ）
は再変調部９１の出力信号である。干渉キャンセル部９２は、以上の干渉キャンセル動作
をすべての空間多重ストリーム数Ｎｔに対して行う。
【０１４１】
　第２の復号処理部９３は、干渉キャンセル部９２の出力信号に対して、デマッピング処
理、デインタリーブ処理及び誤り訂正復号処理などを施すことで、送信ビット系列を復元
する。このようにして、第２の復号処理部９３は、復号データＳ５３を得る。
【０１４２】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、実施の形態４の構成に加えて、位相補償
部７３で検出された位相回転量を用いて、チャネル推定部５で推定されたチャネル推定値
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Ｓ３を更新するチャネル推定値更新部８０と、更新されたチャネル推定値Ｓ５１を用いて
反復復号処理を行う反復復号処理部９０とを設け、更新された高精度のチャネル推定値Ｓ
５１を用いた反復復号を行うようにしたことにより、実施の形態４の効果に加えて、一段
と誤り率特性の良い復号データＳ５３を得ることができる。
【０１４３】
　すなわち、反復復号処理部９０は、干渉キャンセル部９２において、更新されたチャネ
ル推定値Ｓ５１を用いて、ＯＦＤＭ復調信号Ｓ１から他の空間多重信号を干渉成分として
除去するので、残留位相誤差成分が含まれるＯＦＤＭ復調信号Ｓ１に対しても、干渉成分
としての他の空間多重信号を効果的に除去することができ、この結果反復復号処理を受信
特性の改善を損なうことなく行うことができるようになる。
【０１４４】
　また、本実施の形態において、実施の形態３で説明したように、復号結果を用いてレプ
リカ再生した信号を、位相補償部７３での位相誤差検出のための基準信号としてもよい。
このようにすれば、上述した効果に実施の形態３で説明した効果が付加される。
【０１４５】
　なお、本実施の形態では、図９の構成とは、別の構成として、図１０、図１１、図１２
、図１３の構成を提示する。
【０１４６】
　図９との対応部分に同一符号を付して示す図１０の無線通信装置１ｇは、図９の無線通
信装置１ｆと比較して、反復復号処理部９０ａの構成が異なる。無線通信装置１ｇの反復
復号処理部９０ａは、干渉除去ＰＳＣ位相補償部１００を有する。この構成は、干渉キャ
ンセル部９２でパイロットサブキャリア（ＰＳＣ）を含めて干渉除去動作を行う場合に適
用して好適である。
【０１４７】
　干渉除去ＰＳＣ位相補償部１００は、干渉キャンセル部９２の出力Ｓ５２から、干渉除
去後のＰＳＣを抽出し、それに対応するＰＳＣレプリカ生成部７２の出力Ｓ４２を基準と
して、干渉除去後の信号ｖｒ（ｍ、ｆｎ）の位相回転を検出する。すなわち、次式に示す
ようにして、第ｒ番目の空間多重ストリームにおいて特定のサブキャリア（第ｍ番目のＯ
ＦＤＭシンボルにおける第ｆｎ番目のサブキャリアとする）を用いて伝送されるパイロッ
トサブキャリア信号Ｘｒ

ＰＳＣ（ｍ、ｆｎ）を基準として、干渉除去後の信号ｖｒ（ｍ、
ｆｎ）の位相回転Ｅｒ

ｅｓｔ（ｍ、ｆｎ）を算出する。
【数２９】

【０１４８】
　さらに、干渉除去ＰＳＣ位相補償部１００は、位相誤差検出の結果をサブキャリア間及
びＯＦＤＭシンボル間で平均化することで位相誤差検出量Ｌ（ｍ、ｆｎ）を算出し、干渉
キャンセル部９２の出力Ｓ５２におけるデータ信号部に対し次式のような位相補償を行っ
た信号ｑ（ｍ、ｆｎ）を第２の復号処理部９３に出力する。

【数３０】

【０１４９】
　干渉除去ＰＳＣ位相補償部１００は、空間多重された他のＰＳＣ信号を除去し、最大比
合成を行うことで、ＰＳＣ信号のＳＩＮＲを改善し、この信号を用いて位相回転を検出し
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、位相補償を行う。
【０１５０】
　これにより、図１０の構成によれば、図９の構成によって得られる効果に加え、位相補
償部７３で除去できなかった位相誤差を取り除くことができるようになる。すなわち、位
相補償部７３では、熱雑音やチャネル推定誤差が原因となってＰＳＣ信号間に干渉成分が
生じるため、位相補償部７３の出力Ｓ４３にはこれに起因する残留位相誤差が含まれるが
、干渉除去ＰＳＣ位相補償部１００を用いることで、この残留位相誤差を低減することが
でき、受信特性の改善を図ることができる。
【０１５１】
　次に、本実施の形態における別な構成である図１１の無線通信装置１ｈについて説明す
る。図１０との対応部分に同一符号を付して示す図１１において、無線通信装置１ｈは、
図１０の構成から、チャネル推定値更新部８０を除き、その代わりに、乗算部１３０を加
えた構成となっている。乗算部１３０は、位相補償部１１０の位相誤差検出結果Ｓ６０に
基づいて、位相誤差を補償するための位相回転を、ＯＦＤＭ復調信号Ｓ１に与える。すな
わち、図１０の構成では、チャネル推定値Ｓ３に位相補償の結果を反映することでチャネ
ル推定値Ｓ３を更新するチャネル推定値更新部８０を設け、更新されたチャネル推定値Ｓ
５１を用いて反復復号処理を行ったが、図１１の構成では、位相補償をＯＦＤＭ復調信号
Ｓ１に対して行い、位相補償後のＯＦＤＭ復調信号を用いて反復復号処理を行うようにな
っている。
【０１５２】
　位相補償部１１０は、図１０の位相補償部７３と同様に、ＰＳＣレプリカ生成部７２の
出力Ｓ４２及びＰＳＣ抽出部７１の出力Ｓ４１を用いて位相回転を検出し、残留キャリア
周波数誤差及びサンプリングクロック誤差等に起因する位相誤差を補償する位相トラッキ
ングを行う。
【０１５３】
　さらに、位相補償部１１０は、算出されたＯＦＤＭシンボル毎及びサブキャリア毎の位
相誤差検出量Ｌ（ｍ、ｆｎ）（図中のＳ６０）を乗算部１３０に送出する。乗算部１３０
は、ＯＦＤＭ復調信号Ｓ１（Ｙｅ（ｍ、ｆｎ））に対して、次式のような乗算を行うこと
で、位相回転誤差を補償されたＯＦＤＭ復調信号Ｙｃ（ｍ、ｆｎ）を出力する。
【数３１】

【０１５４】
　反復復号処理部９０ｂにおける干渉キャンセル部９２は、位相回転誤差を補償されたＯ
ＦＤＭ復調信号Ｙｃ（ｍ、ｆｎ）を用いて、図１０の構成で説明したのと同様の処理を行
なう。すなわち、干渉キャンセル部９２は、次式で示す干渉除去処理を、位相回転誤差を
補償されたＯＦＤＭ復調信号Ｙｃ（ｍ、ｆｎ）から、所望の第ｒ番目の空間多重ストリー
ムを除く空間多重ストリームを干渉信号とみなして除去することで行う。

【数３２】

【０１５５】
　次に、干渉キャンセル部９２は、干渉除去後の第ｒ番目の空間多重ストリームの複数ア
ンテナでの受信結果を最大比合成した信号ｖｒ（ｍ、ｆｎ）を出力する。
【０１５６】
　図１１の構成によれば、図１０の構成によって得られる効果に加え、ＯＦＤＭ復調信号
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Ｙｅ（ｍ、ｆｎ）に対して、位相補償のための複素乗算を行うので、チャネル推定値を補
償する場合に比べ、演算量を低減することができる。例えば、Ｎｔ個の空間多重ストリー
ムが送信され、これをＭ個のアンテナで受信する場合、サブキャリア毎のチャネル推定値
の要素数がＮｔ×Ｍ個であるのに対して、ＯＦＤＭ復調信号Ｙｅ（ｍ、ｆｎ）の要素は受
信アンテナ数Ｍ個分ですむため、乗算回数はチャネル推定値を補償する場合と比較して（
１／Ｎｔ）に低減される。この結果、無線通信装置１ｈにおいては、ハードウエア規模を
削減したり、処理遅延を低減することができる。
【０１５７】
　次に、本実施の形態における別な構成である図１２の無線通信装置１ｉについて説明す
る。図１０との対応部分に同一符号を付して示す図１２において、無線通信装置１ｉは、
図１０の構成と比較して、干渉除去ＰＳＣ位相補償部１００に代わりに、干渉除去ＰＳＣ
位相誤差検出部１２０を有する。反復復号処理部９０ｃの動作は、次の通りである。反復
復号処理部９０ｃは、まず、空間多重ＰＳＣ信号の干渉キャンセル動作をデータ部２２の
サブキャリアよりも先に行い、干渉除去ＰＳＣ位相誤差検出部１２０において、干渉キャ
ンセル部９２の出力Ｓ５２から、干渉除去されたＰＳＣを抽出し、それに対応するＰＳＣ
レプリカ生成部７２の出力Ｓ４２を基準として、干渉除去された信号ｖｒ（ｍ、ｆｎ）の
位相回転を検出し、位相補償に必要な位相誤差検出量Ｌ（ｍ、ｆｎ）を算出する。
【０１５８】
　無線通信装置１ｉは、図１０の無線通信装置１ｈが、算出された位相誤差検出量Ｌ（ｍ
、ｆｎ）を用いて干渉キャンセル部９２の出力Ｓ５２におけるデータ信号部のデータサブ
キャリアを位相補償するのと異なり、チャネル推定更新部１２１に、位相誤差検出量Ｌ（
ｍ、ｆｎ）（図中のＳ７０）を渡し、再度、チャネル推定値の更新を行う。そして、無線
通信装置１ｉは、再度、更新されたチャネル推定値Ｓ５１を用いて、データ部のデータサ
ブキャリアに対し反復復号動作を行う。
【０１５９】
　ここで、チャネル推定更新部１２１は、２回目のチャネル推定値の更新時には、次式に
示すようにして、１回目のチャネル推定値更新により得られたＢ（ｍ、ｆｎ）から、位相
誤差検出量Ｌ（ｍ、ｆｎ）を用いて、新たなチャネル推定値Ｃ（ｍ、ｆｎ）を算出する。

【数３３】

【０１６０】
　以降、反復復号処理部９０ｃは、Ｂ（ｍ、ｆｎ）の代わりに新たなチャネル推定値Ｃ（
ｍ、ｆｎ）を用いて、図１０で説明した動作と同様の動作を行う。
【０１６１】
　図１２の構成によれば、干渉除去ＰＳＣ位相誤差検出部１２０で得られた高精度の位相
誤差検出結果Ｓ７０を用いてチャネル推定値を更新し、更新したチャネル推定値Ｓ５１を
用いてデータ部のデータサブキャリア信号を反復復号処理するようにしたので、図１０の
構成によって得られる効果に加え、位相誤差がより多く含まれる１回目のチャネル推定値
を用いて干渉キャンセル動作を行うことで生じる同一チャネル干渉成分を低減することが
できるため、受信特性をより高めることできるといった効果を得ることができる。
【０１６２】
　次に、本実施の形態における別な構成である図１３の無線通信装置１ｊについて説明す
る。図１２との対応部分に同一符号を付して示す図１３において、無線通信装置１ｊは、
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図１２の構成と比較して、チャネル推定値更新部１２１を除き、その代わりに、乗算部１
３０を加えた構成となっている。乗算部１３０は、干渉除去ＰＳＣ位相誤差検出部１２０
の位相誤差検出結果に含まれる位相誤差を補償する位相回転を、ＯＦＤＭ復調信号Ｓ１に
与える。すなわち、図１２の構成では、位相補償の結果をチャネル推定値に反映するチャ
ネル推定値更新１２１を設け、更新したチャネル推定値Ｓ５１を用いて反復復号処理を行
ったのに対して、無線通信装置１ｊは、位相補償をＯＦＤＭ復調信号Ｓ１に対して行い反
復復号処理を行うようになっている。
【０１６３】
　反復復号処理部９０ｄは、図１２の反復復号処理部９０ｃと同様に、まず、空間多重Ｐ
ＳＣ信号の干渉キャンセル動作をデータ部２２のサブキャリアよりも先に行い、干渉除去
ＰＳＣ位相誤差検出部１２０において、干渉キャンセル部９２の出力Ｓ５２から、干渉除
去されたＰＳＣを抽出し、それに対応するＰＳＣレプリカ生成部７２の出力Ｓ４２を基準
として、干渉除去された信号ｖｒ（ｍ、ｆｎ）の位相回転を検出し、位相補償に必要な位
相誤差検出量Ｌｘ（ｍ、ｆｎ）を算出する。
【０１６４】
　乗算部１３０は、ＯＦＤＭ復調部４の出力Ｙｃ（ｍ、ｆｎ）に位相補償部１１０で検出
された位相回転を与えると共に、この位相回転が与えられた信号に対して、反復復号処理
部９０ｄの干渉除去ＰＳＣ位相誤差検出部１２０で算出されたＯＦＤＭシンボル毎及びサ
ブキャリア毎の位相回転量Ｌｘ（ｍ、ｆｎ）を次式のように乗算する。その結果、乗算部
１３０は、干渉キャンセル部９２の出力信号Ｓ５２における位相回転誤差が予め補償され
たＯＦＤＭ復調信号Ｙｘ（ｍ、ｆｎ）を出力する。

【数３４】

【０１６５】
　このように、反復復号処理部９０ｄの干渉キャンセル部９２は、ＯＦＤＭ復調部４の出
力Ｙｃ（ｍ、ｆｎ）をそのまま用いるのではなく、乗算部１３０によって位相回転誤差を
補償されたＯＦＤＭ復調信号Ｙｘ（ｍ、ｆｎ）を用いて、図１０で説明したのと同様の動
作を行なう。すなわち、干渉キャンセル部９２は、次式で示す干渉除去処理を、位相回転
誤差を補償されたＯＦＤＭ復調信号Ｙｘ（ｍ、ｆｎ）から、所望の第ｒ番目の空間多重ス
トリームを除く空間多重ストリームを干渉信号とみなして除去することで行う。
【数３５】

【０１６６】
　次に、干渉キャンセル部９２は、干渉除去後の第ｒ番目の空間多重ストリームの複数ア
ンテナでの受信結果を最大比合成した信号ｖｒ（ｍ、ｆｎ）を出力する。
【０１６７】
　図１３の構成によれば、図１１の構成によって得られる効果に加え、干渉キャンセル部
９２の出力信号を位相補償するための演算に相当する複素乗算を、ＯＦＤＭ復調信号Ｙｃ
（ｍ、ｆｎ）に対して予め行うようにしたので、チャネル推定値を補償する場合に比べ、
演算量を低減することができる。例えば、Ｎｔ個の空間多重ストリームが送信され、これ
をＭ個のアンテナで受信する場合、サブキャリア毎のチャネル推定値の要素数がＮｔ×Ｍ
個であるのに対して、ＯＦＤＭ復調信号Ｙｅ（ｍ、ｆｎ）の要素は受信アンテナ数Ｍ個分
ですむため、乗算回数を（１／Ｎｔ）に低減することができる。この結果、無線通信装置
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１ｊにおいては、ハードウエア規模を削減したり、処理遅延を低減することができる。
【０１６８】
　（実施の形態６）
　図１４に、実施の形態６の無線通信装置の構成を示す。なお、図１４では、実施の形態
１で説明した図１との対応部分には同一符号を付し、実施の形態１で説明した構成と同様
の構成部分については、説明を省略する。
【０１６９】
　図１５に、図１４の無線通信装置１Ｋが受信するパケットのフレーム構成例を示す。す
なわち、無線通信装置１Ｋの通信相手である無線通信装置は、図１５に示すようなフレー
ム構成のパケットを送信する。
【０１７０】
　図１５のフレーム構成について説明する。１つのフレームは、複数のＮｓ個のサブフレ
ームからなり、一つのサブフレームには、Ｎｆ個のＯＦＤＭシンボルが含まれる。サブフ
レームは、予め既知であるリファレンス信号部と、それ以外の制御信号を含むデータ信号
部とから構成される。なお、制御信号には、送信される信号の誤り訂正符号の符号化率、
変調多値数等の情報が含まれる。サブフレーム中において、黒塗りで示したのは第１のア
ンテナから送信されるリファレンス信号であり、網掛けで示したのは第２のアンテナから
送信されるリファレンス信号である。空白で示したのはデータ信号部である。
【０１７１】
　リファレンス信号は、チャネル推定用に用いる目的で、サブキャリア方向及びＯＦＤＭ
シンボル方向にそれぞれ間欠的に挿入されている。１つのＯＦＤＭシンボルには、複数の
Ｎｃ個のサブキャリアが含まれる。空間多重伝送を行う際には、異なるアンテナから送信
されるリファレンス信号は、サブキャリア挿入位置が互いにずらされて配置される。
【０１７２】
　そして、ある送信アンテナによってあるサブキャリアを用いてリファレンス信号が送信
されている場合には、他の送信アンテナにおいてはそのサブキャリアをヌルキャリアとし
て送信を行う（つまりそのサブキャリアを用いた送信を行わない）ようになっている。
【０１７３】
　このように、空間多重時には、異なるアンテナからのリファレンス信号は異なるサブキ
ャリアを用いて送信することで、リファレンス信号を周波数分割多重（ＦＤＭ）して伝送
でき、受信時にそれぞれ分離することができる。
【０１７４】
　なお、本実施の形態では、空間多重時のリファレンス信号の多重方法としてＦＤＭを用
いた場合について説明するが、本実施の形態が適用可能なリファレンス信号の多重方法は
これに限定されない。例えば、異なるＯＦＤＭシンボルを用いた時間分割多重（ＴＤＭ）
や、異なる符号系列を用いた符号分割多重（ＣＤＭ）が用いられた場合でも、同様に適用
が可能である。
【０１７５】
　以下、図１４を用いて、本実施の形態の無線通信装置１Ｋについて説明する。無線通信
装置１Ｋは、複数Ｍ個の受信アンテナ２―１～２－Ｍによって、所望のキャリア周波数帯
の高周波信号を受信する。受信部３―１～３－Ｍは、複数の受信アンテナ２―１～２－Ｍ
で受信された各々の高周波信号に、増幅処理、帯域制限処理及び周波数変換処理を施し、
同相（Ｉｎｐｈａｓｅ）信号及び直交（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ）信号からな
る複素のベースバンド信号を出力する。
【０１７６】
　ＯＦＤＭ復調部４―１～４－Ｍは、それぞれ、時間及び周波数同期処理、ＧＩ（ガード
インターバル）除去、ＩＦＦＴ処理及び直列並列変換等を行うことで、入力された各々の
ベースバンド信号に対しＯＦＤＭ復調を施し、Ｎｃ個のサブキャリア毎のシンボルデータ
系列をＯＦＤＭ復調信号として出力する。
【０１７７】
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　なお、以下では、第ｋ番目のＯＦＤＭシンボル受信時の、第ｆｓ番目のサブキャリア毎
のシンボルデータ系列をＹ（ｋ、ｆｓ）と表記する。ここで、Ｙ（ｋ、ｆｓ）は受信に用
いたＭ個のアンテナ２―１～２－Ｍで受信された信号を要素として含む列ベクトルである
。すなわち、アンテナ２－ｍで受信された信号を入力とするＯＦＤＭ復調部４－ｍから出
力される信号ｙｍ（ｋ、ｆｓ）を第ｍ番目の要素とする。
【０１７８】
　第１のチャネル推定部２０１は、伝送されたサブフレーム中でリファレンス信号が含ま
れる最初のＯＦＤＭシンボルを用いて、振幅及び位相変動を含む複素振幅として、サブキ
ャリア毎の伝搬路変動を推定する（以下この推定値をチャネル推定値と呼ぶ）。以下、サ
ブフレーム中でリファレンス信号が含まれる最初のＯＦＤＭシンボルを第ｕ１番目とする
（図３においてはｕ１＝１の場合を示す）。ここで、リファレンス信号がサブキャリア方
向（周波数方向）に間欠的に挿入されている場合には、サブキャリア方向での補間処理を
用いることで、リファレンス信号が挿入されていないサブキャリアのチャネル推定値を得
る。補間処理に関しては、例えば特許文献（特表2006-515481号公報）に記載されている
既知の技術であるため、ここでは詳細説明を省略する。
【０１７９】
　レプリカ生成部２０２は、サブフレーム中の第２番目のリファレンス信号が含まれるＯ
ＦＤＭシンボル（サブフレーム中では第ｕ２番目のＯＦＤＭシンボル）を用いて、特定の
サブキャリア（以下、第ｕ２番目のＯＦＤＭシンボルにおける第ｆｎ番目のサブキャリア
とする）を用いて伝送される予め既知であるリファレンス信号のレプリカ信号ＸＰＳＣ（
ｕ２、ｆｎ）を生成する。ここで、レプリカ信号ＸＰＳＣ（ｕ２、ｆｎ）は、各送信アン
テナから送信される第ｕ２番目のＯＦＤＭシンボルにおける第ｆｎサブキャリアのリファ
レンス信号の送信系列ｘｎ（ｕ２、ｆｎ）を要素とする送信系列ベクトルＸＰＳＣ（ｕ２

、ｆｎ）＝[ｘ１（ｕ２、ｆｎ）、．．．、ｘＮｔ（ｕ２、ｆｎ）]Ｔである。ここで、送
信が行われないヌルキャリアは、送信系列の要素を０とする。
【０１８０】
　参照信号生成部２０３は、第１のチャネル推定部２０１により得られたチャネル行列Ｈ
（ｕ１、ｆｎ）の推定値Ｈｅ（ｕ１，ｆｎ）及びレプリカ生成部２０２により得られたレ
プリカ信号ＸＰＳＣ（ｕ２、ｆｎ）を用いて、次式のようにして参照信号ＳＰＳＣ（ｕ２

、ｆｎ）を生成する。
【数３６】

【０１８１】
　このように、参照信号生成部２０３は、第ｕ２番目のＯＦＤＭシンボルにおける、第ｆ
ｎ番目のサブキャリア信号を用いて伝送されるパイロットサブキャリアＸＰＳＣ（ｕ２、
ｆｎ）が、位相回転Ｅによる位相回転を受けずに、伝搬路変動を受けて受信される信号に
相当する参照信号ＳＰＳＣ（ｕ２、ｆｎ）を生成する。
【０１８２】
　リファレンス信号抽出部２０４は、（２）式で示される受信信号Ｙｅ（ｋ、ｆｓ）から
、次式で示すように、サブフレーム中の第２番目のリファレンス信号が含まれるＯＦＤＭ
シンボル（サブフレーム中では第ｕ２番目のＯＦＤＭシンボル）の特定のサブキャリア（
第ｕ２番目のＯＦＤＭシンボルにおける第ｆｎ番目のサブキャリア）の受信信号Ｙｅ（ｕ

２、ｆｎ）を抽出する。

【数３７】

【０１８３】
　位相誤差検出部２０５は、参照信号生成部２０３によって生成された参照信号及びリフ
ァレンス信号抽出部２０４によって抽出された受信リファレンス信号を用いて、受信リフ
ァレンス信号の位相回転を検出する。具体的には、次式で示すように、位相回転の検出は
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、参照信号（ＳＰＳＣ（ｕ２、ｆｎ））を基準とした、受信リファレンス信号（Ｙｅ（ｕ

２、ｆｎ））の位相回転Ｅｅｓｔ（ｍ、ｆｎ）を検出することで行う。
【数３８】

ここで、ａｎｇｌｅ[x]は複素数の変数ｘの位相算出する演算子を示し、ｘが列ベクトル
の場合、その要素毎に位相算出を行う。
【０１８４】
　残留キャリア周波数誤差Δｆｃは、同一のＯＦＤＭシンボルにおいて同じ量だけ位相が
回転している。よって、位相誤差検出部２０５は、サブキャリア共通に検出された位相回
転Ｅｅｓｔ（ｕ２、ｆｎ）を基に、次式で示すように同一ＯＦＤＭシンボル内に含まれる
パイロットサブキャリアｆｎに対し重み付け平均化した位相を算出することで、位相誤差
Ｌｃ（ｍ）を求める。
【数３９】

【０１８５】
　ここで、ａ（ｆｎ）は、次式を満たすＭ次の対角行列（対角成分除く要素が０）である
。重み付けは、サブキャリア信号Ｙｅ（ｕ２、ｆｎ）の受信電力あるいは受信振幅に比例
配分した重み付け係数を用いて行う。また、ＰＳＣ（ｕ２）は、第ｕ２番目のＯＦＤＭシ
ンボル内に含まれるリファレンス信号を送信しているサブキャリアのサブキャリア番号を
要素とする集合を示す。

【数４０】

【０１８６】
　なお、別な位相誤差Ｌｃ（ｕ２）の算出方法として、次式を適用することもできる。こ
の場合、複数のパイロットサブキャリアにて検出される位相回転は、受信電力に比例した
重み付けをされて合成される。ここで、次式における記号「.＊」はベクトルの（同じ位
置にある）要素毎の乗算を示す。

【数４１】

【０１８７】
　位相誤差推定部２０６は、以上によって算出されたＯＦＤＭシンボル共通の位相回転量
Ｌｃ（ｕ２）を基に、全てのＯＦＤＭシンボルに対する位相回転量を算出する。ここで、
リファレンス信号が含まれていないＯＦＤＭシンボルについての位相回転量は、リファレ
ンス信号が含まれているＯＦＤＭシンボルにおける位相回転量Ｌｃ（ｕ２）を用いて、内
挿あるいは外挿補間を行うことで求める。例えば、線形補間処理を行う場合、次式を用い
てサブフレーム内の第ｋ番目のＯＦＤＭシンボルに対する位相回転量Ｌ（ｋ）を算出する
。ここで、ｋ＝１～Ｎｆである。
【数４２】

【０１８８】
　バッファ部２０７は、伝送されたパケット中のサブフレームに含まれる第２番目のリフ
ァレンス信号が含まれる、第ｕ２番目のＯＦＤＭシンボルより前のＯＦＤＭシンボルにお
けるサブキャリア信号を、サブキャリア毎に一時的に記憶し、記憶された順番に出力する
。これにより、第ｕ２番目のＯＦＤＭシンボルにおける位相回転量Ｌｃ（ｕ２）の検出結
果を用いてそれより以前のＯＦＤＭシンボルに対する位相回転量Ｌ（ｋ０）が検出される
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までの、時間差を吸収する。
【０１８９】
　位相補償部２１０は、位相誤差推定部２０６によって推定されたＯＦＤＭシンボル毎の
位相回転量Ｌ（ｋ）を補正する位相回転を、データ信号が含まれるサブキャリアｆｓの受
信信号ベクトルＹｅ（ｋ、ｆｓ）に、次式で示すように乗算することで位相回転誤差を補
償する。
【数４３】

【０１９０】
　なお、Ｌ（ｋ）は、ブランチ毎の位相回転量Ｌｒ（ｋ）を第ｒ番目の要素とするＭ次列
ベクトルを示しており、ブランチ個別に算出した位相回転量を適用している。
【０１９１】
　あるいは、別な手法として、ブランチ毎の位相回転量Ｌｒ（ｋ、ｆｎ）をさらに平均化
することで、すべてのブランチに共通の位相回転を検出して、補償する手法を適用しても
よい。
【０１９２】
　前者の位相回転誤差を補償する手法を用いれば、送信側における周波数変換部、あるい
は受信側における受信部３において、異なる特性の局部発振器を用いる場合や、アンテナ
毎にアンテナ指向性が異なり、異なるドップラー変動をうけた受信信号となる場合でも、
特性劣化が少ない受信性能を得ることができる。
【０１９３】
　一方、後者の位相回転誤差を補償する手法を用いれば、複数のアンテナで受信されたブ
ランチの位相回転量の平均化効果を高めることができ、特に低ＳＮＲでの位相回転量の検
出性能の向上効果を得ることができる。
【０１９４】
　リファレンス信号位相補償部２０８は、位相誤差検出部２０５で検出された、リファレ
ンス信号が含まれているＯＦＤＭシンボルにおける位相回転量Ｌｃ（ｕ２）を用いて、受
信リファレンス信号の位相回転を補償する。すなわち、（３７）式で示される、特定のサ
ブキャリア（第ｕ２番目のＯＦＤＭシンボルにおける第ｆｎ番目のサブキャリア）を用い
て伝送されたリファレンス信号の受信信号Ｙｅ（ｕ２、ｆｎ）に対し、次式で示す位相補
償を施す。
【数４４】

【０１９５】
　第２のチャネル推定部２０９は、リファレンス信号位相補償部２０８により位相補償さ
れたリファレンス信号を用いて、サブキャリア毎のチャネル推定値Ｈｅ（ｕ，ｆｓ）を算
出する。更に、第２のチャネル推定部２０９は、求めたチャネル推定値と、第１のチャネ
ル推定部２０１で算出されたチャネル推定値とを用いて、リファレンス信号が含まれてい
ないＯＦＤＭシンボルのサブキャリア毎のチャネル推定値Ｈｅ（ｋ，ｆｓ）を、補間処理
によって算出する。ここで、ｋ＝１～Ｎｆである。
【０１９６】
　信号分離部２１１は、位相補償部２１０の出力に対して、第２のチャネル推定部２０９
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からのチャネル推定結果Ｈｅ（ｋ，ｆｓ）を用いた信号分離処理を施すことで、空間多重
伝送された空間多重ストリームを分離する。
【０１９７】
　空間多重ストリームの分離処理については、例えば非特許文献１等で開示されている既
知の技術なのでここでは詳述しない。例えば、ＺＦ（Zero Forcing）法により分離する場
合、第２のチャネル推定部２０９で得られたＯＦＤＭシンボル毎、サブキャリア毎のチャ
ネル推定値Ｈｅ（ｋ、ｆｓ）に対し、次式に示すように、その逆行列を算出することで、
送信シンボル系列Ｘｄ（ｋ，ｆｓ）を分離する。
【０１９８】
　なお、信号分離部２１１での分離処理はＺＦ法に限らず、ＭＭＳＥ（Minimum Mean Squ
are Error）法、ＭＬＤ（Maximum likelihood Detection）法等の他の手法を用いてもよ
い。また、空間多重伝送されていない場合は、等化処理を行えばよい。
【数４５】

【０１９９】
　以上説明したように、本実施の形態の無線通信装置１Ｋは、マルチキャリア変調された
受信信号から、受信信号に含まれる既知の第１のリファレンス信号を用いてチャネル推定
値を算出する第１のチャネル推定部２０１と、第１のリファレンス信号と異なる時間に含
まれる第２のリファレンス信号のレプリカ信号を生成するレプリカ生成部２０２と、レプ
リカ信号に対して、前記チャネル推定値に応じたチャネル変動を付与して参照信号を生成
する参照信号生成部２０３と、マルチキャリア変調された受信信号から、第２のリファレ
ンス信号を抽出するリファレンス信号抽出部２０４と、参照信号生成部２０３により得ら
れた参照信号と、リファレンス信号抽出部２０４により得られた信号を比較することで受
信信号の位相誤差を検出する位相誤差検出部２０５と、位相誤差検出部２０５の出力を基
に受信信号の位相誤差を補償する位相補償部２１０とを具備する。
【０２００】
　これにより、本実施の形態によれば、マルチキャリア変調されたサブキャリア中に、チ
ャネル推定用のリファレンス信号が間欠的に挿入されている場合でも、ＡＦＣの残留周波
数誤差に起因する位相誤差を補償できる。
【０２０１】
　また、本実施の形態の無線通信装置１Ｋは、リファレンス信号抽出部２０４により得ら
れた信号の位相誤差を、位相誤差検出部２０５の検出結果に基づいて補償するリファレン
ス信号位相補償部２０８と、リファレンス信号位相補償部２０８によって位相誤差が補償
されたリファレンス信号を用いてチャネル推定値を算出する第２のチャネル推定部２０９
とを具備する。
【０２０２】
　さらに、本実施の形態の無線通信装置１Ｋは、第１のチャネル推定部２０１のチャネル
推定結果と、位相誤差が補償されたリファレンス信号とを用いて、チャネル推定値を補間
するようにした。
【０２０３】
　本実施の形態では、この補間処理を第２のチャネル推定部２０９で行う場合について説
明したが、第２のチャネル推定部２０９とは別に、チャネル推定補間部を設けるようにし
てもよい。
【０２０４】
　これにより、本実施の形態によれば、時間軸方向の補間により算出されるチャネル推定
値の推定精度を向上できるという効果を得ることができる。これは、時間軸方向の補間処
理の前に、リファレンス信号位相補償部２０８によってＡＦＣの残留周波数誤差に起因す
る位相回転を予め取り除いているので、リファレンス信号には伝搬チャネルの変動成分の
みが残ることになるからである。そして、このように変動成分を減少した上で、時間軸方
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向の補間処理を行ようにしているので、補間精度を高くできる。
【０２０５】
　なお、本実施の形態では、位相補償部２１０による位相補償を、ＯＦＤＭ復調部４の出
力に対して行った場合について述べたが、第２のチャネル推定部２０９で算出されたチャ
ネル推定値に対して位相誤差を反映するようにしてもよい。
【０２０６】
　図１６に、そのような処理を行う無線通信装置の構成例を示す。図１４との対応部分に
同一符号を付して示す図１６において、無線通信装置１Ｌは、無線通信装置１Ｋから位相
補償部２１０を除き、チャネル推定値更新部３００を追加した構成でなる。
【０２０７】
　無線通信装置１Ｌは、チャネル推定値更新部３００に、第２のチャネル推定部２０９の
出力及び位相誤差推定部２０６の出力を入力する。
【０２０８】
　チャネル推定値更新部３００は、位相誤差推定部２０６の出力である位相回転量Ｌ（ｋ
、ｆｓ）を用いることで、第２のチャネル推定部２０９により得られたサブキャリア毎、
ＯＦＤＭシンボル毎のチャネル推定値Ｈｅ（ｋ、ｆｓ）に、位相誤差を加えたチャネル推
定値を算出する。
【０２０９】
　すなわち、チャネル推定値更新部３００は、第２のチャネル推定部２０９で得られたサ
ブキャリア毎のチャネル推定値Ｈｅ（ｋ、ｆｓ）に対し、次式に示すように、位相回転量
Ｌ（ｋ、ｆｓ）を乗算することで、位相誤差が加えられたチャネル推定値Ｈｂ（ｋ、ｆｓ
）を算出する。
【数４６】

【０２１０】
　チャネル推定値更新部３００の出力は、信号分離部３０１に送出される。信号分離部３
０１は、更新されたチャネル推定値Ｈｂ（ｋ、ｆｓ）を基に、バッファ部２０７から出力
されるサブキャリア信号に対し分離等化処理（検波処理）を行う。更新されたチャネル推
定値Ｈｂ（ｋ、ｆｓ）は、ＡＦＣ誤差に起因する位相回転を含むチャネル推定値であるた
め、信号分離部３０１では、受信されたサブキャリア信号の位相回転を含めた分離等化処
理が可能となる。
【０２１１】
　このように、図１６の無線通信装置１Ｌは、マルチキャリア変調された受信信号から、
受信信号に含まれる既知の第１のリファレンス信号を用いてチャネル推定値を算出する第
１のチャネル推定部２０１と、第１のリファレンス信号と異なる時間に含まれる第２のリ
ファレンス信号のレプリカ信号を生成するレプリカ生成部２０２と、レプリカ信号に対し
て、前記チャネル推定値に応じたチャネル変動を付与して参照信号を生成する参照信号生
成部２０３と、マルチキャリア変調された受信信号から、第２のリファレンス信号を抽出
するリファレンス信号抽出部２０４と、参照信号生成部２０３により得られた参照信号と
、リファレンス信号抽出部２０４により得られた信号を比較することで受信信号の位相誤
差を検出する位相誤差検出部２０５と、位相誤差検出部２０５の出力を基に、チャネル推
定値を更新するチャネル推定値更新部３００とを具備する。これにより、図１４の無線通
信装置１Ｋと同様の効果を得ることができる。
【０２１２】
　なお、本実施の形態における構成は、サブキャリア毎のＯＦＤＭ復調信号に対し位相補
償を行うか、あるいは、チャネル推定値に対し位相補償を加える構成であり、信号分離部



(33) JP 4958565 B2 2012.6.20

10

20

30

40

50

２１１（３０１）の構成に依存しない。そのため、信号分離部２１１（３０１）における
空間多重ストリームの分離手法を、適応的に変更することも可能である。すなわち、変調
多値数が小さい場合はＭＬＤ手法を用い、６４ＱＡＭ等の変調多値数が大きい場合はＺＦ
手法を用いて６４ＱＡＭでの回路規模の削減を図ることもできる。
【０２１３】
　なお、上述した実施の形態１～６では、各ＯＦＤＭ復調部４―１～４－Ｍにおいて、周
波数同期処理を行う場合を想定して説明したが、送信側及び受信側の無線通信装置の周波
数精度が十分高い場合には、ＯＦＤＭシンボル復調部４における周波数同期を省略しても
よい。その場合には、上述した実施の形態と同様の考え方で、周波数同期（ＡＦＣ処理）
と位相同期処理を同時に行うようにすればよい。
【産業上の利用可能性】
【０２１４】
　本発明に係る無線通信装置は、パイロットサブキャリア信号を空間多重して伝送する伝
送フォーマットを用いる無線通信システムに適用して好適である。
【図面の簡単な説明】
【０２１５】
【図１】本発明の実施の形態１に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図２】実施の形態におけるパケット構成例を示す図
【図３】実施の形態１の無線通信装置の別の構成例を示すブロック図
【図４】実施の形態２の無線通信装置の構成を示すブロック図
【図５】干渉除去パイロットサブキャリア（ＰＳＣ）位相補償部の構成を示すブロック図
【図６】実施の形態２の無線通信装置の別の構成例を示すブロック図
【図７】実施の形態３の無線通信装置の構成を示すブロック図
【図８】実施の形態４の無線通信装置の構成を示すブロック図
【図９】実施の形態５の無線通信装置の構成を示すブロック図
【図１０】実施の形態５の無線通信装置の別の構成例を示すブロック図
【図１１】実施の形態５の無線通信装置の別の構成例を示すブロック図
【図１２】実施の形態５の無線通信装置の別の構成例を示すブロック図
【図１３】実施の形態５の無線通信装置の別の構成例を示すブロック図
【図１４】実施の形態６の無線通信装置の構成を示すブロック図
【図１５】実施の形態６のパケット構成例を示す図
【図１６】実施の形態６の無線通信装置の別の構成例を示すブロック図
【図１７】パイロットサブキャリア信号を空間多重して伝送する伝送フォーマット例を示
す図
【図１８】位相トラッキング回路を有する従来の無線通信装置の構成例を示すブロック図
【符号の説明】
【０２１６】
　１、１ｂ、１ｃ、１ｄ、１ｅ、１ｆ、１ｇ、１ｈ、１ｉ、１ｊ、１Ｋ、１Ｌ　無線通信
装置
　５　チャネル推定部
　６、７２　パイロットサブキャリア（ＰＳＣ）レプリカ生成部
　７　参照信号生成部
　８　空間多重パイロットサブキャリア（ＰＳＣ）抽出部
　９、９ｂ、７３、１１０　位相補償部
　１０、７０　信号分離部
　１１　復号処理部
　３０　チャネル推定更新部
　４０、１００　干渉除去パイロットサブキャリア（ＰＳＣ）位相補償部
　５１　パイロットサブキャリア（ＰＳＣ）干渉キャンセル部
　５２　位相誤差検出部



(34) JP 4958565 B2 2012.6.20

10

　５３、１３０　乗算部
　６１　データ部レプリカ生成部
　６２　データ部参照信号生成部
　７１　パイロットサブキャリア（ＰＳＣ）抽出部
　７４、９３　復号処理部
　８０　チャネル推定値更新部
　９０、９０ａ　反復復号部
　９１　再変調部
　９２　干渉キャンセル部
　１２０　干渉除去パイロットサブキャリア（ＰＳＣ）位相誤差検出部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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