
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
通信相手において、振幅０の第１シンボルを含む第１シンボル列のうちピークパワーの小
さいものから所定の数選択されたシンボル列で送信データを変換してサブキャリアにマッ
ピングしたマルチキャリア信号を受信する受信手段と、前記受信手段に受信されたマルチ
キャリア信号をデマッピングし、デマッピングされたシンボルパターンを復調して受信デ
ータを得るデマッピング手段と、を具備し、
前記デマッピング手段は、前記第１シンボル列のうちピークパワーの小さいものから所定
の数選択されたシンボル列でデマッピングすることを特徴とするマルチキャリア通信装置
。
【請求項２】
前記デマッピング手段は、前記マルチキャリア信号を、振幅０のシンボルを含まない第２
シンボル列にデマッピングし、デマッピングされたシンボルパターンを復調して受信デー
タを得ることを特徴とする請求項１記載のマルチキャリア通信装置。
【請求項３】
前記デマッピング手段は、前記マルチキャリア信号を復調し、復調された３つの離散値で
表される第１データを２つの離散値で表される第２データに変換することを特徴とする請
求項１記載のマルチキャリア通信装置。
【請求項４】
前記デマッピング手段は、前記第１シンボル列と前記第２シンボル列とを対応つけたテー
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ブルを格納した記憶手段と、受信したシンボル列を前記テーブルと照合する照合手段と、
を具備することを特徴とする請求項２記載のマルチキャリア通信装置。
【請求項５】
前記デマッピング手段は、２つの離散値で表される第２データパターンと３つの離散値で
表される第１データパターンとを対応つけたテーブルを格納した記憶手段を具備すること
を特徴とする請求項３に記載のマルチキャリア通信装置。
【請求項６】
通信相手において、振幅０のシンボルを含まない第２シンボル列を振幅０の第１シンボル
を含む第１シンボル列に変換してサブキャリアにマッピングしたマルチキャリア信号を受
信する受信手段と、前記第１シンボル列と前記第２シンボル列とを対応つけたテーブルを
格納し、前記受信手段に受信されたマルチキャリア信号を前記テーブルを参照して前記第
２シンボル列にデマッピングし、デマッピングされたシンボルパターンを復調して受信デ
ータを得るデマッピング手段と、受信したシンボル列が前記テーブルにおいて対応つけら
れない場合に送信側に再送を要求する再送要求手段と、を具備することを特徴とするマル
チキャリア通信装置。
【請求項７】
通信相手において、振幅０のシンボルを含まない第２シンボル列を振幅０の第１シンボル
を含む第１シンボル列に変換してサブキャリアにマッピングしたマルチキャリア信号を受
信する受信手段と、前記第１シンボル列と前記第２シンボル列とを対応つけたテーブルを
格納し、前記受信手段に受信されたマルチキャリア信号を前記テーブルを参照して前記第
２シンボル列にデマッピングし、デマッピングされたシンボルパターンを復調して受信デ
ータを得るデマッピング手段と、受信したシンボル列が前記テーブルにおいて対応つけら
れない場合に前記シンボル列の誤りを訂正する誤り訂正手段と、を具備することを特徴と
するマルチキャリア通信装置。
【請求項８】
通信相手において、

変換してサブキャリアにマッピングしたマルチキャリア信号を受信する受信手段と
、前記受信手段に受信されたマルチキャリア信号をデマッピングし、デマッピングされた
シンボルパターンを復調して受信データを得るデマッピング手段と、を具備し、
前記デマッピング手段は、所定のシンボル単位で複数の第１シンボル列を１つのデータパ
ターンに対応つけてデマッピングすることを特徴とするマルチキャリア通信装置。
【請求項９】
通信相手において、

変換してサブキャリアにマッピングしたマルチキャリア信号を受信する受信
手段と、前記受信手段に受信されたマルチキャリア信号をデマッピングし、デマッピング
されたシンボルパターンを復調して受信データを得るデマッピング手段と、を具備し、
前記デマッピング手段は、

ことを特徴とするマルチキャリア通信装置。
【請求項１０】
通信相手において、

変換してサブキャリアにマッピングしたマルチキャリア信号を受信する受信手段と
、既知信号を用いてチャネル推定を行うチャネル推定手段と、前記チャネル推定の結果を
用いて前記第１シンボル列のレプリカ信号を生成するレプリカ信号生成手段と、前記レプ
リカ信号と受信したシンボルパターンとを比較することにより、受信したシンボルパター
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２値で表される送信データを、振幅０の第１シンボル、所定の振幅を
有する第２シンボル、前記第２シンボルと逆の極性の第３シンボルとからなる第１シンボ
ル列に

２値で表される送信データを、振幅０の複数の第１シンボル、所定の
振幅を有する第２シンボル、前記第２シンボルと逆の極性の第３シンボルとからなる第１
シンボル列に

受信されたマルチキャリア信号の振幅０と判断されたサブキャ
リアと各シンボルパターンの前記複数の第１シンボルがマッピングされたサブキャリアの
組み合わせとを比較して前記第１シンボルがマッピングされたサブキャリアを判定し、前
記判定されたサブキャリアに前記第１シンボルがマッピングされたシンボルパターンの中
から前記第１シンボル列を推定する

２値で表される送信データを、振幅０の第１シンボル、所定の振幅を
有する第２シンボル、前記第２シンボルと逆の極性の第３シンボルとからなる第１シンボ
ル列に



ンを決定する受信シンボルパターン決定手段と、決定された受信シンボルパターンから受
信データを得る復調手段と、を具備することを特徴とするマルチキャリア通信装置。
【請求項１１】
振幅０の第１シンボルを含む第１シンボル列で送信データを変換してサブキャリアにマッ
ピングするマッピング手段と、マッピングされたマルチキャリア信号を送信する送信手段
と、を具備し、
前記マッピング手段は、前記第１シンボル列のうちピークパワーの小さいものから所定の
数選択されたシンボル列でマッピングすることを特徴とするマルチキャリア通信装置。
【請求項１２】
前記マッピング手段は、送信するデータを変調した振幅０のシンボルを含まない第２シン
ボル列を前記第１シンボル列に変換してサブキャリアにマッピングすることを特徴とする

に記載のマルチキャリア通信装置。
【請求項１３】
前記マッピング手段は、送信する２つの離散値で表される第２データを３つの離散値で表
される第１データに変換して、前記第１データを前記第１シンボル列に変調することを特
徴とする に記載のマルチキャリア通信装置。
【請求項１４】
前記マッピング手段は、前記第１シンボル列と前記第２シンボル列とを対応つけたテーブ
ルを格納した記憶手段を具備することを特徴とする に記載のマルチキャリア通
信装置。
【請求項１５】
前記マッピング手段は、２つの離散値で表される第２データパターンと３つの離散値で表
される第１データパターンとを対応つけたテーブルを格納した記憶手段を具備することを
特徴とする に記載のマルチキャリア通信装置。
【請求項１６】
前記マッピング手段は、第１シンボルをマッピングするサブキャリアの個数を固定とする
ことを特徴とする のいずれかに記載のマルチキャリア通信装置
。
【請求項１７】

変換し
てサブキャリアにマッピングするマッピング手段と、マッピングされたマルチキャリア信
号を送信する送信手段と、を具備し、
前記マッピング手段がマッピングする第１シンボル列において、第１シンボル列と、別の
第１シンボル列とのユークリッド距離は、所定の距離以上であることを特徴とするマルチ
キャリア通信装置。
【請求項１８】

変換し
てサブキャリアにマッピングするマッピング手段と、マッピングされたマルチキャリア信
号を送信する送信手段と、を具備し、
前記マッピング手段がマッピングする第１シンボル列において、第１シンボル列グループ
と、別の第１シンボル列グループとは、第１シンボルがマッピングされるサブキャリアの
位置が異なることを特徴とするマルチキャリア通信装置。
【請求項１９】

変換し
てサブキャリアにマッピングするマッピング手段と、マッピングされたマルチキャリア信
号を送信する送信手段と、を具備し、
前記マッピング手段は、１つのデータパターンを複数の第１シンボル列に対応つけ、前記
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請求項１１

請求項１１

請求項１２

請求項１３

請求項１１から請求項１５

２値で表される送信データを、振幅０の複数の第１シンボル、所定の振幅を有する第２シ
ンボル、前記第２シンボルと逆の極性の第３シンボルとからなる第１シンボル列に

２値で表される送信データを、振幅０の複数の第１シンボル、所定の振幅を有する第２シ
ンボル、前記第２シンボルと逆の極性の第３シンボルとからなる第１シンボル列に

２値で表される送信データを、振幅０の複数の第１シンボル、所定の振幅を有する第２シ
ンボル、前記第２シンボルと逆の極性の第３シンボルとからなる第１シンボル列に



送信手段は、前記複数の第１シンボル列のいずれかを送信することを特徴とするマルチキ
ャリア通信装置。
【請求項２０】
前記マッピング手段がマッピングする第１シンボル列において、１つの送信するデータが
対応する第１シンボル列と、前記送信するデータが対応する別の第１シンボル列とのユー
クリッド距離は、他の第１シンボル列とのユークリッド距離以下であることを特徴とする

に記載のマルチキャリア通信装置。
【請求項２１】

変換し
てサブキャリアにマッピングするマッピング手段と、マッピングされたマルチキャリア信
号を送信する送信手段と、を具備し、
前記マッピング手段は、送信される第１シンボル列において過去に第１シンボルを配置し
たサブキャリアと異なるサブキャリアに第１シンボルを配置することを特徴とするマルチ
キャリア通信装置。
【請求項２２】
前記マッピング手段は、第１シンボル列における第１シンボルの位置及びタイミングを記
憶する挿入位置記憶手段を具備することを特徴とする に記載のマルチキャリア
通信装置。
【請求項２３】
前記マッピング手段は、第１シンボル列における第１シンボルの位置及びタイミングを乱
数で決定する乱数発生手段を具備することを特徴とする に記載のマルチキャリ
ア通信装置。
【請求項２４】

変換し
てサブキャリアにマッピングするマッピング手段と、マッピングされたマルチキャリア信
号を送信する送信手段と、を具備し、
前記マッピング手段は、第１シンボル複数個を一組として１つの第１シンボルに用い、デ
ータパターンから第１シンボル列にマッピングすることを特徴とするマルチキャリア通信
装置。
【請求項２５】
送信装置側で、振幅０の第１シンボルを含む第１シンボル列のうちピークパワーの小さい
ものから所定の数選択されたシンボル列で送信データを変換し、サブキャリアにマッピン
グしてマルチキャリア信号を生成するマッピング工程と、前記マルチキャリア信号を送信
する送信工程と、を具備し、
受信装置側で、前記送信装置側から送信されたマルチキャリア信号を受信する受信工程と
、前記受信したマルチキャリア信号を受信データにデマッピングし、デマッピングされた
シンボルパターンを復調して受信データを得るデマッピング工程と、を具備することを特
徴とするピーク電力抑圧方法。
【請求項２６】
マッピング工程は、送信するデータを変調した第２シンボル列を、第１シンボルを含む第
１シンボル列でサブキャリアにマッピングすることを特徴とする に記載のピー
ク電力抑圧方法。
【請求項２７】
マッピング工程は、送信する２つの離散値で表される第２データを３つの離散値で表され
る第１データに変換して、前記第１データを第１シンボルを含む第１シンボル列に変調す
ることを特徴とする に記載のピーク電力抑圧方法。
【請求項２８】
デマッピング工程は、第１シンボルを含む第１シンボル列でサブキャリアにマッピングさ
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請求項１９

２値で表される送信データを、振幅０の複数の第１シンボル、所定の振幅を有する第２シ
ンボル、前記第２シンボルと逆の極性の第３シンボルとからなる第１シンボル列に

請求項２１

請求項２１

２値で表される送信データを、振幅０の複数の第１シンボル、所定の振幅を有する第２シ
ンボル、前記第２シンボルと逆の極性の第３シンボルとからなる第１シンボル列に

請求項２５

請求項２５



れたマルチキャリア信号を、前記第１シンボルのシンボルを含まない第２シンボル列に所
定のシンボル単位でデマッピングし、デマッピングされたシンボルパターンを復調して受
信データを得ることを特徴とする のいずれかに記載のピーク電
力抑圧方法。
【請求項２９】
デマッピング工程は、第１シンボルを含む第１シンボル列でサブキャリアにマッピングさ
れたマルチキャリア信号を復調し、復調された３つの離散値で表される第１データを２つ
の離散値で表される第２データに変換することを特徴とする の
いずれかに記載のピーク電力抑圧方法。
【請求項３０】
送信装置側で、振幅を０とした第１シンボルをマッピングしたサブキャリア数を通知する
通知工程を具備し、受信装置側で、デマッピング工程において、振幅を０とした第１シン
ボルをマッピングしたサブキャリア数にしたがって前記第１シンボルをマッピングしたサ
ブキャリアを判定する第１判定工程と、前記第１シンボル以外のシンボルについて極性判
定を行う第２判定工程と、を具備することを特徴とする のいず
れかに記載のピーク電力抑圧方法。
【請求項３１】
送信装置側で、振幅０の第１シンボルを含む第１シンボル列で送信データを変換してサブ
キャリアにマッピングするマッピング と、マッピングされたマルチキャリア信号およ
び既知信号を送信する送信工程を具備し、受信装置側で、前記マルチキャリア信号および
前記既知信号を受信する受信工程と、前記既知信号を用いてチャネル推定を行うチャネル
推定工程と、前記チャネル推定の結果を用いて、前記第１シンボル列のレプリカ信号を生
成するレプリカ信号生成工程と、前記レプリカ信号と受信シンボルパターンを比較するこ
とにより、受信したシンボルパターンを決定する受信シンボルパターン決定工程と、決定
された受信シンボルパターンから受信データを得る復調工程と、を具備することを特徴と
するピーク電力抑圧方法。
【請求項３２】
前記マッピング手段は、前記第１シンボル列のうちピークパワーの小さいものから順に前
記第２シンボル列と同数選択されたシンボル列でマッピングすることを特徴とする

に記載のマルチキャリア通信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　
Ｍｕｌｔｉｐｌｅ）方式が適用されたマルチキャリア通信装置及びマルチキャリア通信装
置におけるピーク電力抑圧方法に関し、特に移動体通信システムにおける携帯電話機及び
携帯テレビ電話機等の移動局装置や、この移動局装置と通信を行う基地局装置、デジタル
ＴＶ放送や、デジタル音声放送の送受信装置等に用いて好適なマルチキャリア通信装置及
びマルチキャリア通信装置におけるピーク電力抑圧方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種のマルチキャリア通信装置及びマルチキャリア通信装置におけるピーク電力
抑圧方法としては、特開平７－１４３０９８号公報に記載されているものがある。
【０００３】
図３０は、従来のマルチキャリア通信装置の構成を示すブロック図である。
【０００４】
この図３０に示すマルチキャリア通信装置１１は、送信側に、デジタル変調部１２と、Ｓ
／Ｐ（Ｓｅｒｉａｌ／Ｐａｒａｌｌｅｌ）変換部１３と、ＩＦＦＴ（逆高速フーリエ変換
）部１４とを備え、受信側に、ＦＦＴ（高速フーリエ変換）部１５と、Ｐ／Ｓ（Ｐａｒａ
ｌｌｅｌ／Ｓｅｒｉａｌ）変換部１６と、デジタル復調部１７とを備えて構成されている
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請求項２５から請求項２７

請求項２５から請求項２７

請求項２５から請求項２９

工程

請求項
１２



。
【０００５】
このような構成において、送信側においては、デジタル変調部１２において、ＢＰＳＫ（
Ｂｉｎａｒｉｐｈａｓｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）や、１６ＱＡＭ（Ｑ
ｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）等の変調方式に応じ
て、送信データによるデジタル変調が行われる。
【０００６】
この変調後のシリアルのデータは、Ｓ／Ｐ変換部１３で、パラレルのデータ（デジタルシ
ンボル）に変換され、このパラレルのデータが、ＩＦＦＴ部１４で、逆高速フーリエ変換
処理されることによって、各々位相の異なるサブキャリアに重畳され、これが時系列的に
連続する送信ＯＦＤＭシンボル信号として出力される。
【０００７】
一方、受信側においては、受信ＯＦＤＭシンボル信号が、ＦＦＴ部１５で、高速フーリエ
変換処理されることによって、各々位相の異なるサブキャリアに重畳された各データが分
離され、この分離後のパラレルのデータが、Ｐ／Ｓ変換部１６でシリアルのデータに変換
され、このシリアルのデータがデジタル復調部１７で、デジタル復調されて出力される。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の装置においては、送信データをパラレルのデータに変換したのち複
数のサブキャリアに重畳して伝送するため、サブキャリア毎の相関が無く、このため各サ
ブキャリアの位相が重なってしまうとＯＦＤＭシンボルとしては極めて大きな信号振幅を
持つことになる。
【０００９】
このように、各サブキャリアの重なりによって、送信時に信号のピーク電圧が高くなると
、これを増幅器で増幅した場合に、増幅器の上限利得に応じて信号のピーク部分が削られ
てしまう。
【００１０】
これを防止するため、大型の増幅器を用いると、装置全体の大型化を招き、これによって
装置が高くなり、更に消費電力の増大、発熱の増加を招くことになるという問題がある。
【００１１】
ここで、ピーク電圧を抑圧する方法として、特開平７－１４３０９８号公報に記載されて
いるように、電圧の上限値を設定し、上限値を越える電圧を単純にカットする方法がある
。しかし、ピーク電圧をカットしただけでは、信号が歪み、また帯域を広げてしまうこと
から、受信時における誤り率が劣化（伝送特性が劣化）するという問題がある。
【００１２】
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、伝送特性を劣化させることなく且つ装置
の大型化を招くことなく、簡単な装置構成で信号のピーク電圧を抑圧することができるマ
ルチキャリア通信装置及びマルチキャリア通信装置におけるピーク電力抑圧方法を提供す
ることを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
本発明のマルチキャリア通信装置は、 を含む第
１シンボル列

サブキャリアにマッピング マルチキャリア信号を受信する受信手段
と、

デマッピング手段と、を具備

する構成を採る。
【００１４】
本発明のマルチキャリア通信装置は、 デマッピング手段は、 マルチキャリア信号
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通信相手において、振幅０の第１シンボル
のうちピークパワーの小さいものから所定の数選択されたシンボル列で送信

データを変換して した
前記受信手段に受信されたマルチキャリア信号をデマッピングし、デマッピングされ

たシンボルパターンを復調して受信データを得る し、前記デ
マッピング手段は、前記第１シンボル列のうちピークパワーの小さいものから所定の数選
択されたシンボル列でデマッピング

前記 前記



を、 第２シンボル列にデマッピングし、デマッピングされた
シンボルパターンを復調して受信データを得る構成を採る。
【００１５】
本発明のマルチキャリア通信装置は、 デマッピング手段は、 マルチキャリア信号
を復調し、復調された３つの離散値で表される第１データを２つの離散値で表される第２
データに変換する構成を採る。
【００１６】
これらの構成によれば、サブキャリアの内の幾つかが振幅０となってシンボルデータのパ
ターンが増え、即ちシンボルデータ空間が大きくなるので、ピーク電力の大きなシンボル
パターンは用いられない。その結果、伝送特性を劣化させることなく且つ装置の大型化を
招くことなく、簡単な装置構成で信号のピーク電圧を抑圧することができる。
【００１７】
本発明のマルチキャリア通信装置は、 デマッピング手段は、 第１シンボル列と

第２シンボル列とを対応つけたテーブルを格納した記憶手段と、受信したシンボル列を
前記テーブルと照合する照合手段と、を具備する構成を採る。
【００１８】
この構成によれば、第１及び第２のシンボルパターンを簡単に照合することができ、デマ
ッピングを効率良く行うことが可能となる。これにより、送信されたマルチキャリア信号
のシンボルデータを適正に復調することができる。
【００１９】
本発明のマルチキャリア通信装置は、 デマッピング手段は、２つの離散値で表される
第２データパターンと３つの離散値で表される第１データパターンとを対応つけたテーブ
ルを格納した記憶手段を具備する構成を採る。
【００２０】
本発明のマルチキャリア通信装置は、

受信したシンボル
列が テーブルにおいて対応つけられない場合に送信側に再送を要求する再送要求手段
と、を具備する構成を採る。
【００２１】
この構成によれば、受信シンボルデータが伝送途中などで誤っていても、誤り訂正を行う
ことにより、誤りの無いシンボルデータを受信することができる。
【００２２】
本発明のマルチキャリア通信装置は、

受信したシンボル
列が テーブルにおいて対応つけられない場合に前記シンボル列の誤りを訂正する誤り
訂正手段と、を具備する構成を採る。
【００２３】
この構成によれば、受信シンボルデータが伝送途中などで誤っていても、再送によって、
誤りの無いシンボルデータを受信することができる。
【００２８】
本発明のマルチキャリア通信装置は、通信相手において、
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振幅０のシンボルを含まない

前記 前記

前記 前記 前
記

前記

通信相手において、振幅０のシンボルを含まない第
２シンボル列を振幅０の第１シンボルを含む第１シンボル列に変換してサブキャリアにマ
ッピングしたマルチキャリア信号を受信する受信手段と、前記第１シンボル列と前記第２
シンボル列とを対応つけたテーブルを格納し、前記受信手段に受信されたマルチキャリア
信号を前記テーブルを参照して前記第２シンボル列にデマッピングし、デマッピングされ
たシンボルパターンを復調して受信データを得るデマッピング手段と、

前記

通信相手において、振幅０のシンボルを含まない第
２シンボル列を振幅０の第１シンボルを含む第１シンボル列に変換してサブキャリアにマ
ッピングしたマルチキャリア信号を受信する受信手段と、前記第１シンボル列と前記第２
シンボル列とを対応つけたテーブルを格納し、前記受信手段に受信されたマルチキャリア
信号を前記テーブルを参照して前記第２シンボル列にデマッピングし、デマッピングされ
たシンボルパターンを復調して受信データを得るデマッピング手段と、

前記

２値で表される送信データを、
振幅０の第１シンボル、所定の振幅を有する第２シンボル、前記第２シンボルと逆の極性



変換してサブキャリアにマッピングしたマル
チキャリア信号を受信する受信手段と、前記受信手段に受信されたマルチキャリア信号を
デマッピングし、デマッピングされたシンボルパターンを復調して受信データを得るデマ
ッピング手段と、を具備し、前記デマッピング手段は、所定のシンボル単位で複数の第１
シンボル列を１つのデータパターンに対応つけてデマッピングする構成を採る。
【００２９】
本発明のマルチキャリア通信装置は、通信相手において、

変換してサブキャリアにマッピングし
たマルチキャリア信号を受信する受信手段と、前記受信手段に受信されたマルチキャリア
信号をデマッピングし、デマッピングされたシンボルパターンを復調して受信データを得
るデマッピング手段と、を具備し、前記デマッピング手段は、

構成を採る。
【００３４】
本発明のマルチキャリア通信装置は、通信相手において、

変換してサブキャリアにマッピングしたマル
チキャリア信号を受信する受信手段と、既知信号を用いてチャネル推定を行うチャネル推
定手段と、前記チャネル推定の結果を用いて前記第１シンボル列のレプリカ信号を生成す
るレプリカ信号生成手段と、前記レプリカ信号と受信したシンボルパターンとを比較する
ことにより、受信したシンボルパターンを決定する受信シンボルパターン決定手段と、決
定された受信シンボルパターンから受信データを得る復調手段と、を具備する構成を採る
。
【００３５】
この構成によれば、シンボルパターンを一括して判定することが可能となり、より正確な
シンボルパターンの決定を行うことができる。
【００３６】
本発明のマルチキャリア通信装置は、 第１シンボル列

サブキャリアにマッピングするマッピング手段と、マッピングされたマ
ルチキャリア信号を送信する送信手段と、を具備

構成を採る。
【００３７】
本発明のマルチキャリア通信装置は、 マッピング手段は、送信するデータを変調した

第２シンボル列を 第１シンボル列 サブキャリ
アにマッピングする構成を採る。

【００３８】
本発明のマルチキャリア通信装置は、 マッピング手段は、送信する２つの離散値で表
される第２データを３つの離散値で表される第１データに変換して、前記第１データを

第１シンボル列に変調する構成を採る。
【００３９】
これらの構成によれば、同相成分及び直交成分の少なくとも一方の振幅を０とした第１シ
ンボルを含む第１シンボル列で送信を行うので、ピーク電力を抑圧した状態でマルチキャ
リア通信を行うことができる。
【００４０】
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の第３シンボルとからなる第１シンボル列に

２値で表される送信データを、
振幅０の複数の第１シンボル、所定の振幅を有する第２シンボル、前記第２シンボルと逆
の極性の第３シンボルとからなる第１シンボル列に

受信されたマルチキャリア
信号の振幅０と判断されたサブキャリアと各シンボルパターンの前記複数の第１シンボル
がマッピングされたサブキャリアの組み合わせとを比較して前記第１シンボルがマッピン
グされたサブキャリアを判定し、前記判定されたサブキャリアに前記第１シンボルがマッ
ピングされたシンボルパターンの中から前記第１シンボル列を推定する

２値で表される送信データを、
振幅０の第１シンボル、所定の振幅を有する第２シンボル、前記第２シンボルと逆の極性
の第３シンボルとからなる第１シンボル列に

振幅０の第１シンボルを含む で送信
データを変換して

し、前記マッピング手段は、前記第１シ
ンボル列のうちピークパワーの小さいものから所定の数選択されたシンボル列でマッピン
グする

前記
振幅０のシンボルを含まない 前記 に変換して

また、本発明のマルチキャリア通信装置は、前記マッピ
ング手段は、前記第１シンボル列のうちピークパワーの小さいものから順に前記第２シン
ボル列と同数選択されたシンボル列でマッピングする構成を採る。

前記
前

記



本発明のマルチキャリア通信装置は、 マッピング手段は、 第１シンボル列と
第２シンボル列とを対応つけたテーブルを格納した記憶手段を具備する構成を採る。
【００４１】
この構成によれば、第１及び第２のシンボルパターンを簡単に照合することができ、マッ
ピングを効率良く行うことが可能となる。
【００４２】
本発明のマルチキャリア通信装置は、 マッピング手段は、２つの離散値で表される第
２データパターンと３つの離散値で表される第１データパターンとを対応つけたテーブル
を格納した記憶手段を具備する構成を採る。
【００４３】
この構成によれば、第１及び第２のデータパターンを簡単に照合することができ、マッピ
ングを効率良く行うことが可能となる。
【００４４】
本発明のマルチキャリア通信装置は、 マッピング手段は、第１シンボルをマッピング
するサブキャリアの個数を固定とする構成を採る。
【００４７】
本発明のマルチキャリア通信装置は、

変換してサブキャリアにマッピングするマッピング手段と
、マッピングされたマルチキャリア信号を送信する送信手段と、を具備し、前記マッピン
グ手段がマッピングする第１シンボル列において、第１シンボル列と、別の第１シンボル
列とのユークリッド距離は、所定の距離以上である構成を採る。
【００４８】
本発明のマルチキャリア通信装置は、

変換してサブキャリアにマッピングするマッピング手段と
、マッピングされたマルチキャリア信号を送信する送信手段と、を具備し、前記マッピン
グ手段がマッピングする第１シンボル列において、第１シンボル列グループと、別の第１
シンボル列グループとは、第１シンボルがマッピングされるサブキャリアの位置が異なる
構成を採る。
【００４９】
この構成によれば、本発明のマルチキャリア通信装置は、ユークリッド距離が所定の距離
以上のシンボルパターン同士を、異なる従来のデータパターンに対応つけることにより、
フェージング等の経路の影響でシンボルが変化しても他のシンボルとの区別をすることが
できる。
【００５０】
本発明のマルチキャリア通信装置は、

変換してサブキャリアにマッピングするマッピング手段と
、マッピングされたマルチキャリア信号を送信する送信手段と、を具備し、前記マッピン
グ手段は、１つのデータパターンを複数の第１シンボル列に対応つけ、前記送信手段は、
前記複数の第１シンボル列のいずれかを送信する構成を採る。
【００５１】
この構成によれば、本発明のマルチキャリア通信装置は、送信したシンボルがフェージン
グ等の影響により誤りが発生した時に、送信したデータに対応する複数のシンボルのいず
れかとして受信することにより正しいシンボルを受信することができる。
【００５２】
本発明のマルチキャリア通信装置は、 マッピング手段がマッピングする第１シンボル
列において、 の送信するデータが対応する第１シンボル列と、前記送信するデータが
対応する別の第１シンボル列とのユークリッド距離は、他の第１シンボル列とのユークリ
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前記 前記 前記

前記

前記

２値で表される送信データを、振幅０の複数の第１
シンボル、所定の振幅を有する第２シンボル、前記第２シンボルと逆の極性の第３シンボ
ルとからなる第１シンボル列に

２値で表される送信データを、振幅０の複数の第１
シンボル、所定の振幅を有する第２シンボル、前記第２シンボルと逆の極性の第３シンボ
ルとからなる第１シンボル列に

２値で表される送信データを、振幅０の複数の第１
シンボル、所定の振幅を有する第２シンボル、前記第２シンボルと逆の極性の第３シンボ
ルとからなる第１シンボル列に

前記
１つ



ッド距離以下である構成を採る。
【００５３】
この構成によれば、本発明のマルチキャリア通信装置は、ユークリッド距離がより近いシ
ンボルパターン同士を一つの従来のデータパターンに対応つけることにより、フェージン
グ等の経路の影響でシンボルが変化しても他のシンボルとの区別をすることができる。
【００５４】
本発明のマルチキャリア通信装置は、

変換してサブキャリアにマッピングするマッピング手段と
、マッピングされたマルチキャリア信号を送信する送信手段と、を具備し、前記マッピン
グ手段は、送信される第１シンボル列において過去に第１シンボルを配置したサブキャリ
アと異なるサブキャリアに第１シンボルを配置する構成を採る。
【００５５】
本発明のマルチキャリア通信装置は、 マッピング手段は、第１シンボル列における第
１シンボルの位置及びタイミングを記憶する挿入位置記憶手段を具備する構成を採る。
【００５６】
本発明のマルチキャリア通信装置は、 マッピング手段は、第１シンボル列における第
１シンボルの位置及びタイミングを乱数で決定する乱数発生手段を具備する構成を採る。
【００５７】
これらの構成によれば、本発明のマルチキャリア通信装置は、振幅が「０」のサブキャリ
アの位置が異なるシンボルを交互に対応つけて送信することにより、同じシンボルを続け
て送信することがなくなり、シンボル間の干渉を少なくすることができる。
【００５８】
本発明のマルチキャリア通信装置は、

変換してサブキャリアにマッピングするマッピング手段と
、マッピングされたマルチキャリア信号を送信する送信手段と、を具備し、前記マッピン
グ手段は、第１シンボル複数個を一組として１つの第１シンボルに用い、データパターン
から第１シンボル列にマッピングする構成を採る。
【００５９】
この構成によれば、本発明のマルチキャリア通信装置は、振幅「０」のサブキャリアを複
数個組み合わせて、一つのパターンとして用いることにより、フェージング等の経路の影
響を受けて信号が変化した場合でも、複数の振幅が「０」のサブキャリアの位置から判断
することにより誤りの少ない通信を行うことができる。
【００８４】
本発明のピーク電力抑圧方法は、送信装置側で、 第１シンボルを含む第１シンボ
ル列

サブキャリアにマッピング するマッピング工程と
、 マルチキャリア信号を送信する送信工程と、を具備し、受信装置側で、

マルチキャリア信号を受信する受信工程と、前記 マルチキャ
リア信号を受信データにデマッピング

デマッピング工程と、を具備する。
【００８５】
本発明のピーク電力抑圧方法は、マッピング工程は、送信するデータを変調した第２シン
ボル列を、第１シンボルを含む第１シンボル列でサブキャリアにマッピングすることを特
徴とする。
【００８６】
本発明のピーク電力抑圧方法は、マッピング工程は、送信する２つの離散値で表される第
２データを３つの離散値で表される第１データに変換して、前記第１データを第１シンボ
ルを含む第１シンボル列に変調することを特徴とする。
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２値で表される送信データを、振幅０の複数の第１
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前記
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【００８７】
本発明のピーク電力抑圧方法は、デマッピング工程は、第１シンボルを含む第１シンボル
列でサブキャリアにマッピングされたマルチキャリア信号を、前記第１シンボルを含まな
い第２シンボル列に所定のシンボル単位でデマッピングし、デマッピングされたシンボル
パターンを復調して受信データを得ることを特徴とする。
【００８８】
本発明のピーク電力抑圧方法は、デマッピング工程は、第１シンボルを含む第１シンボル
列でサブキャリアにマッピングされたマルチキャリア信号を復調し、復調された３つの離
散値で表される第１データを２つの離散値で表される第２データに変換することを特徴と
する。
【００８９】
これらの方法によれば、サブキャリアの内の幾つかが振幅０となってシンボルデータのパ
ターンが増え、即ちシンボルデータ空間が大きくなるので、この中から、ピーク電力の小
さいものから順に必要な数だけ選んで送信に用いれば、ピーク電力の大きなシンボルパタ
ーンは用いられないので、結果的に、伝送特性を劣化させることなく且つ装置の大型化を
招くことなく、簡単な装置構成で信号のピーク電圧を抑圧することができる。
【００９２】
本発明のピーク電力抑圧方法は、送信装置側で、振幅を０とした第１シンボルをマッピン
グしたサブキャリア数を通知する通知工程を具備し、受信装置側で、デマッピング工程に
おいて、振幅を０とした第１シンボルをマッピングしたサブキャリア数にしたがって前記
第１シンボルをマッピングしたサブキャリアを判定する第１判定工程と、前記第１シンボ
ル以外のシンボルについて極性判定を行う第２判定工程と、を具備する。
【００９３】
この方法によれば、第１判定において振幅０のシンボルを含むシンボルパターンの判定を
正確に行うことができ、さらに他のシンボルの判定は極性判定だけで良いので、より性格
にシンボルパターンの判定を行うことができる。
【００９４】
本発明のピーク電力抑圧方法は、送信装置側で、

既知信号を送信する送信工程を具備し、受信装置側で
、 前記既知信号を受信する受信工程と、前記 信号を用
いてチャネル推定を行うチャネル推定工程と、前記チャネル推定の結果を用いて、 第
１シンボル列のレプリカ信号を生成するレプリカ信号生成工程と、前記レプリカ信号と受
信シンボルパターンを比較することにより、受信したシンボルパターンを決定する受信シ
ンボルパターン決定工程と、決定された受信シンボルパターンから受信データを得る復調
工程と、を具備する。
【００９５】
この方法によれば、シンボルパターンを一括して判定することが可能となり、より正確な
シンボルパターンの決定を行うことができる。
【００９６】
【発明の実施の形態】
本発明者は、マルチキャリア通信において送信する信号に逐次符号化処理を施すことによ
り、振幅「０」を含む信号を生成して、送信しないサブキャリアをつくる結果、信号全体
のピーク振幅が減少することに着目し、送信する信号に逐次符号化処理を行って周波数領
域で信号を分配して送信することにより、マルチキャリア通信における送信信号のピーク
電圧を抑圧することを見出した。
【００９７】
すなわち、本発明の骨子は、２値で表される信号を３値で表される信号に変換して、サブ
キャリア方向に振幅が「０」を含む信号を生成することにより、各サブキャリアの信号の
位相が重なる可能性及び重なる数を減少させて送信信号のピーク電圧を抑圧することであ
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る。
【００９８】
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。
【００９９】
（実施の形態１）
図１は、本発明の実施の形態１に係るマルチキャリア通信装置の構成を示すブロック図で
ある。
【０１００】
本発明の実施の形態１に係るマルチキャリア通信装置は、デジタル変調部１０１と、Ｓ／
Ｐ変換部１０２と、マッピング部１０３と、ＩＦＦＴ部１０４と、無線送信部１０５と、
アンテナ１０６と、無線受信部１０７と、ＦＦＴ部１０８と、デマッピング部１０９と、
Ｐ／Ｓ変換部１１０と、デジタル復調部１１１から構成される。
【０１０１】
また、マッピング部１０３は、パターン変換部１５１と、テーブル記憶部１５２から構成
される。
【０１０２】
また、デマッピング部１０９は、パターン変換部１６１とテーブル記憶部１６２から構成
される。
【０１０３】
図１において、デジタル変調部１０１は、送信データをデジタル変調し、変調後のシリア
ルデータをシリアルパラレル（Ｓ／Ｐ）変換部１０２に出力する。Ｓ／Ｐ変換部１０２は
、シリアルデータをシリアルパラレル変換し、それぞれのデータはサブキャリアに割り当
てられ、変換前シンボルパターンとしてマッピング部１０３のパターン変換部１５１に出
力する。
【０１０４】
パターン変換部１５１は、変換前シンボルパターンを変換後シンボルパターンに変換し、
このシンボルパターン信号をＩＦＦＴ部１０４に出力する。テーブル記憶部１５２は、変
換前シンボルパターンと変換後シンボルパターンの対応情報を記憶しており、パターン変
換部１５１の参照に応じて、対応情報を出力する。
【０１０５】
ＩＦＦＴ部１０４は、変換後シンボルパターンに逆高速フーリエ変換を行い、逆フーリエ
変換後の送信信号を無線送信部１０５に出力する。無線送信部１０５は、送信信号をデジ
タルアナログ変換してアップコンバートし、アンテナ１０６を介して無線信号として送信
する。
【０１０６】
アンテナ１０６を介して受信された無線信号は、無線受信部１０７で無線信号をダウンコ
ンバートしてアナログデジタル変換され、ＦＦＴ部１０８に出力される。ＦＦＴ部１０８
では、受信信号を高速フーリエ変換して受信シンボルパターンデータとし、この受信シン
ボルパターンをデマッピング部１０９のパターン変換部１６１に出力する。
【０１０７】
パターン変換部１６１は、受信シンボルパターンデータを変換前シンボルパターンに変換
し、Ｐ／Ｓ変換部１１０に出力する。テーブル記憶部１６２は、受信シンボルパターンと
変換前シンボルパターンの対応情報を記憶しており、パターン変換部１６１の参照に応じ
て、対応情報を出力する。
【０１０８】
Ｐ／Ｓ変換部１１０は、変換前シンボルパターンをパラレルシリアル変換し、各サブキャ
リアの信号をシリアルデータにまとめて、デジタル復調部１１１に出力する。デジタル復
調部１１１は、シリアルデータを復調し、受信データを出力する。
【０１０９】
上記構成を有するマルチキャリア通信装置の送信動作について説明する。
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送信データは、デジタル変調部１０１において、ＢＰＳＫ変調が行われ、Ｓ／Ｐ変換部１
０２において、シリアルパラレル変換が行われる。このデータは、複数のサブキャリア上
に重畳されて、変換前シンボルパターンとしてパターン変換部１５１に出力される。
【０１１０】
変換前シンボルパターンは、パターン変換部１５１において、「＋１」、「－１」の２種
類の値をとるシンボルパターンから「＋１」、「－１」、「０」の３種類の値をとるシン
ボルパターンに変換され、変換後シンボルパターンとしてＩＦＦＴ部１０４に出力される
。変換の動作の詳細な説明は後述する。
【０１１１】
変換後シンボルパターンは、ＩＦＦＴ部１０４において、逆高速フーリエ変換され、逆フ
ーリエ変換後の信号が無線送信部１０５に出力される。逆フーリエ変換後の信号は無線送
信部１０５においてデジタルアナログ変換された後に、アップコンバートされ、無線信号
としてアンテナ１０６を通して送信される。
【０１１２】
受信信号は、ＦＦＴ部１０８で高速フーリエ変換された後に、デマッピング部１０９のパ
ターン変換部１６１に出力される。パターン変換部１６１においては、変換後シンボルパ
ターンが、「＋１」、「－１」、「０」の３種類の値をとるシンボルパターンから「＋１
」、「－１」の２種類の値をとるシンボルパターンに変換され、変換前シンボルパターン
としてＰ／Ｓ変換部１１０に出力される。なお、変換の動作の詳細な説明は後述する。
【０１１３】
デマッピングされたシンボルデータは、Ｐ／Ｓ変換部１１０でシリアルデータに変換され
た後にデジタル復調部１１１に出力される。デジタル復調部１１１では、シリアルデータ
にデジタル復調処理を施して受信データを得る。
【０１１４】
次にパターン変換部１５１におけるＯＦＤＭシンボルの変換動作について説明する。
【０１１５】
ＩＦＦＴ部１０４において各ＯＦＤＭシンボルが重畳される各サブキャリアは、それぞれ
が正（＋）か、負（－）の値を持っているので、ＮサブキャリアからなるＯＦＤＭ信号の
１ＯＦＤＭシンボルパターンは、２Ｎ 通りの組み合わせから成ることがわかる。ここでは
、正（＋）、負（－）の値をそれぞれ「＋１」、「－１」と表現する。
【０１１６】
本発明では、Ｎ個のサブキャリアのうちｒ個を選んで変調し、残りの（Ｎ－ｒ）個は振幅
０を伝送する（何も送らない）ようにする。Ｎ個のサブキャリアの中からｒ個のキャリア
を選ぶパターンの数は、Ｎ Ｃｒ で求められる。
【０１１７】
ｒ個は、正か負の値を与える。この場合、１ＯＦＤＭシンボルは、Ｎ Ｃｒ ・２ｒ 通りの表
現ができることがわかる。従来のマルチキャリア通信では、各サブキャリアは正か負の値
しか持たなかったのに対し、本発明のマルチキャリア通信では、各サブキャリアが０もと
りうるので、信号空間が大きくなっている、即ち、Ｎ Ｃｒ ・２ｒ ＞２Ｎ である場合もあり
える。
【０１１８】
そこで、Ｎ Ｃｒ ・２ｒ 通りのシンボルの中からピークパワーの小さいものから２Ｎ 個選び
、従来ＯＦＤＭシンボルから本発明方式のＯＦＤＭシンボルへマッピングすることにより
、ピーク電力を抑えることができる。
【０１１９】
次に、図２～図４を用いて、ＯＦＤＭシンボルの変換の一例を説明する。
【０１２０】
ここでは、４個のサブキャリアからなるＯＦＤＭシンボルのうち１個のサブキャリアにつ
いて、振幅「０」の状態を持たせたシンボルパターンを変換する例を説明する。
【０１２１】
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図２は、ＢＰＳＫ変調における４個のサブキャリアからなるＯＦＤＭシンボルパターンを
示す図である。また、図３は、ＢＰＳＫ変調における４個のサブキャリアのうち、１つの
サブキャリアが振幅「０」の状態であるＯＦＤＭシンボルパターンを示す図である。
【０１２２】
４個のサブキャリアからなる従来のＯＦＤＭシンボルパターンは、図２に示すように１６
通りの組み合わせからなる。また、１つのサブキャリアが振幅「０」の状態である新しい
ＯＦＤＭシンボルパターンは、図３に示すように、３２通りの組み合わせからなる。振幅
「０」の状態が含まれることにより、従来のＯＦＤＭシンボルパターンよりピーク電力の
小さい新しいＯＦＤＭシンボルパターンと、従来のＯＦＤＭシンボルパターンよりピーク
電力の大きい新しいＯＦＤＭシンボルパターンが作られる。
【０１２３】
図４は、パターン変換部１５１における変換前シンボルパターンと変換後シンボルパター
ンの対応テーブルの一例を示す図である。この例では、わかりやすくするため、双方のシ
ンボルパターンとも順にＰＮ１がＰ１に、ＰＮ２がＰ３に、…、ＰＮ１６がＰ３１に対応
つけられるマッピングについて説明する。図４において、ｆ１～ｆ４は、各サブキャリア
の周波数を示す。
【０１２４】
図４に示す対応テーブルにおいては、ＯＦＤＭシンボルパターンＰＮ１（＋１、＋１、＋
１、＋１）は、ＯＦＤＭシンボルパターンＰ１（＋１、＋１、＋１、０）に対応する。Ｏ
ＦＤＭシンボルパターンＰＮ２（＋１、＋１、＋１、－１）は、ＯＦＤＭシンボルパター
ンＰ３（＋１、－１、＋１、０）に対応する。ＯＦＤＭシンボルパターンＰＮ３（＋１、
＋１、－１、＋１）は、ＯＦＤＭシンボルパターンＰ５（－１、＋１、－１、０）に対応
する。
【０１２５】
このように、パターン変換部１５１は、上記マッピング動作によりＯＦＤＭシンボルパタ
ーンをＰＮ１、ＰＮ２、ＰＮ３、…、ＰＮ１６からシンボルパターンＰ１、Ｐ３、Ｐ５、
…、Ｐ３１に変換して、よりピーク電力の小さいシンボルパターンにする。そして、この
ピーク電力の小さいＯＦＤＭシンボルをＩＦＦＴ部１０４に出力する。
【０１２６】
一方、デマッピング部１０９のパターン変換部１６１では、マッピング部１０３のパター
ン変換部１５１における処理と反対の処理を行う。すなわち、パターン変換部１６１では
、図４に示す対応テーブルを用いて、「＋１」、「－１」、「０」の３値のシンボルパタ
ーンから「＋１」、「－１」の２値のシンボルパターンに変換する。
【０１２７】
上記マッピング処理においては、新しいＯＦＤＭシンボルパターン３２パターンの中から
ピーク電力の小さい順から１６パターンを選び、従来のＯＦＤＭシンボルパターン１６パ
ターンから変換することにより、ピーク電力の平均値を下げることができる。
【０１２８】
このように、本実施の形態のマルチキャリア通信装置によれば、デジタル変調後にパラレ
ル変換された各ＯＦＤＭシンボル（第１のＯＦＤＭシンボル群）がマッピング部へ出力さ
れ、ここで、第１のＯＦＤＭシンボル群が逆高速フーリエ変換時に重畳される複数のサブ
キャリアｆ１～ｆ４の内、所定数のサブキャリアに重畳されるＯＦＤＭシンボルを０とし
てＯＦＤＭシンボル空間を広げ、この空間のシンボルパターンの中から、ピーク電力の小
さい方より順に、第１のＯＦＤＭシンボル群の数と同数のＯＦＤＭシンボルを選択し、こ
の選択ＯＦＤＭシンボルに、第１のＯＦＤＭシンボル群を対応付け、この対応付けが行わ
れた選択ＯＦＤＭシンボルを出力し、この選択ＯＦＤＭシンボルを逆高速フーリエ変換す
るように送信装置を構成した。
【０１２９】
つまり、サブキャリアｆ１～ｆ４の内の幾つかを振幅０にしてやることにより、ＯＦＤＭ
シンボルのパターンが増え、即ち信号空間が大きくなるので、この中から、ピーク電力の
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小さいシンボルパターンから順に必要な数だけ選んで送信に用いれば、ピーク電力の大き
なシンボルパターンは用いられないので、結果的に、伝送特性を劣化させることなく且つ
装置の大型化を招くことなく、簡単な装置構成で信号のピーク電圧を抑圧することができ
る。
【０１３０】
また、受信装置を、送信装置からの逆高速フーリエ変換された受信ＯＦＤＭシンボルを高
速フーリエ変換し、この変換により得られた各ＯＦＤＭシンボルを、デマッピング部で、
送信装置における選択ＯＦＤＭシンボルに等しい第１パターンデータと照合し、この照合
結果一致したＯＦＤＭシンボルを、前記送信手段における第１のＯＦＤＭシンボル群に等
しい第２パターンデータに対応付け、この対応付けによって得られたＯＦＤＭシンボルを
シリアルのデータに変換し、このシリアルのデータを復調するように構成した。これによ
って、送信装置からのＯＦＤＭシンボルを適正に復調することができる。
【０１３１】
次に、本発明に係るマッピングの他の例について説明する。ここでは、５個のサブキャリ
アからなる変換前ＯＦＤＭシンボルを４個のサブキャリアからなる変換後ＯＦＤＭシンボ
ルにマッピングする動作について説明する。
【０１３２】
図５は、５個のサブキャリアからなる変換前ＯＦＤＭシンボルパターンの組み合わせを示
す。この変換前ＯＦＤＭシンボルパターンは、３２通りの組み合わせからなる。
【０１３３】
上述したように図３は、４個のサブキャリアのうち、１個のサブキャリアが振幅「０」の
値をとりうる場合の変換後ＯＦＤＭシンボルの組み合わせを示す。このＯＦＤＭシンボル
は、３２通りの組み合わせからなる。したがって、５個のサブキャリアを持つ変換前ＯＦ
ＤＭの３２パターンは、変換後ＯＦＤＭの３２パターンを１対１で対応させることができ
る。
【０１３４】
すなわち、図６に示すように、変換前ＯＦＤＭシンボルパターン（＋１、＋１、＋１、＋
１、＋１）は、変換後ＯＦＤＭシンボルパターン（＋１、＋１、＋１、０）に対応する。
変換前ＯＦＤＭシンボルパターン（＋１、＋１、＋１、＋１、－１）は、変換後ＯＦＤＭ
シンボルパターン（＋１、＋１、－１、０）に対応する。変換前ＯＦＤＭシンボルパター
ン（＋１、＋１、＋１、－１、＋１）は、変換後ＯＦＤＭシンボルパターン（＋１、－１
、＋１、０）に対応する。同様に３２通りの変換前ＯＦＤＭシンボルパターンが、３２通
りの変換後ＯＦＤＭシンボルパターンに１対１で対応する。
【０１３５】
パターン変換部１５１は、図６に示す対応テーブルにしたがってＯＦＤＭシンボルパター
ンの変換を行い、５個のサブキャリアからなる変換前ＯＦＤＭシンボルは、４個のサブキ
ャリアからなる変換後ＯＦＤＭに変換する。
【０１３６】
一方、４個のサブキャリアからなる変換後ＯＦＤＭシンボルを５個のサブキャリアからな
る変換前ＯＦＤＭシンボルにデマッピングする場合には、デマッピング部１０９のパター
ン変換部１６１において、図６に示す対応テーブルにしたがってシンボルパターンの変換
を行い、４個のサブキャリアをもつ変換後ＯＦＤＭシンボルは、５個のサブキャリアをも
つ変換前ＯＦＤＭに変換する。
【０１３７】
このようなマッピング方法によれば、サブキャリアに振幅「０」を含めたシンボルパター
ンを用いることにより、ピーク電力を抑えると共に、１ＯＦＤＭあたりのシンボルパター
ン数が増加する、すなわち、信号空間が大きくなるので、１ＯＦＤＭあたりのデータ量を
増加させることができ、高速伝送を行うことができる。
【０１３８】
このように、本実施の形態のマルチキャリア通信装置によれば、サブキャリアの内の幾つ
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かが振幅０となってシンボルデータのパターンが増え、即ちシンボルデータ空間が大きく
なるので、ピーク電力の大きなシンボルパターンは用いられない。その結果、伝送特性を
劣化させることなく且つ装置の大型化を招くことなく、簡単な装置構成で信号のピーク電
圧を抑圧することができる。
【０１３９】
また、本実施の形態のマルチキャリア通信装置によれば、同相成分及び直交成分の少なく
とも一方の振幅を０とした第１シンボルを含む第１シンボル列で送信を行うので、ピーク
電力を抑圧した状態でマルチキャリア通信を行うことができる。
【０１４０】
また、本実施の形態のマルチキャリア通信装置によれば、第１及び第２のシンボルパター
ンを簡単に照合することができ、デマッピングを効率良く行うことが可能となる。これに
より、送信されたマルチキャリア信号のシンボルデータを適正に復調することができる。
【０１４１】
また、本実施の形態のマルチキャリア通信装置によれば、第１及び第２のシンボルパター
ンを簡単に照合することができ、マッピングを効率良く行うことが可能となる。
【０１４２】
（実施の形態２）
図７は、本発明の実施の形態２に係るマルチキャリア通信装置の構成を示すブロック図で
ある。但し実施の形態１と同一の構成となるものについては同一番号を付し、詳しい説明
を省略する。
【０１４３】
本実施の形態においては、デマッピング部２０１を、シンボルパターンを照合するパター
ン照合部２５１と、シンボルパターンの対応テーブルを格納したテーブル記憶部２５２と
、シンボルパターンが対応しない場合に再送を要求する再送要求部２５３と、シンボルパ
ターンの変換を行うパターン変換部２５４とで構成し、シンボルデータに誤りがあったと
きに再送を要求する場合について説明する。
【０１４４】
以下、図７を用いて実施の形態２に係るマルチキャリア通信装置の動作を説明する。
無線信号は、アンテナ１０６を通して、無線受信部１０７に入力され、無線受信部１０７
においてダウンコンバートされてアナログデジタル変換され、ＦＦＴ部１０８において高
速フーリエ変換され、受信ＯＦＤＭシンボルデータとしてデマッピング部のパターン照合
部２５１に出力される。
【０１４５】
パターン照合部２５１では、受信ＯＦＤＭシンボルデータについて、テーブル記憶部２５
２の対応テーブルを参照してシンボルパターンであるかどうか照合し、対応している場合
に受信ＯＦＤＭシンボルをパターン変換部２５４に出力し、対応していない場合にシンボ
ルの再送要求を再送要求部２５３に指示する。
【０１４６】
再送要求部２５３では、パターン照合部２５１からの指示にしたがって再送を要求する旨
の制御信号をデジタル変調部１０１に出力する。また、パターン変換部２５４は、対応テ
ーブルを参照して、受信ＯＦＤＭシンボルデータを変換前ＯＦＤＭシンボルに変換し、Ｐ
／Ｓ変換部１１０に出力する。
【０１４７】
図７に示すマルチキャリア通信装置において、誤り検出について説明する。
【０１４８】
無線信号は、アンテナ１０６を通して、無線受信部１０７に入力され、無線受信部１０７
においてダウンコンバートされてアナログデジタル変換され、ＦＦＴ部１０８において高
速フーリエ変換され、受信シンボルデータとしてパターン照合部２５１に出力される。
【０１４９】
受信シンボルデータは、パターン照合部２５１において、受信ＯＦＤＭシンボルがテーブ
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ル記憶部２５２に対応するシンボルパターンであるかどうか照合する。この受信ＯＦＤＭ
シンボルは、サブキャリアに振幅「０」を含めたシンボルパターンを用いているので通常
のＯＦＤＭシンボルパターンよりパターン数が多く、対応しないシンボルパターンもある
。
【０１５０】
そこで、対応していない場合、このシンボルは、正しい情報ではないと判断され、シンボ
ルの再送要求が再送要求部２５３に出力される。また、対応する場合、受信ＯＦＤＭシン
ボルはパターン変換部２５４に出力される。
【０１５１】
再送要求の指示は、再送要求部２５３において再送要求の信号としてデジタル変調部１０
１に出力され、送信データと共に送信側装置に対して送信される。再送要求により再び送
られてきた無線信号は、受信ＯＦＤＭシンボルとしてデマッピング部２０１に出力され、
再び、受信ＯＦＤＭシンボルがテーブル記憶部２５２に対応するシンボルパターンである
かどうか照合される。
【０１５２】
パターン変換部２５４に出力された受信ＯＦＤＭシンボルは、Ｐ／Ｓ変換部１１０におい
てシリアルのデータに変換され、デジタル復調部１１１において受信データに復調される
。
【０１５３】
このように、本実施の形態のマルチキャリア通信装置によれば、受信シンボルデータが伝
送途中などで誤っていても、再送によって、誤りの無いシンボルデータを受信することが
できる。
【０１５４】
（実施の形態３）
本実施の形態においては、受信ＯＦＤＭシンボルが誤っていたときに誤り訂正を行う場合
について説明する。
【０１５５】
図８は、本発明の実施の形態３に係るマルチキャリア通信装置の構成を示すブロック図で
ある。但し、実施の形態１と同一の構成となるものについては同一番号を付し、詳しい説
明を省略する。
【０１５６】
図８に示す構成おいて、デマッピング部３０１は、対応テーブルを参照してシンボルパタ
ーンを照合するパターン照合部３５１と、シンボルパターンの対応テーブルを格納したテ
ーブル記憶部３５２と、誤ったシンボルパターンを訂正する誤り訂正部３５３と、対応テ
ーブルにしたがってシンボルパターンを変換するパターン変換部３５４から構成される。
【０１５７】
パターン照合部３５１は、受信ＯＦＤＭシンボルがテーブル記憶部３５２に格納した対応
テーブルのシンボルパターンであるかどうか照合し、対応している場合に、受信ＯＦＤＭ
シンボルをパターン変換部３５４に出力し、対応していない場合に、誤り訂正部３５３で
シンボルの誤り訂正を行う。誤り訂正部３５３における誤り訂正としては、例えば誤った
ＯＦＤＭシンボルパターンとテーブル記憶部３５２に格納された対応テーブルのシンボル
パターンとを比較し、最も近いシンボルパターンを選択し、誤り訂正後のシンボルパター
ンとする。
【０１５８】
パターン変換部３５４は、受信ＯＦＤＭシンボルデータを変換前ＯＦＤＭシンボルに変換
し、Ｐ／Ｓ変換部１１０に出力する。
【０１５９】
図８を用いて、マルチキャリア通信における誤り訂正について説明する。
【０１６０】
無線信号は、アンテナ１０６を通して、無線受信部１０７に入力され、無線受信部１０７
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においてダウンコンバートされてアナログデジタル変換され、ＦＦＴ部１０８において高
速フーリエ変換され、受信シンボルデータとしてパターン照合部３５１に出力される。
【０１６１】
受信シンボルデータは、パターン照合部３５１において、受信ＯＦＤＭシンボルがテーブ
ル記憶部３５２に対応するシンボルパターンであるかどうか照合する。対応していない場
合には、このシンボルは正しいシンボルではないと判断され、誤り訂正部３５３に出力さ
れる。誤り訂正部３５３では、誤りとして入力されたシンボルパターンに近いシンボルパ
ターンを選択してパターン変換部３５４に出力する。また、照合の結果、対応する場合に
は、受信ＯＦＤＭシンボルはパターン変換部３５４に出力される。
【０１６２】
パターン変換部３５４に出力された受信ＯＦＤＭシンボルは、Ｐ／Ｓ変換部１１０におい
てシリアルのデータに変換され、デジタル復調部１１１において受信データに復調される
。
【０１６３】
このように、本実施の形態のマルチキャリア通信装置によれば、受信シンボルデータが伝
送途中などで誤っていても、誤り訂正を行うことにより、誤りの無いシンボルデータを受
信することができる。
【０１６４】
（実施の形態４）
図９は、本発明の実施の形態４に係るマルチキャリア通信装置の構成を示すブロック図で
ある。但し実施の形態１と同一の構成となるものについては同一番号を付し、詳しい説明
を省略する。
【０１６５】
図９において、デマッピング部４０１は、受信レベル測定部４５１と、信号判断部４５２
と、パターン変換部４５３と、テーブル記憶部４５４とを有する。
【０１６６】
受信レベル測定部４５１は、ＦＦＴ部１０８から出力された受信ＯＦＤＭシンボルの各サ
ブキャリアの受信レベルを測定し、その結果を信号判断部４５２に出力する。
【０１６７】
信号判断部４５２は、各サブキャリアの受信レベルからシンボルを硬判定し、この硬判定
結果をパターン変換部４５３に出力する。パターン変換部４５３は、硬判定結果で構成さ
れるシンボルパターンに対して、テーブル記憶部４５４に格納された対応テーブルを参照
してパターン変換する。パターン変換部４５３は、パターン変換したＯＦＤＭシンボルパ
ターンをＰ／Ｓ変換部１１０に出力する。
【０１６８】
次に、実施の形態４に係るマルチキャリア通信装置の動作について説明する。送信側装置
より送られてきた無線信号は、無線受信部１０７においてダウンコンバートされてアナロ
グデジタル変換され、ＦＦＴ部１０８において高速フーリエ変換され、受信シンボルデー
タとして受信レベル測定部４５１に出力される。
【０１６９】
受信レベル測定部４５１では、シンボルの受信レベルを測定し、その結果を信号判断部４
５２に出力する。受信シンボルデータは、信号判断部４５２において、受信レベルの閾値
判定により硬判定されてシンボルパターンが決定される。このシンボルパターンは、変換
後シンボルデータとしてパターン変換部４５３に出力される。この硬判定の方法は後述す
る。
【０１７０】
変換後シンボルデータは、パターン変換部４５３においてテーブル記憶部４５４に記憶さ
れた対応テーブルにしたがって、変換前シンボルデータに変換される。そして、変換前シ
ンボルデータは、Ｐ／Ｓ変換部１１０においてパラレルのデータに変換され、デジタル復
調部１１１において受信データに復調される。
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【０１７１】
次に、信号判断部４５２におけるシンボルパターンの判定動作の例について説明する。こ
こでは、「＋１」、「－１」の２値のシンボルパターンを「＋１」、「－１」、「０」の
３値のシンボルパターンに変換したものを判定する場合であって、シンボルパターンが＋
１、－１、０、－１である場合について説明する。
【０１７２】
信号判断部４５２においては、３値のシンボルパターンを受信レベルで判定するので、図
１０に示すように、１／３、－１／３の２つの閾値を用いて３値の閾値判定を行う。した
がって、受信レベルが閾値「１／３」より大きい場合、シンボルパターンは、「＋１」と
判定され、閾値「－１／３」より小さい場合、シンボルパターンは、「－１」と判定され
、閾値「１／３」より小さく、且つ閾値「－１／３」より大きい場合、シンボルパターン
は、「０」と判定される。
【０１７３】
すなわち、サブキャリアｆ１のシンボルパターンの受信レベルは、「１。１」であり、閾
値「１／３」より大きいので、シンボルパターンは、「＋１」と判定される。サブキャリ
アｆ２のシンボルパターンの受信レベルは、「－０。８」であり、閾値「－１／３」より
小さいので、シンボルパターンは、「－１」と判定される。サブキャリアｆ３のシンボル
パターンの受信レベルは、「０。１」であり、閾値「１／３」より小さく、且つ閾値「－
１／３」より大きいので、シンボルパターンは、「０」と判定される。サブキャリアｆ４
のシンボルパターンの受信レベルは、「－０。４」であり、閾値「－１／３」より小さい
のでシンボルパターンは、「－１」と判定される。このようにしてシンボルパターンを決
定する。
【０１７４】
このように、閾値を２つ設けて受信レベルによりシンボルパターンのシンボルを硬判定す
ることにより、３つの値のデジタル信号を判断することができる。これにより、３値の新
しいシンボルパターンを正確に判定することが可能となる。
【０１７５】
このように、本実施の形態のマルチキャリア通信装置によれば、振幅０のシンボルを含む
シンボルパターンの判定を正確に行うことができる。
【０１７６】
次に、信号判断部４５２におけるシンボルパターンの判定動作の他の例について説明する
。ここでは、「＋１」、「－１」の２値のシンボルパターンを「＋１」、「－１」、「０
」の３値のシンボルパターンに変換したものを判定する場合であって、シンボルパターン
が＋１、－１、０、－１である場合について説明する。
【０１７７】
この判定では、送信側装置からシンボルパターンに振幅「０」がいくつ含まれているかの
シンボルパターン情報が通知される。信号判断部４５２では、このシンボルパターン情報
にしたがって、まず「０」値に近い受信レベルのシンボルに「０」値を割り当てる第１回
判定を行う。ついで、残りのシンボルについて受信レベルの極性判定のみを行って「＋１
」、「－１」値を割り当てる第２回判定を行う。なお、シンボルパターンに含まれる振幅
「０」の数をあらかじめ決めておいて、シンボルパターン情報の通知を不要にすることも
できる。
【０１７８】
具体的には、図１１に示すように、４個のサブキャリアからなるシンボルパターンのうち
、１つのサブキャリアのシンボルパターンが「０」の値をとる場合、すなわちシンボルパ
ターン情報として「０」値をとるシンボルが一つである旨の制御信号が送信側装置から送
信された場合、受信レベルの絶対値が一番小さいｆ３を「０」と判定する。
【０１７９】
「０」の値のシンボルパターンは１つであるので、残りのサブキャリアのシンボルは、受
信レベルの正負によって判断することができる。したがって、ｆ１は「＋１」、ｆ２は「
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－１」、ｆ４は「－１」と判定することができる。このように２段階の判定、すなわち既
知である「０」のシンボルについては振幅判定を行い、その他のシンボルについては極性
判定を行ってシンボルパターンを決定する。ここで、振幅判定とは、シンボルの絶対値及
び極性の判定を行うことをいい、ここでは「＋１」、「０」、「－１」の判定を行うこと
をいう。また、極性判定とは、単に極性を判定することをいう。
【０１８０】
同様に、ｎ個のサブキャリアからなるシンボルのうちｍ個が「０」の値をとる場合、受信
レベルの絶対値を比較し、値が小さいものからＭ個のシンボルを「０」と判定し、残りの
ｎ－ｍ個のシンボルは、受信レベルの正負によって「＋１」または「－１」と判定する。
このようにしてシンボルパターンを決定する。
【０１８１】
このように、本実施の形態のマルチキャリア通信装置よれば、第１判定において振幅０の
シンボルを含むシンボルパターンの判定を正確に行うことができ、さらに他のシンボルの
判定は極性判定だけで良いので、より正確にシンボルパターンの判定を行うことができる
。
【０１８２】
（実施の形態５）
本実施の形態においては、従来のＯＦＤＭシンバルパターンに複数のＯＦＤＭシンボルパ
ターンを対応つける場合について説明する。
【０１８３】
図１２は、パターン変換部１５１における変換前シンボルパターンと変換後シンボルパタ
ーンの対応テーブルの一例を示す図である。この例では、わかりやすくするため、双方の
シンボルパターンとも順にＰＮ１がＰ１又はＰ２に、ＰＮ２がＰ３又はＰ４に、…、ＰＮ
１６がＰ３１又はＰ３２に対応つけられるマッピングについて説明する。図１２において
、ｆ１～ｆ４は、各サブキャリアの周波数を示す。
【０１８４】
図１２に示す対応テーブルにおいては、ＯＦＤＭシンボルパターンＰＮ１（＋１、＋１、
＋１、＋１）は、ＯＦＤＭシンボルパターンＰ１（＋１、＋１、＋１、０）又はＰ２（＋
１、＋１、－１、０）に対応する。ＯＦＤＭシンボルパターンＰＮ２（＋１、＋１、＋１
、－１）は、ＯＦＤＭシンボルパターンＰ３（＋１、－１、＋１、０）又はＰ４（＋１、
－１、－１、０）に対応する。ＯＦＤＭシンボルパターンＰＮ３（＋１、＋１、－１、＋
１）は、ＯＦＤＭシンボルパターンＰ５（－１、＋１、＋１、０）又はＰ６（－１、＋１
、－１、０）に対応する。
【０１８５】
このように、パターン変換部１５１は、上記マッピング動作によりＯＦＤＭシンボルパタ
ーンをＰＮ１、ＰＮ２、ＰＮ３、…、ＰＮ１６からシンボルパターンＰ１、Ｐ３、Ｐ５、
Ｐ７、Ｐ９、Ｐ１１、…、Ｐ３１あるいはＰ２、Ｐ４、Ｐ６、Ｐ８、Ｐ１０、Ｐ１２、…
、Ｐ３２に変換する。そして、このＯＦＤＭシンボルをＩＦＦＴ部１０４に出力する。
【０１８６】
一方、デマッピング部１０９のパターン変換部１６１では、マッピング部１０３のパター
ン変換部１５１における処理と反対の処理を行う。すなわち、パターン変換部１６１では
、図１２に示す対応テーブルを用いて、「＋１」、「－１」、「０」の３値のシンボルパ
ターンから「＋１」、「－１」の２値のシンボルパターンに変換する。
【０１８７】
例えば、シンボルパターンＰＮ１（＋１、＋１、＋１、＋１）を変換したシンボルパター
ンＰ１（＋１、＋１、＋１、０）のうちサブキャリアｆ３がフェージング等の影響を受け
てシンボルがＰ２（＋１、＋１、－１、０）に変化した場合、受信側で変化したシンボル
Ｐ２（＋１、＋１、－１、０）はシンボルパターンＰＮ１（＋１、＋１、＋１、＋１）に
変換され、正しいシンボルパターンとして受信することができる。
【０１８８】

10

20

30

40

50

(20) JP 3589967 B2 2004.11.17



このように、本発明のマルチキャリア通信装置によれば、送信したシンボルがフェージン
グ等の影響により誤りが発生した時に、送信したデータに対応する複数のシンボルのいず
れかとして受信することにより正しいシンボルを受信することができる。
【０１８９】
なお、従来のＯＦＤＭシンボルパターンに対応つける複数のＯＦＤＭシンボルパターンは
、お互いのシンボルのユークリッド距離が他のＯＦＤＭシンボルパターンより近いパター
ンを対応つけることもできる。
【０１９０】
この場合、ユークリッド距離がより近いシンボルパターン同士を一つの従来のＯＦＤＭパ
ターンに対応つけることにより、フェージング等の経路の影響でシンボルが変化しても他
のシンボルとの区別をすることができる。
【０１９１】
（実施の形態６）
本実施の形態においては、従来のＯＦＤＭシンバルパターンに複数のＯＦＤＭシンボルパ
ターンを対応つけ、対応する複数のＯＦＤＭシンボルパターンを交互に送信する場合につ
いて説明する。
【０１９２】
図１３は、パターン変換部１５１における変換前シンボルパターンと変換後シンボルパタ
ーンの対応テーブルの一例を示す図である。この例では、わかりやすくするため、双方の
シンボルパターンとも順にＰＮ１がＰ１又はＰ９に、ＰＮ２がＰ３又はＰ１１に、…、Ｐ
Ｎ１６がＰ３１又はＰ２４に対応つけられるマッピングについて説明する。図１３におい
て、ｆ１～ｆ４は、各サブキャリアの周波数を示す。
【０１９３】
図１３に示す対応テーブルにおいては、ＯＦＤＭシンボルパターンＰＮ１（＋１、＋１、
＋１、＋１）は、ＯＦＤＭシンボルパターンＰ１（＋１、＋１、＋１、０）又はＰ９（＋
１、＋１、０、＋１）に対応する。ＯＦＤＭシンボルパターンＰＮ２（＋１、＋１、＋１
、－１）は、ＯＦＤＭシンボルパターンＰ３（＋１、－１、＋１、０）又はＰ１１（＋１
、－１、０、＋１）に対応する。ＯＦＤＭシンボルパターンＰＮ３（＋１、＋１、－１、
＋１）は、ＯＦＤＭシンボルパターンＰ５（－１、＋１、＋１、０）又はＰ１３（－１、
＋１、０、＋１）に対応する。
【０１９４】
このように、パターン変換部１５１は、上記マッピング動作により、ＯＦＤＭシンボルパ
ターンをＰＮ１、ＰＮ２、ＰＮ３、…、ＰＮ１６からシンボルパターンＰ１、Ｐ３、Ｐ５
、Ｐ７、…、Ｐ３１に変換し、次のシンボル変換動作では、ＯＦＤＭシンボルパターンを
ＰＮ１、ＰＮ２、ＰＮ３、…、ＰＮ１６からシンボルパターンＰ９、Ｐ１１、Ｐ１３、Ｐ
１５、…、Ｐ２４に変換する。そして、このＯＦＤＭシンボルをＩＦＦＴ部１０４に出力
する。
【０１９５】
一方、デマッピング部１０９のパターン変換部１６１では、マッピング部１０３のパター
ン変換部１５１における処理と反対の処理を行う。すなわち、パターン変換部１６１では
、図１３に示す対応テーブルを用いて、「＋１」、「－１」、「０」の３値のシンボルパ
ターンから「＋１」、「－１」の２値のシンボルパターンに変換する。
【０１９６】
このように、従来のＯＦＤＭシンボルパターン１６パターンを新しいＯＦＤＭシンボルパ
ターン３２パターンのうちの１６パターンに変換して送信し、受信したシンボルをＯＦＤ
Ｍシンボルパターン３２パターンから従来のＯＦＤＭシンボルパターン１６パターンに変
換してＰ１、Ｐ３、Ｐ５、Ｐ７、、、Ｐ３１のいずれかのシンボルパターンを送信した後
、次にＰ２、Ｐ４、Ｐ６、Ｐ８、、、Ｐ３２のいずれかのシンボルパターンを送信し、さ
らにその後、Ｐ１、Ｐ３、Ｐ５、Ｐ７、、、Ｐ３１のいずれかを送信する。
【０１９７】
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このように、本実施の形態のマルチキャリア通信装置によれば、振幅が「０」のサブキャ
リアの位置が異なるシンボルを交互に対応つけて送信することにより、続けて送信される
パターンの間で「０」のサブキャリアの位置が変わるので、シンボル間の干渉を少なくす
ることができる。
【０１９８】
なお、従来のＯＦＤＭシンボルパターンに対応した複数のシンボルパターンのうち、送信
するシンボルパターンの選択の方法は上記方法に限らない。
【０１９９】
例えば、従来のＯＦＤＭシンボルパターンに対応した複数のシンボルパターンの中から乱
数でシンボルパターンを選択して送信しても良い。
【０２００】
（実施の形態７）
本実施の形態においては、振幅「０」のサブキャリアを複数個組み合わせて一つのパター
ンとして用いる場合について説明する。
【０２０１】
図１４は、新しいＯＦＤＭシンボルパターンを示す図である。
６個のサブキャリアからなるこのＯＦＤＭシンボルパターンは、６４通りのシンボルパタ
ーンからなり、図１４では６４通りのシンボルパターンのうち１６通りのシンボルパター
ンを示す。このシンボルパターンは、振幅「０」の状態のサブキャリアを２個一組にした
シンボルパターンを含む。
【０２０２】
図１５は、パターン変換部１５１における変換前シンボルパターンと変換後シンボルパタ
ーンの対応テーブルの一例を示す図である。この例では、わかりやすくするため、双方の
シンボルパターンとも順にＰＮ１がＰ１０１に、ＰＮ２がＰ１０２に、…、ＰＮ１６がＰ
１１６に対応つけられるマッピングについて説明する。図１５において、ｆ１～ｆ６は、
各サブキャリアの周波数を示す。
【０２０３】
図１５に示す対応テーブルにおいては、ＯＦＤＭシンボルパターンＰＮ１（＋１、＋１、
＋１、＋１）は、ＯＦＤＭシンボルパターンＰ１０１（＋１、＋１、０、＋１、＋１、０
）に対応する。ＯＦＤＭシンボルパターンＰＮ２（＋１、＋１、＋１、－１）は、ＯＦＤ
ＭシンボルパターンＰ１０２（＋１、＋１、０、＋１、－１、０）に対応する。ＯＦＤＭ
シンボルパターンＰＮ３（＋１、＋１、－１、＋１）は、ＯＦＤＭシンボルパターンＰ１
０３（＋１、＋１、０、－１、＋１、０）に対応する。
【０２０４】
これらのＯＦＤＭシンボルパターンは、振幅が「０」のサブキャリアを２個一組としてい
る。例えば、サブキャリアｆ１とｆ４の振幅の値が「０」のシンボルパターンとサブキャ
リアｆ２とｆ５の振幅の値が「０」のシンボルパターンとサブキャリアｆ３とｆ６の振幅
の値が「０」のシンボルパターンが考えられる。
【０２０５】
このように、パターン変換部１５１は、上記マッピング動作によりＯＦＤＭシンボルパタ
ーンをＰＮ１、ＰＮ２、ＰＮ３、…、ＰＮ１６からシンボルパターンＰ１０１、Ｐ１０２
、Ｐ１０３、…、Ｐ１１６に変換する。そして、このＯＦＤＭシンボルをＩＦＦＴ部１０
４に出力する。
【０２０６】
一方、デマッピング部１０９のパターン変換部１６１では、マッピング部１０３のパター
ン変換部１５１における処理と反対の処理を行う。すなわち、パターン変換部１６１では
、図１５に示す対応テーブルを用いて、「＋１」、「－１」、「０」の３値のシンボルパ
ターンから「＋１」、「－１」の２値のシンボルパターンに変換する。
【０２０７】
このように、本実施の形態のマルチキャリア通信装置によれば、従来のＯＦＤＭシンボル
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パターン１６パターンを新しいＯＦＤＭシンボルパターン１６パターンに変換して送信し
、受信したシンボルをＯＦＤＭシンボルパターン１６パターンから従来のＯＦＤＭシンボ
ルパターン１６パターンに変換してＰ１０１、Ｐ１０２、Ｐ１０３、Ｐ１０４、、、Ｐ１
１６のいずれかのシンボルパターンを送信する。
【０２０８】
例えば、シンボルパターンＰ１０１（＋１、＋１、０、＋１、＋１、０）が送信され、経
路の影響により、サブキャリアの一部の値が変化し、受信側で（＋１、＋１、０、０、＋
１、０）のシンボルパターンで受信された場合、振幅が「０」と判断されたサブキャリア
の組み合わせを比較する。
【０２０９】
サブキャリアｆ１とｆ４の組み合わせは、「＋１」と「０」の値であり、サブキャリアｆ
３とｆ６の組み合わせは、「０」と「０」の値であり、マルチキャリア通信装置は、サブ
キャリアｆ３とｆ６の組み合わせが振幅「０」であるシンボルパターンから最も適切なも
のを受信したシンボルパターンと判断する。
【０２１０】
このように、本実施の形態のマルチキャリア通信装置によれば、振幅「０」のサブキャリ
アを複数個組み合わせて、一つのパターンとして用いることにより、フェージング等の経
路の影響を受けて信号が変化した場合でも、複数の振幅が「０」のサブキャリアの位置か
ら判断することにより誤りの少ない通信を行うことができる。
【０２１１】
また、受信装置を、送信装置からの逆高速フーリエ変換された受信ＯＦＤＭシンボルを高
速フーリエ変換し、この変換により得られた各ＯＦＤＭシンボルを、デマッピング部で、
送信装置における選択ＯＦＤＭシンボルに等しい第１パターンデータと照合し、この照合
結果一致したＯＦＤＭシンボルを、前記送信手段における第１のＯＦＤＭシンボル群に等
しい第２パターンデータに対応付け、この対応付けによって得られたＯＦＤＭシンボルを
シリアルのデータに変換し、このシリアルのデータを復調するように構成した。これによ
って、送信装置からのＯＦＤＭシンボルを適正に復調することができる。
【０２１２】
（実施の形態８）
本実施の形態においては、振幅「０」のサブキャリアの位置によりパターン間のユークリ
ッド距離を広くする場合について説明する。
【０２１３】
マルチキャリア通信においてシンボルパターンの判別の目安としてユークリッド距離があ
る。あるサブキャリアにおいて振幅が「＋１」のシンボルと振幅が「－１」のシンボルの
ユークリッド距離は２である。
【０２１４】
これに対して、振幅が「０」のシンボルと振幅が「＋１」のシンボルのユークリッド距離
は１であり、振幅が「０」のシンボルと振幅が「－１」のシンボルのユークリッド距離は
１であるので、振幅「０」を含むシンボルパターンを用いるとシンボル間のユークリッド
距離が小さくなることにより信号の判別が困難になり伝送特性が悪くなる。
【０２１５】
そこで、ユークリッド距離が少なくとも２以上になるシンボルパターンのみを使用するこ
とにより伝送特性を改善する。
【０２１６】
図１６は、本発明の実施の形態８に係る８サブキャリアに振幅「０」のシンボルを２個配
置する例を示す図である。
図１６において「０」は振幅「０」を示し、「×」は振幅「＋１」又は「－１」を示す。
【０２１７】
パターン群１においてグループ１はサブキャリアｆ７とｆ８に振幅「０」のシンボルを配
置したシンボルパターンである。
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【０２１８】
グループ１に属するシンボルパターンは、それぞれｆ１、ｆ２、ｆ３、ｆ４、ｆ５、ｆ６
のシンボルが少なくとも一つのサブキャリアで振幅「＋１」と振幅「－１」の違いが存在
することから、グループ１に属するシンボルパターンはお互いにユークリッド距離が少な
くとも２以上になる。
【０２１９】
また、グループ２に属するシンボルパターンは、サブキャリアｆ５とｆ６に振幅「０」の
シンボルを配置したシンボルパターンである。
【０２２０】
グループ２に属するシンボルパターンは、それぞれサブキャリアｆ１、ｆ２、ｆ３、ｆ４
、ｆ７、ｆ８のシンボルが少なくとも一つのサブキャリアで振幅「＋１」と振幅「－１」
の違いが存在することから、グループ２に属するシンボルパターンはお互いにユークリッ
ド距離が少なくとも２以上になる。
【０２２１】
そして、グループ１に属するシンボルパターンとグループ２に属するシンボルパターンは
、２個の振幅「０」のシンボルが配置されるサブキャリアがそれぞれ異なるので、グルー
プの異なるシンボルパターンは、お互いにユークリッド距離が少なくとも２以上になる。
【０２２２】
次に、シンボルパターンの変換の例を説明する。
図１７は、本発明の実施の形態８に係るパターン変換部１５１における変換前シンボルパ
ターンと変換後シンボルパターンの対応テーブルの一例を示す図である。
【０２２３】
この例では、わかりやすくするため、双方のシンボルパターンとも順にＰＮ１がＰ１０１
に、ＰＮ２がＰ１０２に、…、ＰＮ２５６がＰ３５６に対応つけられるマッピングについ
て説明する。図１７において、ｆ１～ｆ８は、各サブキャリアの周波数を示す。
【０２２４】
図１７に示す対応テーブルにおいては、ＯＦＤＭシンボルパターンＰＮ１（＋１、＋１、
＋１、＋１、＋１、＋１、＋１、＋１）は、ＯＦＤＭシンボルパターンＰ１０１（＋１、
＋１、＋１、＋１、＋１、＋１、０、０）に対応する。ＯＦＤＭシンボルパターンＰＮ２
（＋１、＋１、＋１、＋１、＋１＋１、＋１、－１）は、ＯＦＤＭシンボルパターンＰ１
０２（＋１、＋１、＋１、＋１、＋１、－１、０、０）に対応する。ＯＦＤＭシンボルパ
ターンＰＮ３（＋１、＋１、＋１、＋１、＋１、＋１、－１、＋１）は、ＯＦＤＭシンボ
ルパターンＰ１０３（＋１、＋１、＋１、＋１、－１、＋１、０、０）に対応する。
【０２２５】
このように、パターン変換部１５１は、上記マッピング動作によりＯＦＤＭシンボルパタ
ーンをＰＮ１、ＰＮ２、ＰＮ３、…、ＰＮ２５６からシンボルパターンＰ１０１、Ｐ１０
２、Ｐ１０３、…、Ｐ３５６に変換する。そして、このＯＦＤＭシンボルをＩＦＦＴ部１
０４に出力する。
【０２２６】
一方、デマッピング部１０９のパターン変換部１６１では、マッピング部１０３のパター
ン変換部１５１における処理と反対の処理を行う。すなわち、パターン変換部１６１では
、図１７に示す対応テーブルを用いて、「＋１」、「－１」、「０」の３値のシンボルパ
ターンから「＋１」、「０」の２値のシンボルパターンに変換する。
【０２２７】
このように、本実施の形態のマルチキャリア通信装置によれば、従来のＯＦＤＭシンボル
パターン２５６パターンを新しいＯＦＤＭシンボルパターン２５６パターンに変換して送
信し、受信したシンボルをＯＦＤＭシンボルパターン２５６パターンから従来のＯＦＤＭ
シンボルパターン２５６パターンに変換してＰ１０１、Ｐ１０２、Ｐ１０３、Ｐ１０４、
、、Ｐ３５６のいずれかのシンボルパターンを送信する。
【０２２８】
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このように、本発明のマルチキャリア通信装置によれば、ユークリッド距離が所定の距離
以上のシンボルパターン同士を、異なる従来のデータパターンに対応つけることにより、
フェージング等の経路の影響でシンボルが変化しても他のシンボルとの区別をすることが
できる。
【０２２９】
（実施の形態９）
図１８は、本発明の実施の形態９に係るマルチキャリア通信装置の構成を示すブロック図
である。
【０２３０】
本発明の実施の形態９に係るマルチキャリア通信装置は、マッピング部５０１と、デジタ
ル変調部５０２と、Ｓ／Ｐ変換部５０３と、ＩＦＦＴ部５０４と、無線送信部５０５と、
アンテナ５０６と、無線受信部５０７と、ＦＦＴ部５０８と、Ｐ／Ｓ変換部５０９と、デ
ジタル復調部５１０と、デマッピング部５１１から構成される。
【０２３１】
また、マッピング部５０１は、パターン変換部５５１と、テーブル記憶部５５２から構成
される。
【０２３２】
また、デマッピング部５１１は、パターン変換部５６１とテーブル記憶部５６２から構成
される。
【０２３３】
図１８において、パターン変換部５５１は、２値で表される送信データを３値で表される
送信データに変換し、この送信データをデジタル変調部５０２に出力する。テーブル記憶
部５５２は、２値で表される送信データのパターンと３値で表される送信データのパター
ンの対応情報を記憶しており、パターン変換部５５１の参照に応じて、対応情報を出力す
る。
【０２３４】
デジタル変調部５０２は、マッピング部５０１から出力された送信データをデジタル変調
し、変調後の送信シンボル列をＳ／Ｐ変換部５０３に出力する。Ｓ／Ｐ変換部５０３は、
送信シンボルをシリアルパラレル変換し、それぞれの送信シンボルをサブキャリアに割り
当ててＩＦＦＴ部５０４に出力する。
【０２３５】
ＩＦＦＴ部５０４は、送信シンボルに逆高速フーリエ変換を行い、逆フーリエ変換後の送
信信号を無線送信部５０５に出力する。無線送信部５０５は、送信信号をデジタルアナロ
グ変換してアップコンバートし、アンテナ５０６を介して無線信号として送信する。
【０２３６】
アンテナ５０６を介して受信された無線信号は、無線受信部５０７で無線信号をダウンコ
ンバートしてアナログデジタル変換され、ＦＦＴ部５０８に出力される。ＦＦＴ部５０８
では、受信信号を高速フーリエ変換して、得られた受信シンボルをＰ／Ｓ変換部５０９に
出力する。
【０２３７】
Ｐ／Ｓ変換部５０９は、受信シンボルをパラレルシリアル変換し、各サブキャリアの信号
を受信シンボル列にまとめて、デジタル復調部５１０に出力する。デジタル復調部５１０
は、受信シンボル列を復調して、得られた受信データをパターン変換部５６１に出力する
。
【０２３８】
パターン変換部５６１は、３値で表される受信データを２値で表される受信データに変換
して出力する。テーブル記憶部５６２は、２値で表される受信データと３値で表される受
信データの対応情報を記憶しており、パターン変換部５６１の参照に応じて、対応情報を
出力する。
【０２３９】
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次に、上記構成を有するマルチキャリア通信装置の送信動作について説明する。
【０２４０】
送信データは、パターン変換部５５１において、テーブル記憶部５５２に記憶された対応
情報に基づいて、「１」、「０」の２種類の値をとる送信データから「＋１」、「－１」
、「０」の３種類の値をとる送信データに変換され、３値で表される送信データとしてデ
ジタル変調部５０２に出力される。この変換の動作の詳細な説明は後述する。
【０２４１】
パターン変換部５５１から出力された送信データは、デジタル変調部５０２において、Ｂ
ＰＳＫ変調が行われ、Ｓ／Ｐ変換部５０３において、シリアルパラレル変換が行われる。
このデータは、複数のサブキャリア上に重畳されて、送信シンボルとしてＩＦＦＴ部５０
４に出力される。
【０２４２】
送信シンボルは、ＩＦＦＴ部５０４において、逆高速フーリエ変換され、逆フーリエ変換
後の信号が無線送信部５０５に出力される。逆フーリエ変換後の信号は無線送信部５０５
においてデジタルアナログ変換された後に、アップコンバートされ、無線信号としてアン
テナ５０６を通して送信される。
【０２４３】
受信した無線信号は、アンテナ５０６を通して無線受信部５０７において無線信号をダウ
ンコンバートしてアナログデジタル変換され、ＦＦＴ部５０８に出力される。
【０２４４】
受信信号は、ＦＦＴ部５０８で高速フーリエ変換されて、受信シンボルに変換され、Ｐ／
Ｓ変換部５０９で受信シンボル列に変換された後にデジタル復調部５１０に出力される。
【０２４５】
受信シンボル列は、デジタル復調部５１０において復調され、得られた受信データがパタ
ーン変換部５６１に出力される。
【０２４６】
受信データは、パターン変換部５６１においては、受信データのパターンが、「＋１」、
「－１」、「０」の３種類の値をとるパターンから「１」、「０」の２種類の値をとるパ
ターンに変換され、２値で表される受信データとして出力される。なお、変換の動作の詳
細な説明は後述する。
【０２４７】
次にパターン変換部５５１における送信データの変換動作について説明する。図１９は、
２値で表されるデータを３値で表されるデータに変換する例を示す図である。
【０２４８】
図１９において、変換前データは、「０」と「１」の２値で表される４ビットのデータで
あり、変換後３値データは、「＋１」、「０」、「－１」の３値で表されるデータである
。
【０２４９】
パターン変換部５５１は、４ビットのデータ「０、０、０、０」が入力されると、テーブ
ル記憶部５５２に記憶された対応情報、例えば図１９に示される対応情報に基づいて「＋
１、＋１、＋１、０」に変換してデジタル変調部５０２に出力する。
【０２５０】
同様に、パターン変換部５５１は、入力された４ビットのデータ「０、０、０、１」をテ
ーブル記憶部５５２に記憶された対応情報に基づいて「＋１、ー１、＋１、０」に変換し
てデジタル変調部５０２に出力する。
【０２５１】
デジタル変調部５０２は、離散的なデータを変調して振幅が連続値を取る信号に変換する
。例えば、「＋１」が入力された場合、所定の周波数と、所定の振幅と、所定の位相での
サイン波形を出力し、「－１」が入力された場合、所定の周波数と、所定の振幅で所定の
位相から１８０度周期がシフトしたサイン波形を出力し、「０」が入力された場合、振幅
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「０」のサイン波形を出力する。
【０２５２】
本実施の形態では、入力された２値で表されるデジタルデータを３値で表されるデジタル
データに変換して変調を行い、Ｎ個のサブキャリアのうちｒ個を選んで変調し、残りの（
Ｎ－ｒ）個は振幅０を伝送する（何も送らない）ようにＮ個のサブキャリアの中からｒ個
のキャリアを選ぶパターンの数は、Ｎ Ｃｒ で求められる。
【０２５３】
ｒ個は、正か負の値を与える。この場合、１ＯＦＤＭシンボルは、Ｎ Ｃｒ ・２ｒ 通りの表
現ができることがわかる。従来のマルチキャリア通信では、各サブキャリアは正か負の値
しか持たなかったのに対し、本発明のマルチキャリア通信では、各サブキャリアが０もと
りうるので、信号空間が大きくなっている、即ち、Ｎ Ｃｒ ・２ｒ ＞２Ｎ である場合もあり
える。
【０２５４】
このように、本実施の形態のマルチキャリア通信装置は、サブキャリアの内の幾つかが振
幅０となってシンボルデータのパターンが増え、即ちシンボルデータ空間が大きくなるの
で、ピーク電力の大きなシンボルパターンは用いられない。その結果、伝送特性を劣化さ
せることなく且つ装置の大型化を招くことなく、簡単な装置構成で信号のピーク電圧を抑
圧することができる。
【０２５５】
また、本実施の形態のマルチキャリア通信装置は、第１及び第２のデータパターンを簡単
に照合することができ、デマッピングを効率良く行うことが可能となる。これにより、送
信されたマルチキャリア信号のシンボルデータを適正に復調することができる。
【０２５６】
また、本実施の形態のマルチキャリア通信装置によれば、第１及び第２のデータパターン
を簡単に照合することができ、マッピングを効率良く行うことが可能となる。
【０２５７】
（実施の形態１０）
図２２は、本発明の実施の形態１０に係るマルチキャリア通信装置の構成を示す図である
。
【０２５８】
図２２において、マルチキャリア通信装置は、ｎ個のデジタル変調部６０１－１～６０１
－ｎと、ｎ個のマッピング部６０２－１～６０２－ｎと、ｎ個の拡散部６０３－１～６０
３－ｎと、加算器６０４と、スクランブル符号乗算部６０５と、Ｓ／Ｐ変換部６０６と、
ＩＦＦＴ部６０７と、無線送信部６０８と、アンテナ６０９と、無線受信部６１０と、Ｆ
ＦＴ部６１１と、Ｐ／Ｓ変換部６１２と、スクランブル符号乗算部６１３と、ｎ個の逆拡
散部６１４－１～６１４－ｎと、ｎ個のデマッピング部６１５－１～６１５－ｎと、ｎ個
のデジタル復調部６１６－１～６１６－ｎとから主に構成される。
【０２５９】
マッピング部６０２－１～６０２－ｎは、実施の形態１から８のいずれかのマッピング部
から構成される。また、デマッピング部６１５－１～６１５－ｎは、実施の形態１から８
のいずれかのデマッピング部から構成される。
【０２６０】
デジタル変調部６０１－１～６０１－ｎは、それぞれ送信データをデジタル変調し、変換
前シンボルパターンをマッピング部６０２－１～６０２－ｎに出力する。
【０２６１】
マッピング部６０２－１～６０２－ｎは、変換前シンボルパターンと変換後シンボルパタ
ーンの対応情報を記憶し、デジタル変調部６０１－１～６０１－ｎから出力された変換前
シンボルパターンをそれぞれ変換後シンボルパターンに変換し、変換後シンボルパターン
を拡散部６０３－１～６０３－ｎに出力する。
【０２６２】
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拡散部６０３－１～６０３－ｎは、マッピング部６０２－１～６０２－ｎから出力された
ｎ個の変換後シンボルパターンにそれぞれ異なる拡散符号を乗算して加算器６０４に出力
する。
【０２６３】
加算器６０４は、拡散部６０３－１～６０３－ｎから出力された、ｎ個の変換後シンボル
パターンを加算し、得られた一つの送信シンボルパターンをスクランブル符号乗算部６０
５に出力する。
【０２６４】
スクランブル符号乗算部６０５は、加算器６０４から出力された送信シンボルパターンに
通信装置毎に異なるスクランブル符号を乗算して、送信シンボルパターンを拡散し、Ｓ／
Ｐ変換部６０６に出力する。
【０２６５】
Ｓ／Ｐ変換部６０６は、スクランブル符号乗算部６０５から出力された送信シンボルパタ
ーンをシリアルパラレル変換し、得られたパラレルデータをＩＦＦＴ部６０７に出力する
。
【０２６６】
ＩＦＦＴ部６０７は、Ｓ／Ｐ変換部６０６から出力されたパラレルデータに逆高速フーリ
エ変換を行い、逆フーリエ変換後の送信信号を無線送信部６０８に出力する。
【０２６７】
無線送信部６０８は、送信信号をデジタルアナログ変換してアップコンバートし、アンテ
ナ６０９を介して無線信号として送信する。
【０２６８】
アンテナ６０９は、無線送信部６０８から出力された送信信号を送信し、受信した無線信
号を無線受信部６１０に受信信号として出力する。
【０２６９】
無線受信部６１０は、受信信号をダウンコンバートしてアナログ変換し、ＦＦＴ部６１１
に出力する。
【０２７０】
ＦＦＴ部６１１は、受信信号を高速フーリエ変換して、Ｐ／Ｓ変換部６１２に出力する。
【０２７１】
Ｐ／Ｓ変換部６１２は、受信信号をパラレルシリアル変換し、各サブキャリアの信号をシ
リアルデータにまとめて、スクランブル符号乗算部６１３に出力する。
【０２７２】
スクランブル符号乗算部６１３は、Ｐ／Ｓ変換部６１２から出力されたシリアルデータに
通信装置毎に異なるスクランブル符号を乗算して、シリアルデータを逆拡散し、得られた
受信シンボルパターンを逆拡散部６１４－１～６１４－ｎに出力する。
【０２７３】
逆拡散部６１４－１～６１４－ｎは、スクランブル符号乗算部６１３から出力された受信
シンボルパターンにそれぞれ拡散符号を乗算して、受信シンボルパターンを逆拡散し、デ
マッピング部６１５－１～６１５－ｎに出力する。
【０２７４】
デマッピング部６１５－１～６１５－ｎは、受信シンボルパターンと変換前シンボルパタ
ーンの対応情報を記憶し、逆拡散部６１４－１～６１４－ｎから出力された受信シンボル
パターンを変換前シンボルパターンに変換し、デジタル復調部６１６－１～６１６－ｎに
出力する。
【０２７５】
デジタル復調部６１６－１～６１６－ｎは、デマッピング部６１５－１～６１５－ｎから
出力された変換前シンボルパターンを復調し、受信データを出力する。
【０２７６】
次に、実施の形態１０に係るマルチキャリア通信装置の動作について説明する。　まず、
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送信時の動作について説明する。
【０２７７】
ｎ個の送信データは、デジタル変調部６０１－１～６０１－ｎにおいてデジタル変調され
、ｎ個の変換前シンボルパターンとしてマッピング部６０２－１～６０２－ｎに出力され
、マッピング部６０２－１～６０２－ｎにおいて、ｎ個の変換後シンボルパターンに変換
され、拡散部６０３－１～６０３－ｎに出力される。
【０２７８】
ｎ個の変換後シンボルパターンは、拡散部６０３－１～６０３－ｎにおいてそれぞれ異な
る拡散符号を乗算され、加算器６０４において加算され一つの送信シンボルパターンとし
てスクランブル符号乗算部６０５に出力される。
【０２７９】
送信シンボルパターンは、スクランブル符号乗算部６０５において通信装置毎に異なるス
クランブル符号を乗算され、Ｓ／Ｐ変換部６０６においてシリアルパラレル変換され、Ｉ
ＦＦＴ部６０７において逆高速フーリエ変換され、送信信号として無線送信部６０８に出
力される。
【０２８０】
送信信号は、無線送信部６０８においてデジタルアナログ変換及びアップコンバートされ
、アンテナ６０９を介して無線信号として送信される。
【０２８１】
次に、受信時の動作について説明する。
無線信号は、アンテナ６０９を介して受信され、無線受信部６１０において、ダウンコン
バート及びアナログ変換され、ＦＦＴ部６１１において高速フーリエ変換され、Ｐ／Ｓ変
換部６１２において、パラレルシリアル変換され、受信シンボルとしてスクランブル符号
乗算部６１３に出力される。
【０２８２】
受信シンボルは、スクランブル符号乗算部６１３において、通信装置毎に異なるスクラン
ブル符号を乗算され、逆拡散部６１４－１～６１４－ｎに出力され、逆拡散部６１４－１
～６１４－ｎにおいてそれぞれ拡散符号を乗算され、ｎ個の受信シンボルパターンとして
デマッピング部６１５－１～６１５－ｎに出力される。
【０２８３】
ｎ個の受信シンボルは、デマッピング部６１５－１～６１５－ｎにおいて変換前シンボル
パターンに変換され、デジタル復調部６１６－１～６１６－ｎにおいて復調され、受信デ
ータとして出力される。
【０２８４】
次に、実施の形態１０に係るマルチキャリア通信装置における信号処理について説明する
。
図２３は、本発明の実施の形態１０における信号処理の例を示す図である。
【０２８５】
図２３－Ａは、デジタル変調されたシンボルパターンをマッピング処理した振幅「０」を
含むシンボルパターンを示す。
【０２８６】
図２３－Ｂは、図２３－Ａに示すシンボルパターンに時間領域拡散を行ったシンボルパタ
ーンである。このシンボルパターンは、５倍拡散で５個のチップ成分からなるシンボルが
生成される。
【０２８７】
図２３－Ｃは、図２３－Ｂに示すシンボルパターンをシリアルパラレル変換してサブキャ
リアに分配して多重化した例である。
【０２８８】
このように、本実施の形態のマルチキャリア通信装置によれば、振幅０を含むシンボルパ
ターンに変換したシンボルに拡散処理を行って送信することにより、ピーク電力の大きな

10

20

30

40

50

(29) JP 3589967 B2 2004.11.17



シンボルパターンは用いられない。その結果、伝送特性を劣化させることなく且つ装置の
大型化を招くことなく、信号のピーク電圧を抑圧することと周波数の利用効率を上げるこ
とができる。
【０２８９】
（実施の形態１１）
図２４は、本発明の実施の形態１１に係るマルチキャリア通信装置の構成を示す図である
。但し、図２２と同一の構成となるものについては同一番号を付し、詳しい説明を省略す
る。
【０２９０】
図２４のマルチキャリア通信装置は、インターリーブ部６５１と、デインタリーブ部６５
２と、を具備し、拡散処理した送信シンボルにチップ単位でインターリーブを行う点及び
パラレルシリアル変換処理後の受信シンボルにチップ単位でデインターリーブを行う点が
異なる。
【０２９１】
図２４において、加算器６０４は、拡散部６０３－１～６０３－ｎから出力された、ｎ個
の変換後シンボルパターンを加算し、得られた一つの送信シンボルパターンをインターリ
ーブ部６５１に出力する。
【０２９２】
インターリーブ部６５１は、加算器６０４から出力された送信シンボルに拡散符号のチッ
プ単位でインターリーブを行い、インターリーブ処理した送信シンボルをスクランブル符
号乗算部６０５に出力する。
【０２９３】
スクランブル符号乗算部６０５は、インターリーブ部６５１から出力された送信シンボル
パターンに通信装置毎に異なるスクランブル符号を乗算して、送信シンボルパターンを拡
散し、Ｓ／Ｐ変換部６０６に出力する。
【０２９４】
スクランブル符号乗算部６１３は、Ｐ／Ｓ変換部６１２から出力されたシリアルデータに
通信装置毎に異なるスクランブル符号を乗算して、シリアルデータを逆拡散し、得られた
受信シンボルパターンをデインターリーブ部６５２に出力する。
【０２９５】
デインターリーブ部６５２は、スクランブル符号乗算部６１３から出力された受信シンボ
ルパターンに拡散符号のチップ単位でデインターリーブを行い、デインターリーブした受
信シンボルパターンを逆拡散部６１４－１～６１４－ｎに出力する。
【０２９６】
逆拡散部６１４－１～６１４－ｎは、デインターリーブ部６５２から出力された受信シン
ボルパターンにそれぞれ拡散符号を乗算して、受信シンボルパターンを逆拡散し、デマッ
ピング部６１５－１～６１５－ｎに出力する。
【０２９７】
このように、本実施の形態のマルチキャリア通信装置によれば、拡散処理後のシンボルに
チップ単位のインターリーブを行って送信し、受信したシンボルにチップ単位のでデイン
ターリーブを行うことにより、時間インタリーブの場合はシンボルをチップ単位で時間軸
上に分散することができ、周波数インタリーブの場合は周波数軸上に分散することができ
るので、バースト誤りに強い通信を行うことができる。
【０２９８】
また、本実施の形態のマルチキャリア通信装置は、スクランブル符号を乗算した送信シン
ボルにインターリーブを行うこともできる。
【０２９９】
この場合、インターリーブ部６５１は、スクランブル符号乗算部６０５から出力された送
信シンボルにインターリーブ処理を行い、Ｓ／Ｐ変換部６０６に出力する。また、デイン
ターリーブ部６５２は、Ｐ／Ｓ変換部６１２から出力されたシリアルデータにデインター

10

20

30

40

50

(30) JP 3589967 B2 2004.11.17



リーブ処理を行い、得られた受信シンボルをスクランブル符号乗算部６１３に出力する。
【０３００】
（実施の形態１２）
図２５は、本発明の実施の形態１２に係るマルチキャリア通信装置の構成を示す図である
。但し、図２２と同一の構成となるものについては同一番号を付し、詳しい説明を省略す
る。
【０３０１】
図２５のマルチキャリア通信装置は、ｎ個の拡散部７０１－１～７０１－ｎと、加算器７
０２と、マッピング部７０３と、デマッピング部７１１と、ｎ個の逆拡散部７１２－１～
７１２－ｎと、を具備し、拡散処理と加算処理を行って符号多重化した送信シンボルにマ
ッピングを行う点及び出マッピングした受信シンボルに逆拡散処理を行う点が異なる。
【０３０２】
図２５において、デジタル変調部６０１－１～６０１－ｎは、それぞれ送信データをデジ
タル変調し、変換前シンボルパターンを拡散部７０１－１～７０１－ｎに出力する。
【０３０３】
拡散部７０１－１～７０１－ｎは、デジタル変調部６０１－１～６０１－ｎから出力され
たｎ個の変換前シンボルパターンにそれぞれ異なる拡散符号を乗算して加算器７０２に出
力する。
【０３０４】
加算器７０２は、拡散部７０１－１～７０１－ｎから出力された、ｎ個の変換後シンボル
パターンを加算し、得られた一つの送信シンボルパターンをマッピング部７０３に出力す
る。
【０３０５】
マッピング部７０３は、変換前シンボルパターンと変換後シンボルパターンの対応情報を
記憶し、加算器７０２から出力された変換前シンボルパターンをそれぞれ変換後シンボル
パターンに変換し、変換後シンボルパターンをスクランブル符号乗算部６０５に出力する
。
【０３０６】
スクランブル符号乗算部６０５は、マッピング部７０３から出力された送信シンボルパタ
ーンに通信装置毎に異なるスクランブル符号を乗算して、送信シンボルパターンを拡散し
、Ｓ／Ｐ変換部６０６に出力する。
【０３０７】
このように、本実施の形態のマルチキャリア通信装置によれば、拡散処理後のシンボルパ
ターンを、振幅０を含むシンボルパターンに変換して送信することにより、ピーク電力の
大きなシンボルパターンは用いられない。その結果、伝送特性を劣化させることなく且つ
装置の大型化を招くことなく、簡単な装置構成で信号のピーク電圧を抑圧することと周波
数の利用効率を上げることができる。
【０３０８】
（実施の形態１３）
図２６は、本発明の実施の形態１３に係るマルチキャリア通信装置の構成を示す図である
。但し、図２２と同一の構成となるものについては同一番号を付し、詳しい説明を省略す
る。
【０３０９】
図２６のマルチキャリア通信装置は、ｎ個のＳ／Ｐ変換部８０１－１～８０１－ｎと、ｎ
個の拡散部８０２－１～８０２－ｎと、加算器８０３－１～８０３－４と、スクランブル
符号乗算部８０４と、スクランブル符号乗算部８１１と、ｎ個の逆拡散部８１２－１～８
１２－ｎと、ｎ個のＰ／Ｓ変換部８１３－１～８１３－ｎと、を具備し、マッピングを行
った「０」を含むシンボルパターンをシリアルパラレル変換した並列系列のシンボルパタ
ーンに拡散処理を行い、それぞれの並列系列データを加算したシンボルパターンにスクラ
ンブル符号を乗算して拡散処理を行う点が異なる。
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【０３１０】
図２６において、マッピング部６０２－１～６０２－ｎは、変換前シンボルパターンと変
換後シンボルパターンの対応情報を記憶し、デジタル変調部６０１－１～６０１－ｎから
出力された変換前シンボルパターンをそれぞれ変換後シンボルパターンに変換し、変換後
シンボルパターンをＳ／Ｐ変換部８０１－１～８０１－ｎに出力する。
【０３１１】
Ｓ／Ｐ変換部８０１－１～８０１－ｎは、デマッピング部６０２－１～６０２－ｎから出
力された変換後シンボルパターンをシリアルパラレル変換し、得られた並列系列化シンボ
ルパターンを拡散部８０２－１～８０２－ｎに出力する。
【０３１２】
拡散部８０２－１～８０２－ｎは、Ｓ／Ｐ変換部８０１－１～８０１－ｎから出力された
並列系列化シンボルパターンに異なる拡散符号を乗算して、それぞれ加算器８０３－１～
８０３－４に出力する。ここで乗算される拡散符号は、同じＳ／Ｐ変換部から出力された
シンボルパターンには同じ拡散符号を用い、Ｓ／Ｐ変換部単位で異なる拡散符号を用いる
。
【０３１３】
加算器８０３－１～８０３－４は、拡散部８０２－１～８０２－ｎから出力されたｎ個の
変換後シンボルパターンを加算し、得られた送信シンボルパターンをそれぞれスクランブ
ル符号乗算部８０４に出力する。
【０３１４】
スクランブル符号乗算部８０４は、加算器８０３－１～８０３－４から出力された送信シ
ンボルパターンにそれぞれ異なるスクランブル符号を乗算して、送信シンボルパターンを
拡散し、ＩＦＦＴ部６０７に出力する。
【０３１５】
ＩＦＦＴ部６０７は、スクランブル符号乗算部８０４から出力された送信シンボルパター
ンに逆高速フーリエ変換を行い、逆フーリエ変換後の送信信号を無線送信部６０８に出力
する。
【０３１６】
ＦＦＴ部６１１は、受信信号を高速フーリエ変換して、スクランブル符号乗算部８１１に
出力する。
【０３１７】
スクランブル符号乗算部８１１は、ＦＦＴ部６１１から出力されたパラレルデータに送信
時に乗算したスクランブル符号をそれぞれ乗算して逆拡散し、得られた受信シンボルパタ
ーンを逆拡散部８１２－１～８１２－ｎに出力する。
【０３１８】
逆拡散部８１２－１～８１２－ｎは、スクランブル符号乗算部８１１から出力された受信
シンボルパターンにそれぞれ拡散符号を乗算して、受信シンボルパターンを逆拡散し、ｎ
個のＰ／Ｓ変換部８１３－１～８１３－ｎに出力する。
【０３１９】
Ｐ／Ｓ変換部８１３－１～８１３－ｎは、逆拡散部８１２－１～８１２－ｎから出力され
た受信シンボルパターンをパラレルシリアル変換してデマッピング部６１５－１～６１５
－ｎに出力する。
【０３２０】
デマッピング部６１５－１～６１５－ｎは、受信シンボルパターンと変換前シンボルパタ
ーンの対応情報を記憶し、Ｐ／Ｓ変換部８１３－１～８１３－ｎから出力された受信シン
ボルパターンを変換前シンボルパターンに変換し、デジタル復調部６１６－１～６１６－
ｎに出力する。
【０３２１】
次に、実施の形態１３に係るマルチキャリア通信装置における信号処理について説明する
。
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図２７は、本発明の実施の形態１３における信号処理の例を示す図である。
【０３２２】
図２７－Ａは、デジタル変調されたシンボルパターンをマッピング処理した振幅「０」を
含むシンボルパターンを示す。
【０３２３】
図２７－Ｂは、図２７－Ａに示すシンボルパターンををシリアルパラレル変換してサブキ
ャリアに分配して多重化した例である。
【０３２４】
図２７－Ｃは、図２７－Ｂに示すシンボルパターンに時間領域拡散を行ったシンボルパタ
ーンである。このシンボルパターンは、５倍拡散で５個のチップ成分からなるシンボルが
生成される。
【０３２５】
このように、本実施の形態のマルチキャリア通信装置によれば、振幅０を含むシンボルパ
ターンに変換したシンボルに拡散処理を行って送信することにより、ピーク電力の大きな
シンボルパターンは用いられない。その結果、伝送特性を劣化させることなく且つ装置の
大型化を招くことなく、信号のピーク電圧を抑圧することと周波数の利用効率を上げるこ
とができる。
【０３２６】
また、本実施の形態のマルチキャリア通信装置は、シリアルパラレル変換した並列系列の
シンボルパターンに拡散処理を行い、それぞれの並列系列データを加算したシンボルパタ
ーンにマッピングを行うこともできる。
【０３２７】
（実施の形態１４）
図２８は、本発明の実施の形態１４に係るマルチキャリア通信装置の構成を示す図である
。但し、図２２または図２６と同一の構成となるものについては同一番号を付し、詳しい
説明を省略する。
【０３２８】
図２８のマルチキャリア通信装置は、ｎ個の拡散部９０１－１～９０１－ｎと、ｎ個の逆
拡散部９１１－１～９１１－ｎと、ｎ個のＳ／Ｐ変換部９０２－１～９０２－ｎと、拡散
部９０３－１～９０３－ｎと、を具備し、マッピングを行った「０」を含むシンボルパタ
ーンに拡散処理を行い、拡散処理を行ったシンボルパターンにシリアルパラレル変換を行
う点が図２６と異なる。
【０３２９】
図２８において、マッピング部６０２－１～６０２－ｎは、変換前シンボルパターンと変
換後シンボルパターンの対応情報を記憶し、デジタル変調部６０１－１～６０１－ｎから
出力された変換前シンボルパターンをそれぞれ変換後シンボルパターンに変換し、変換後
シンボルパターンを拡散部９０１－１～９０１－ｎに出力する。
【０３３０】
拡散部９０１－１～９０１－ｎは、マッピング部６０２－１～６０２－ｎから出力された
変換後シンボルパターンに拡散符号を乗算して拡散し、Ｓ／Ｐ変換部９０２－１～９０２
－ｎにそれぞれ出力する。
【０３３１】
Ｓ／Ｐ変換部９０２－１～９０２－ｎは、拡散部９０１－１～９０１－ｎから出力された
変換後シンボルパターンをシリアルパラレル変換し、得られた並列系列化シンボルパター
ンを拡散部９０３－１～９０３－ｎに出力する。
【０３３２】
拡散部９０３－１～９０３－ｎは、Ｓ／Ｐ変換部９０２－１～９０２－ｎから出力された
並列系列化シンボルパターンに異なる拡散符号を乗算して、それぞれ加算器８０３－１～
８０３－４に出力する。ここで乗算される拡散符号は、同じＳ／Ｐ変換部から出力された
シンボルパターンには同じ拡散符号を用い、Ｓ／Ｐ変換部単位で異なる拡散符号を用いる
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。
【０３３３】
拡散部９０３－１～９０３－ｎにおいて乗算する拡散符号は、拡散部９０１－１～９０１
－ｎにおいて乗算する拡散符号と異なる。
【０３３４】
加算器８０３－１～８０３－４は、拡散部９０３－１～９０３－ｎから出力されたｎ個の
変換後シンボルパターンを加算し、得られた送信シンボルパターンをそれぞれスクランブ
ル符号乗算部８０４に出力する。
【０３３５】
スクランブル符号乗算部８１１は、ＦＦＴ部６１１から出力されたパラレルデータに送信
時に乗算したスクランブル符号をそれぞれ乗算して逆拡散し、得られた受信シンボルパタ
ーンを逆拡散部９１１－１～９１１－ｎに出力する。
【０３３６】
逆拡散部９１１－１～９１１－ｎは、スクランブル符号乗算部８１１から出力された受信
シンボルパターンにそれぞれ拡散符号を乗算して、受信シンボルパターンを逆拡散し、ｎ
個のＰ／Ｓ変換部９１２－１～９１２－ｎに出力する。
【０３３７】
Ｐ／Ｓ変換部９１２－１～９１２－ｎは、逆拡散部９１１－１～９１１－ｎから出力され
た受信シンボルパターンをパラレルシリアル変換して逆拡散部９１３－１～９１３－ｎに
出力する。
【０３３８】
逆拡散部９１３－１～９１３－ｎは、Ｐ／Ｓ変換部９１２－１～９１２－ｎから出力され
た受信シンボルパターンに拡散符号を乗算して、それぞれデマッピング部６１５－１～６
１５－ｎに出力する。
【０３３９】
デマッピング部６１５－１～６１５－ｎは、受信シンボルパターンと変換前シンボルパタ
ーンの対応情報を記憶し、Ｐ／Ｓ変換部８１３－１～８１３－ｎから出力された受信シン
ボルパターンを変換前シンボルパターンに変換し、デジタル復調部６１６－１～６１６－
ｎに出力する。
【０３４０】
このように、本実施の形態のマルチキャリア通信装置によれば、振幅０を含むシンボルパ
ターンに変換したシンボルに拡散処理を行って送信することにより、ピーク電力の大きな
シンボルパターンは用いられない。また、拡散された信号を通信装置毎に異なる符号を用
いて乗算することにより、複数の送信機で同一帯域を用いて送信を行うことができる。そ
の結果、伝送特性を劣化させることなく且つ装置の大型化を招くことなく、信号のピーク
電圧を抑圧することと周波数の利用効率を上げることができる。
【０３４１】
また、本実施の形態のマルチキャリア通信装置は、送信信号をサブキャリア順及び送信時
刻順でチップ単位の並べ替えを行うこともできる。
図２９は、本発明の実施の形態１４における信号処理の例を示す図である。
【０３４２】
図２９－Ａは、デジタル変調されたシンボルパターンをマッピング処理した振幅「０」を
含むシンボルパターンを示す。
【０３４３】
図２９－Ｂは、図２９－Ａに示すシンボルパターンに時間領域拡散を行ったシンボルパタ
ーンである。また、図２９－Ｃは、図２９－Ａに示すシンボルパターンに周波数領域拡散
を行ったシンボルパターンである。
【０３４４】
本発明の実施の形態１４に係るマルチキャリア通信装置は、時間領域拡散及び周波数領域
拡散を行い、図２９－Ｄに示す様に時間軸とキャリア周波数軸の二次元で拡散されたシン
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ボルパターンを生成し、このシンボルパターンに時間軸とキャリア周波数軸の二次元でチ
ップ単位のインターリーブを行うことができる。
図２９－Ｅは、上記インターリーブを行ったシンボルパターンを示す。
【０３４５】
このように、時間軸とキャリア周波数軸の二次元でチップ単位のインターリーブを行うこ
とにより、シンボルをチップ単位で時間軸上及び周波数軸上に分散することができるので
、バースト誤り及び周波数選択性フェージングに強い通信を行うことができる。
【０３４６】
上記実施の形態１から１４では、データにＢＰＳＫ変調をおこなった値「＋１」、「－１
」を「＋１」、「－１」、「０」の３値に変換する場合について説明しているが、本発明
はこれに限らず、データにＱＰＳＫ変調などを行い、同相成分、直交成分の一方又は両方
について「＋１」、「－１」の２値をそれぞれ「＋１」、「－１」、「０」の３値に変換
することも可能である。
【０３４７】
例えば、図２０（ａ）に示すような通常のＱＰＳＫ変調の信号点配置から、図２０（ｂ）
に示すようなＱＰＳＫ変調の信号点配置となるようにマッピングを行う。この場合におい
ては、ＢＰＳＫ変調の場合の判定を同相成分と直交成分のそれぞれに対して行う。すなわ
ち、各サブキャリア成分の同相成分、直交成分のそれぞれの成分において、振幅の３値判
定を行うか、必要数だけ振幅を０と判定し、残りを極性判定する。これにより、ＢＰＳＫ
変調の場合と同様に、１ＯＦＤＭあたりのシンボルパターン数が増加する、すなわち、信
号空間が大きくなるので、ピーク電力の小さいパターンを使用することによりピーク電力
を低減することもできるし、１ＯＦＤＭあたりのデータ量を増加させることにより高速伝
送を行うこともできる。
【０３４８】
また、本発明はこれに限らず、データに１６ＱＡＭなどを行い、同相成分、直交成分の一
方又は両方について「＋３」、「＋１」、「－１」、「－３」の３値をそれぞれ「＋３」
、「＋１」、「－１」、「－３」、「０」の５値に変換することも可能である。
【０３４９】
例えば、図２１（ａ）に示すような通常の１６ＱＡＭの信号点配置から、図２１（ｂ）に
示すような１６ＱＡＭの信号点配置となるようにマッピングを行う。この場合においては
、各サブキャリア成分の同相成分、直交成分のそれぞれの成分において、必要数だけ振幅
を０と判定し、残りを振幅の４値判定する。これにより、ＢＰＳＫ変調の場合と同様に、
１ＯＦＤＭあたりのシンボルパターン数が増加する、すなわち、信号空間が大きくなるの
で、１ＯＦＤＭあたりのデータ量を増加させることができ、高速伝送を行うことができる
。
【０３５０】
上記実施の形態１～１４においては、各サブキャリア成分を振幅判定により一つ一つ判定
する場合について説明しているが、本発明においては、最尤系列推定によりシンボルパタ
ーン全体（例えば、４サブキャリアのシンボルパターンであれば４サブキャリア全体の成
分）で判定を行う場合にも適用することができる。
【０３５１】
例えば、パイロットシンボルなどの既知信号を用いてチャネル推定を行い、求められたチ
ャネル推定値を各シンボルパターンに乗算して受信シンボルパターンのレプリカ信号を生
成する。そして、そのレプリカ信号と受信シンボルパターンとを比較し、最も近似してい
るレプリカ信号を送信されたシンボルパターンと判定する。最も近似しているかどうかの
判定は、各サブキャリア成分毎にレプリカ信号と受信シンボルパターンとを比較して差分
を求め、累積差分の一番小さいレプリカ信号に対応するシンボルパターンを送信されたシ
ンボルパターンとする方法などが挙げられる。
【０３５２】
この場合には、シンボルパターンを一括して判定することが可能となり、より正確なシン
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ボルパターンの決定を行うことができる。
【０３５３】
上記実施の形態１～１４においては、送信側装置と受信側装置が同じ装置内に設置された
場合について説明しているが、本発明においては、送信側装置に本発明に係るマッピング
部を有するマルチキャリア通信装置が設置され、受信側装置に本発明に係るデマッピング
部を有するマルチキャリア通信装置が設置されている構成であれば、送信側装置と受信側
装置が同じ装置内に設置されていなくても良い。
【０３５４】
本発明は上記実施の形態１～１４に限定されず、種々変更して実施することが可能である
。例えば、上記実施の形態１～１４における閾値の数やサブキャリアの数については特に
限定されない。
【０３５５】
上記実施の形態１２～１４においては、拡散したシンボル列にチップインターリーブ処理
を行うこともできる。この場合、チップインターリーブを行うシンボル列は拡散符号処理
を行っていればよく、上記実施の形態１２～１４のマルチキャリア通信装置の拡散部から
ＩＦＦＴ部の間にインターリーブ部を設けることによりチップインターリーブを行うこと
ができる。
【０３５６】
また、上記実施の形態１２～１４においては、マルチキャリア通信装置は、インターリー
ブ部を複数設けて多重化する前の拡散処理を行ったシンボル列それぞれにチップインター
リーブを行うこともできる。
【０３５７】
同様に、上記実施の形態１２～１４においては、拡散したシンボル列にチップデインター
リーブ処理を行うこともできる。この場合、チップデインターリーブを行うシンボル列は
拡散符号処理を行っていればよく、上記実施の形態１２～１４のマルチキャリア通信装置
のＦＦＴ部から逆拡散部の間にデインターリーブ部を設けることによりチップデインター
リーブを行うことができる。
【０３５８】
また、上記実施の形態１２～１４においては、マルチキャリア通信装置は、デインターリ
ーブ部を複数設けて多重化する前の拡散処理を行ったシンボル列それぞれにチップデイン
ターリーブを行うこともできる。
【０３５９】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、伝送特性を劣化させることなく且つ装置の大型化
を招くことなく、簡単な装置構成で信号のピーク電圧を抑圧することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１に係るマルチキャリア通信装置の構成を示すブロック図
【図２】上記実施の形態に係るマルチキャリア通信装置において用いられるＯＦＤＭシン
ボルパターンを示す図
【図３】上記実施の形態に係るマルチキャリア通信装置において用いられるＯＦＤＭシン
ボルパターンを示す図
【図４】上記実施の形態に係るマルチキャリア通信装置において用いられるＯＦＤＭシン
ボルパターンの対応テーブルを表す図
【図５】実施の形態１に係るマルチキャリア通信装置において用いられるＯＦＤＭシンボ
ルパターンを示す図
【図６】実施の形態１に係るマルチキャリア通信装置において用いられるＯＦＤＭシンボ
ルパターンの対応テーブルを表す図
【図７】本発明の実施の形態２に係るマルチキャリア通信装置の構成を示すブロック図
【図８】本発明の実施の形態３に係るマルチキャリア通信装置の構成を示すブロック
【図９】本発明の実施の形態４に係るマルチキャリア通信装置の構成を示すブロック図
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【図１０】本発明の実施の形態４に係るマルチキャリア通信装置のシンボル判定動作を示
す図
【図１１】本発明の実施の形態４に係るマルチキャリア通信装置のシンボル判定動作を示
す図
【図１２】本発明の実施の形態５に係るパターン変換部における変換前シンボルパターン
と変換後シンボルパターンの対応テーブルの一例を示す図
【図１３】本発明の実施の形態６に係るパターン変換部における変換前シンボルパターン
と変換後シンボルパターンの対応テーブルの一例を示す図
【図１４】本発明の実施の形態７に係る新しいＯＦＤＭシンボルパターンを示す図
【図１５】本発明の実施の形態７に係るパターン変換部における変換前シンボルパターン
と変換後シンボルパターンの対応テーブルの一例を示す図
【図１６】本発明の実施の形態８に係る８サブキャリアに振幅「０」のシンボルを２個配
置する例を示す図
【図１７】本発明の実施の形態８に係るパターン変換部における変換前シンボルパターン
と変換後シンボルパターンの対応テーブルの一例を示す図
【図１８】本発明の実施の形態９に係るマルチキャリア通信装置の構成を示すブロック図
【図１９】本発明の実施の形態９に係る２値で表されるデータを３値で表されるデータに
変換する例を示す図
【図２０】本発明の実施の形態に係るマルチキャリア通信装置におけるＱＰＳＫ変調の信
号点を示す図
【図２１】本発明の実施の形態に係るマルチキャリア通信装置における１６ＱＡＭの信号
点を示す図
【図２２】本発明の実施の形態１０に係るマルチキャリア通信装置の構成を示す図
【図２３】本発明の実施の形態１０における信号処理の例を示す図
【図２４】本発明の実施の形態１１に係るマルチキャリア通信装置の構成を示す図
【図２５】本発明の実施の形態１２に係るマルチキャリア通信装置の構成を示す図
【図２６】本発明の実施の形態１３に係るマルチキャリア通信装置の構成を示す図
【図２７】本発明の実施の形態１３における信号処理の例を示す図
【図２８】本発明の実施の形態１４に係るマルチキャリア通信装置の構成を示す図
【図２９】本発明の実施の形態１４における信号処理の例を示す図
【図３０】従来のマルチキャリア通信装置の構成を示すブロック図
【符号の説明】
１０１、５０２　デジタル変調部
１０２、５０３　Ｓ／Ｐ変換部
１０３、５０１　マッピング部
１０４、５０４　ＩＦＦＴ部
１０８、５０８　ＦＦＴ部
１０９、２０１、３０１、４０１、５１１　デマッピング部
１１０、５０９　Ｐ／Ｓ変換部
１１１、５１０　デジタル復調部
１５１、１６１、２５４、３５４、４５３、５５１、５６１　パターン変換部
１５２、１６２、２５２、３５２、４５４、５５２、５６２　テーブル記憶部
２５１、３５１　パターン照合部
２５３　再送要求部
３５３　誤り訂正部
４５１　受信レベル測定部
４５２　信号判断部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

(38) JP 3589967 B2 2004.11.17



【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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