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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信装置宛てのデータシンボルおよびパイロットシンボルがフレームに割り当てられ、
他の受信装置宛てのデータシンボルおよびパイロットシンボルが他のフレームに割り当て
られ、前記フレームまたは前記他のフレームから構成される伝送ブロックを受信する受信
装置であって、
　前記フレームまたは前記他のフレームに割り当てられたパイロットシンボルを解析する
ための情報を含む制御情報を受信する受信部と、
　前記制御情報に基づいて、前記パイロットシンボルが、前記受信装置宛てのデータシン
ボルを復調するために用いる基準信号を生成するために利用できるか否かを判断するパイ
ロット制御部と、
　前記パイロットシンボルのうち、前記基準信号を生成するために利用できると判断され
たパイロットシンボルに基づいて、基準信号を生成する伝搬路推定部と、
　前記生成した基準信号を用いて、前記受信装置宛てのデータシンボルを復調する復調処
理部と、を備えることを特徴とする受信装置。
【請求項２】
　前記パイロット制御部は、前記制御情報に含まれる前記パイロットシンボルの種別を示
す信号に基づいて、前記パイロットシンボルが、前記受信装置宛てのデータシンボルを復
調するために用いる基準信号を生成するために利用できるか否かを判断することを特徴と
する請求項１記載の受信装置。
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【請求項３】
　前記パイロット制御部は、前記各フレームに含まれるパイロットシンボルを送信したア
ンテナの差異に基づいて、前記パイロットシンボルが、前記受信装置宛てのデータシンボ
ルを復調するために用いる基準信号を生成するために利用できるか否かを判断することを
特徴とする請求項１記載の受信装置。
【請求項４】
　前記受信したパイロットシンボルを記憶するパイロット記憶部を更に備え、
　前記パイロット制御部は、前記受信装置宛てのデータシンボルを復調するために用いる
基準信号を生成するために利用できるパイロットシンボルを前記パイロット記憶部に格納
し、
　前記伝搬路推定部は、前記パイロット記憶部に記憶されたパイロットシンボルを用いて
前記基準信号を生成することを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載の受信
装置。
【請求項５】
　受信装置宛てのデータシンボルおよびパイロットシンボルがフレームに割り当てられ、
他の受信装置宛てのデータシンボルおよびパイロットシンボルが他のフレームに割り当て
られ、前記フレームまたは前記他のフレームから構成される伝送ブロックを受信する受信
方法であって、
　前記フレームまたは前記他のフレームに割り当てられたパイロットシンボルを解析する
ための情報を含む制御情報を受信するステップと、
　前記制御情報に基づいて、前記パイロットシンボルが、前記受信装置宛てのデータシン
ボルを復調するために用いる基準信号を生成するために利用できるか否かを判断するステ
ップと、
　前記パイロットシンボルのうち、前記基準信号を生成するために利用できると判断され
たパイロットシンボルに基づいて、基準信号を生成するステップと、
　前記生成した基準信号を用いて、前記受信装置宛てのデータシンボルを復調するステッ
プと、を少なくとも含むことを特徴とする受信方法。
【請求項６】
　受信装置に実装されることによって、前記受信装置に複数の機能を発揮させる集積回路
であって、
　受信装置宛てのデータシンボルおよびパイロットシンボルがフレームに割り当てられ、
他の受信装置宛てのデータシンボルおよびパイロットシンボルが他のフレームに割り当て
られ、前記フレームまたは前記他のフレームから構成される伝送ブロックを受信する機能
と、
　前記フレームまたは前記他のフレームに割り当てられたパイロットシンボルを解析する
ための情報を含む制御情報を受信する機能と、
　前記制御情報に基づいて、前記パイロットシンボルが、前記受信装置宛てのデータシン
ボルを復調するために用いる基準信号を生成するために利用できるか否かを判断する機能
と、
　前記パイロットシンボルのうち、前記基準信号を生成するために利用できると判断され
たパイロットシンボルに基づいて、基準信号を生成する機能と、
　前記生成した基準信号を用いて、前記受信装置宛てのデータシンボルを復調する機能と
、の一連の機能を前記受信装置に発揮させることを特徴とする集積回路。
【請求項７】
　受信装置に実装されることによって、前記受信装置に複数の機能を発揮させる集積回路
であって、
　受信装置宛てのデータシンボルおよびパイロットシンボルがフレームに割り当てられ、
他の受信装置宛てのデータシンボルおよびパイロットシンボルが他のフレームに割り当て
られ、前記フレームまたは前記他のフレームから構成される伝送ブロックを受信する機能
と、
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　前記フレームまたは前記他のフレームに割り当てられたパイロットシンボルを解析する
ための情報を含む制御情報を受信する機能と、
　複数のパイロットシンボル間の相関値を測定し、前記測定した相関値に基づいて、いず
れか一つのパイロットシンボルが、前記受信装置宛てのデータシンボルを復調するために
用いる基準信号を生成するために利用できるか否かを判断する機能と、
　前記パイロットシンボルのうち、前記基準信号を生成するために利用できると判断され
たパイロットシンボルに基づいて、基準信号を生成する機能と、
　前記生成した基準信号を用いて、前記受信装置宛てのデータシンボルを復調する機能と
、の一連の機能を前記受信装置に発揮させることを特徴とする集積回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、復調の基準となるパイロット信号を有するデータ通信に関わる無線通信装置
、および無線通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、無線で送受信される多値変調システムにおいては、伝搬路により、振幅や位
相が変動する。従って、パイロット信号としてあらかじめ既知信号を送り、パイロット信
号（パイロットシンボル）の振幅と位相とを基準値として、未知のデータ信号の振幅、位
相を算出して、復調することが行われている。このような方式は、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏ
ｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ）変調システ
ムでも同様である。
【０００３】
　図４１は、従来のＯＦＤＭ変調システムのフレーム構成の一例を示す図である（非特許
文献１の図１を引用）。図４１に示すフレーム構成は、ＯＦＤＭをベースとし、スペクト
ル拡散も同時に行なっているＳｐｒｅａｄ－ＯＦＤＭにおける構成例であり、一つのフレ
ームの前後に１つずつのパイロットチャンネル（ＣＰＩＣＨ：コモンパイロットチャンネ
ル）を置くことによって、雑音に対する特性向上と、伝搬路変動の補完を行なっている。
すなわち、２つのパイロットチャンネルは、パイロット信号には相関があり、雑音電力に
は相関がないため、２つを演算処理することによってパイロット信号の精度を向上させる
ことができる。また、１フレームは、十分短く設定するものの、無線通信装置が高速で移
動するときには、フレームの先頭と、フレームの末尾で、伝搬路の変化が生じる。このた
め、フレーム先頭のパイロット信号から求めた基準値は、フレームの末尾では誤差が大き
くなる。この場合に、先頭と末尾の２つのパイロットを利用することにより、伝搬路変化
に伴う、フレーム内の位相、振幅の変化を推定でき、少ない誤差で復調できる。フレーム
先頭のパイロットチャンネルを前パイロット、フレーム末尾のチャンネルを後パイロット
と称す。
【０００４】
　図４２は、従来の受信機の構成例を示す図である。ＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎ
ｃｙ）部（ＲＦ回路）から、アナログ部９０１に入ってきた受信信号は、Ａ／Ｄ（Ａｎａ
ｌｏｇ／Ｄｉｇｉｔａｌ）変換されてデジタル信号となり、デジタル処理部９０２に入力
される。一般的な受信機の構成としては、図には示されていない受信制御部で受信信号に
同期をとり、受信系の制御を行う。ＦＦＴ（Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏ
ｒｍ：高速フーリエ変換）部９０３で処理された受信信号は、前パイロット記憶部９０４
と後パイロット記憶部９０５に２つのパイロット信号を、データ記憶部９０６にデータ信
号が記憶される。
【０００５】
　図４３は、従来の伝搬路推定部９０７の内部構成の一例を示す図である。伝搬路推定部
９０７は、２つのパイロット信号を入力し、補完処理部９１１は、二つのパイロット信号
に基づいて伝搬路変動を補完し、雑音低減部９１２は、雑音を低減し、基準信号生成部９



(4) JP 4979224 B2 2012.7.18

10

20

30

40

50

１３は、基準信号を生成する。パイロット信号は、既知信号であり、送信側で、既知信号
を信号変調しているが、受信側（復調器）でも既知信号がわかっているため、基準信号生
成部９１３は、データ信号の復調に使えるように、パイロット信号の変調を解除して、信
号振幅と位相情報とを指定する基準信号を生成する。
【０００６】
　復調処理部９０８は、生成した基準信号に基づいて、データ信号を復調、インターリー
ブ、誤り訂正等の処理を行い、その後上位層に渡す。このように、２つのパイロット信号
を使うことによって、伝搬路の特性改善を図っている。
【非特許文献１】丹野　元博、新　博行、樋口　健一、佐和　橋衛　著「下りリンクブロ
ードバンドＯＦＣＭＤにおけるパイロットチャネルを用いる３段階高速セルサーチ法」、
信学技報　ＲＣＳ２００２－４０、２００２年４月、ｐ．１３５－１４０
【非特許文献１】ＮＴＴ　ＤｏＣｏＭｏ，Ｆｕｊｉｔｓｕ，　“Ｃｏｍｍｏｎ　Ｐｉｌｏ
ｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｆｏｒ　ＯＦＤＭ　Ｂａｓｅｄ　Ｒａｄｉｏ
　Ａｃｃｅｓｓ　ｉｎ　Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ”，３ＧＰＰ　Ｔ
ＳＧ　ＲＡＮ　ＷＧ１　＃４２　ｏｎ　ＬＴＥ　Ｒ１－０５０８５３　Ｌｏｎｄｏｎ，Ｕ
Ｋ，Ａｕｇｕｓｔ　２９－Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ　２，２００５
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来例において、特にＯＦＤＭ変調では、１つのＯＦＤＭシンボルの長
さが長いため、パイロット信号の長さがスループットの低下を招くことがある。ＯＦＤＭ
シンボル数が多いとき、例えば１フレームに１００個のＯＦＤＭシンボルがある場合等で
は、パイロット信号の比率は１フレームに２つ挿入しても２パーセントに過ぎずスループ
ットの低下はわずかであるが、１フレームが１０個のＯＦＤＭシンボルの時には２つ挿入
すると、その比率は２０パーセントになり、大幅なスループット低下を招く。一方、パイ
ロットシンボルは、伝搬路の受信品質の測定には所定の数が必要とされる。
【０００８】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、１フレームのＯＦＤＭシンボ
ル数を削減し、スループットを改善する無線通信装置（受信装置、送信装置）、通信方法
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】
【０００９】
　（１）本発明に係る受信装置の一態様は、データシンボルを割り当てたフレームの信号
と、前記フレームの配置状況を示す制御情報を通知する信号とを受信する受信装置であっ
て、復調用の基準信号を生成する既知シンボルを含む少なくとも一つのパイロットシンボ
ルと、データシンボルとを割り当てた対象フレームの信号を受信する受信部と、前記制御
情報に基づいて、受信した対象フレームとは異なる他のフレームに割り当てられたパイロ
ットシンボルを解析するパイロット制御部と、前記他のフレームに割り当てられたパイロ
ットシンボルを利用する場合、前記対象フレームと前記他のフレームそれぞれに割り当て
られたパイロットシンボルに基づいて前記復調用の基準信号を生成し、前記他のフレーム
に割り当てられたパイロットシンボルを利用しない場合、前記対象フレームに割り当てら
れたパイロットシンボルに基づいて前記基準信号を生成する伝搬路推定部と、生成した基
準信号を用いてデータシンボルを復調する復調処理部と、を備えることを特徴とする。
【００１０】
　このように、本発明に係る受信装置の一態様によれば、対象フレームとは異なるフレー
ムに割り当てられたパイロットシンボルを利用することが可能であり、更に、他のフレー
ムに割り当てられたパイロットシンボルが利用できるか否かによって伝搬路の推定の処理
を変更することができる。これにより、フレームに割り当てるパイロットシンボルの数を
抑制し、スループットを改善させることができる。また、他のフレームに割り当てられた
パイロットシンボルが利用できない場合にも対応する受信装置を提供することができる。
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【００１１】
　（２）また、本発明に係る受信装置の一態様において、前記対象フレームと前記他のフ
レームそれぞれに割り当てられた二つのパイロットシンボルを記憶するパイロット記憶部
を、更に備え、前記パイロット制御部は、前記他のフレームに割り当てられたパイロット
シンボルを解析した結果に基づいて、前記パイロット記憶部に格納するパイロットシンボ
ルを制御し、前記伝搬路推定部は、前記パイロット記憶部に記憶されたパイロットシンボ
ルを用いて前記基準信号を生成することを特徴とする。
【００１２】
　このように、前記パイロット制御部は、複数のフレームに割り当てられたパイロットシ
ンボルを二つのパイロット記憶部へ格納する制御を行なうことができる。これにより、伝
搬路推定部へ二つのパイロットシンボルを提供することができる。
【００１３】
　（３）さらに、本発明に係る受信装置の一態様において、前記パイロット制御部は、前
記他のフレームに割り当てられたパイロットシンボルを利用しない場合、対象フレームの
パイロットシンボル、および、他のフレームのパイロットシンボルとして零を前記パイロ
ット記憶部へ記憶させる制御を行なうことを特徴とする。
【００１４】
　このように、複数のフレームに割り当てられたパイロットシンボルのいずれかを利用し
ない場合、使用しないパイロットシンボルの値を零にし、伝搬路推定部の動作を対応させ
ることにより、伝搬路推定部の動作を維持することが可能となる。
【００１５】
　（４）本発明に係る受信装置の一態様において、前記パイロット制御部は、前記他のフ
レームに割り当てられたパイロットシンボルを利用しない場合、二つのパイロット記憶部
へ対象フレームのパイロットシンボルを記憶させる制御を行なうことを特徴とする。
【００１６】
　複数のフレームに割り当てられたパイロットシンボルのいずれかを利用しない場合、対
象フレームのパイロットシンボルのみを用いることにより、伝搬路推定部の動作を維持す
ることが可能となる。
【００１７】
　（５）本発明に係る受信装置の一態様において、前記伝搬路推定部は、前記他のフレー
ムに割り当てられたパイロットシンボルを利用しない場合、前記他のフレームのパイロッ
トシンボルが前記対象フレームのパイロットシンボルと同じであるものとして前記基準信
号を生成することを特徴とする。
【００１８】
　このように、前記伝搬路推定部は、他のフレームに割り当てられたパイロットシンボル
を利用しない場合に対応する処理（回路）を備えることにより、他のパイロットシンボル
を利用する場合と利用しない場合とのいずれにも対応することができる。これにより、1
つのフレーム内のパイロットシンボル数を削減することができる。
【００１９】
　（６）本発明に係る受信装置の一態様において、受信したフレームに含まれるデータシ
ンボルを記憶するデータ記憶部を、更に備え、前記伝搬路推定部は、前記他のフレームに
割り当てられたパイロットシンボルを利用する場合、前記対象フレームと前記他のフレー
ムとに配置されたパイロットシンボルが前記パイロット記憶部に記憶された後、基準信号
を生成し、前記復調処理部は、生成された基準信号を用いて、前記データ記憶部に記憶し
たデータシンボルを復調することを特徴とする。
【００２０】
　このように、前記データ記憶部を備えることにより、利用するパイロットシンボルを記
憶するまで、データシンボルを一時的に格納し、利用するパイロットシンボルが記憶され
た後にバッチ処理を実施することができる。これにより、他のフレームに割り当てられた
パイロットシンボルを利用することができる。これにより、1つのフレーム内のパイロッ



(6) JP 4979224 B2 2012.7.18

10

20

30

40

50

トシンボル数を削減することができる。
【００２１】
　（７）本発明に係る受信装置の一態様において、前記伝搬路推定部は、前記他のフレー
ムに割り当てられたパイロットシンボルを利用しない場合、前記パイロット記憶部に前記
対象フレームのパイロットシンボルが記憶された後、基準信号を生成し、前記復調処理部
は、受信したフレームのデータシンボルを逐次処理により復調することを特徴とする。
【００２２】
　このように、利用するパイロットシンボルをパイロット記憶部に記憶させた後にデータ
シンボルを処理することにより、他のフレームに割り当てられたパイロットシンボルを利
用しない場合には、対象フレームに割り当てられたパイロットシンボルが記憶された段階
で復調を開始することができる。
【００２３】
　（８）本発明に係る受信装置の一態様において、前記パイロット制御部は、前記制御情
報に基づいて、他のフレームに割り当てられたパイロットシンボルを解析するための情報
を抽出する制御情報制御部と、抽出した情報に基づいて、他のフレームに割り当てられた
パイロットシンボルを基準信号の生成に利用できるかを判断し、判断した結果をパイロッ
ト判別信号として前記伝搬路推定部へ出力するパイロット利用制御部と、を備えることを
特徴とする。
【００２４】
　このように、パイロット制御部が制御情報に基づいて他のパイロットシンボルの利用の
可否を判別し、他の構成要素へ判別結果を通知することにより、他のパイロットシンボル
が利用できない場合の対応をとることができる。これにより、1つのフレーム内のパイロ
ットシンボル数を削減することができる。
【００２５】
　（９）本発明に係る受信装置の一態様において、前記他のフレームに割り当てられたパ
イロットシンボルを利用するか否かに基づいて、前記対象パイロットシンボルを前記パイ
ロット記憶部に記憶させる場合と、前記伝搬路推定部へ直接入力させる場合を切り替える
第一のスイッチと、前記他のフレームに割り当てられたパイロットシンボルを利用するか
否かに基づいて、前記データシンボルを前記データ記憶部に記憶させる場合と、前記伝搬
路推定部へ直接入力させる場合とを切り替える第二のスイッチと、を更に備えることを特
徴とする。
【００２６】
　このように、他のフレームに割り当てられたパイロットシンボルが利用できるか否かに
よってデータシンボルの入力先を変更することにより、バッチ処理と逐次処理との使い分
け、効率よく処理を進めることができる。
【００２７】
　（１０）本発明に係る受信装置の一態様において、前記パイロット制御部は、前記対象
フレームの後に続いて配置される後続フレームの存在を検出し、検出した後続フレームに
割り当てられたパイロットシンボルを、前記他のフレームに割り当てられたパイロットシ
ンボルとすることを特徴とする。
【００２８】
　このように、前記パイロット制御部は、後続フレームに割り当てられたパイロットシン
ボルを利用することにより、復調に用いるパイロットシンボルの数を確保する。これによ
り、伝搬路推定の精度を所定のレベルに維持するとともに、1つのフレーム内のパイロッ
トシンボル数を削減することができる。
【００２９】
　（１１）本発明に係る受信装置の一態様において、前記受信部は、各フレームのアンテ
ナパターンを示すアンテナパターン信号を含む制御情報を受信し、前記パイロット制御部
は、受信した制御情報に基づいて、前記対象フレームと同じアンテナパターンとなってい
るフレームを検出し、検出したフレームに割り当てられたパイロットシンボルを、前記他
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のフレームに割り当てられたパイロットシンボルとすることを特徴とする。
【００３０】
　このように、前記パイロット制御部は、アンテナパターンが同じ場合に他のフレームに
割り当てられたパイロットシンボルを利用するため、アンテナパターンの切り替えによる
伝搬路推定の精度の低下を防止することができる。これにより、伝搬路推定の精度を所定
のレベルに維持するとともに、1つのフレーム内のパイロットシンボル数を削減すること
ができる。
【００３１】
　（１２）本発明に係る受信装置の一態様において、前記受信部は、各フレームに割り当
てられたパイロットシンボルの種別を示すパイロット種別信号を含む制御情報を受信し、
前記パイロット制御部は、受信した制御情報に基づいて、前記対象フレームに割り当てら
れたパイロットシンボルと同じパイロット種別信号となっているパイロットシンボルが割
り当てられたフレームを検出し、検出したフレームに割り当てられたパイロットシンボル
を、前記他のフレームに割り当てられたパイロットシンボルとすることを特徴とする。
【００３２】
　このように、前記パイロット制御部は、パイロット種別信号が同じ場合に他のフレーム
に割り当てられたパイロットシンボルを利用するため、パイロット種別の切り替えによる
伝搬路推定の精度の低下を防止することができる。これにより、伝搬路推定の精度を所定
のレベルに維持するとともに、1つのフレーム内のパイロットシンボル数を削減すること
ができる。
【００３３】
　（１３）本発明に係る受信装置の一態様において、前記受信部は、各フレームの送信元
を示す送信元種別信号を含む制御情報を受信し、前記パイロット制御部は、受信した制御
情報に基づいて、前記対象フレームと同じ送信元種別信号となっているフレームを検出し
、検出したフレームに割り当てられたパイロットシンボルを、前記他のフレームに割り当
てられたパイロットシンボルとすることを特徴とする。
【００３４】
　このように、前記パイロット制御部は、送信元種別信号が同じ場合に他のフレームに割
り当てられたパイロットシンボルを利用するため、送信元の切り替えによる伝搬路推定の
精度の低下を防止することができる。これにより、伝搬路推定の精度を所定のレベルに維
持するとともに、1つのフレーム内のパイロットシンボル数を削減することができる。
【００３５】
　（１４）本発明に係る受信装置の一態様において、前記対象フレームと前記他のフレー
ムそれぞれに割り当てられたパイロットシンボルの相関を判定する相関判定部を、更に備
え、前記パイロット制御部は、判定したパイロットシンボル間に相関が検出できる場合、
前記他のフレームに割り当てられたパイロットシンボルを復調用に利用する制御を行なう
ことを特徴とする。
【００３６】
　このように、パイロットシンボルの相関を判別することにより、パイロットシンボルの
特性の変化を検出し、パイロットシンボルの切り替えによる伝搬路推定の精度の低下を防
止することができる。これにより、伝搬路推定の精度を所定のレベルに維持するとともに
、1つのフレーム内のパイロットシンボル数を削減することができる。
【００３７】
　（１５）本発明に係る受信装置の一態様において、前記受信部は、対象フレームに複数
のパイロットシンボルが割り当てられた信号を受信し、前記パイロット制御部は、前記対
象フレームに割り当てられた複数のパイロットシンボルの一つを対象フレームに割り当て
たパイロットシンボルとし、他のパイロットシンボルを他のフレームに割り当てたパイロ
ットシンボルとして前記パイロット記憶部へ格納することを特徴とする。
【００３８】
　このように、1つのフレームに複数のパイロットシンボルが割り当てられた場合にも対
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応することができる。これにより、他のフレームに割り当てられたパイロットシンボルが
利用できない場合に、対象フレームにパイロットシンボルを追加することができ、状況に
応じて柔軟に対応することが可能になる。
【００３９】
　（１６）本発明に係る受信装置の別の一態様は、復調用の基準信号を生成する既知シン
ボルを含むパイロットシンボルの配置情報およびデータシンボルを復調するパイロットシ
ンボルの位置を特定する復調パイロット情報を含む制御情報を予め受信する受信装置であ
って、少なくとも一つのパイロットシンボルと、データシンボルとの信号を受信する受信
部と、前記制御情報に含まれる配置情報と復調パイロット情報とに基づいて、受信したデ
ータシンボルを復調するパイロットシンボルを解析するパイロット制御部と、前記復調パ
イロット情報に特定されたパイロットシンボルのうち利用可能なパイロットシンボルを利
用して前記復調用の基準信号を生成する伝搬路推定部と、生成した基準信号を用いてデー
タシンボルを復調する復調処理部と、を備えることを特徴とする。
【００４０】
　このように、パイロットシンボルの配置と、各データシンボルが利用するパイロットシ
ンボルが特定されている場合において、特定されたパイロットシンボルが利用できない状
況でも利用可能なパイロットシンボルを用いて伝搬路を推定することができる。
【００４１】
　（１７）本発明に係る受信装置の一態様において、受信したパイロットシンボルを記憶
するパイロット記憶部を、更に備え、前記パイロット制御部は、前記解析結果に基づいて
、利用するパイロットシンボルを前記伝搬路推定部へ通知し、前記伝搬路推定部は、通知
されたパイロットシンボルを前記パイロット記憶部から読み出し、読み出したパイロット
シンボルを用いて前記復調用の基準信号を生成することを特徴とする。
【００４２】
　このように、記憶領域に記憶された情報に基づいて、利用できるパイロットシンボルを
検出し、検出したパイロットシンボルの数に応じて伝搬路を推定することができる。
【００４３】
　（１８）本発明に係る送信装置の一態様は、データシンボルをフレームに割り当てて送
信する送信装置であって、復調用の基準信号を生成する既知シンボルを含むパイロットシ
ンボルを生成するパイロット生成部と、データシンボルを割り当てる対象フレームの後に
続く後続フレームが存在しない場合に、前記後続フレーム領域へパイロットシンボルを付
加することを制御するパイロット付加制御部と、前記後続フレーム領域へパイロットシン
ボルを付加したデータシンボルを送信する送信部と、を備えることを特徴とする。
【００４４】
　このように、本発明に係る送信装置の一態様によれば、後続フレームが存在しない場合
であっても、後続フレームに割り当てられるパイロットシンボルを付加することができる
。これにより、フレームに割り当てるパイロットシンボルの数を抑制し、スループットを
改善させることができる。
【００４５】
　（１９）また、本発明に係る送信装置の一態様において、前記パイロット付加制御部は
、前記後続フレームと前記対象フレームそれぞれに割り当てられる二つのパイロットシン
ボルの特性が異なる場合、前記対象フレームへ追加パイロットシンボルを付加することを
制御し、前記送信部は、前記対象フレーム内に少なくとも二つのパイロットシンボルが付
加されたデータシンボルを送信することを特徴とする。
【００４６】
　このように、後続フレームに割り当てられるパイロットシンボルが利用できない場合、
対象フレームにパイロットシンボルを追加することができる。これにより、通常は一つの
フレームに割り当てるパイロットシンボルの数を抑制しつつ、伝搬路推定の精度を維持す
ることができる。
【００４７】
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　（２０）さらに、本発明に係る送信装置の一態様において、前記パイロット付加制御部
は、前記二つのパイロットシンボルの特性が異なる場合として、アンテナパターンの相違
と、パイロットシンボルの種別の相違との少なくとも一方を検出することを特徴とする。
【００４８】
　このように、アンテナパターンの切り替わりやパイロットシンボルの種別の変化に応じ
て後続フレームに割り当てられるパイロットシンボルが利用できない場合を検出すること
ができる。
【００４９】
　（２１）本発明に係る送信装置の一態様において、前記パイロット付加制御部は、前記
対象フレームの末尾へ追加パイロットシンボルを挿入することを制御し、前記送信部は、
前記対象フレームの末尾に追加パイロットシンボルを挿入したデータシンボルを送信する
ことを特徴とする。
【００５０】
　このように、後続フレームのパイロットシンボルの特性が異なる場合に、対象フレーム
にパイロットシンボルを追加することができる。これにより、通常は一つのフレームに割
り当てるパイロットシンボルの数を抑制しつつ、伝搬路推定の精度を維持することができ
る。
【００５１】
　（２２）本発明に係る送信装置の一態様において、前記パイロット付加制御部は、前記
対象フレームに続くフレームのアンテナパターンが切り替わる場合に、前記対象フレーム
の末尾より前へ追加パイロットシンボルを挿入することを制御し、前記送信部は、前記対
象フレームの末尾の一つ前へ追加パイロットシンボルを挿入したデータシンボルを送信す
ることを特徴とする。
【００５２】
　このように、対象フレームの末尾の一つ前へ追加パイロットシンボルを挿入することに
より、アンテナパターンの切り替えによる影響を回避することができる。これにより、通
常は一つのフレームに割り当てるパイロットシンボルの数を抑制しつつ、伝搬路推定の精
度を維持することができる。
【００５３】
　（２３）本発明に係る送信装置の一態様において、前記パイロット付加制御部は、前記
後続フレームの領域の少なくとも一部分をブランクとすることを制御することを特徴とす
る。
【００５４】
　このように、アンテナパターンが切り替わるフレームの前に、データシンボルを割り当
てないブランクの領域を挿入することにより、アンテナパターンの切り替えの影響を回避
することができる。
【００５５】
　（２４）本発明に係る送信装置の一態様において、前記パイロット付加制御部は、パイ
ロットシンボルを配置する位置を特定する配置情報に基づいて、前記後続フレーム領域へ
追加するパイロットシンボルの位置を制御することを特徴とする。
【００５６】
　このように、後続フレームが存在しない場合でも、予め決められたパイロットシンボル
の配置に基づいて、パイロットシンボルを所定のパターンで追加することができる。
【００５７】
　（２５）本発明に係る通信方法の一態様は、データシンボルを割り当てたフレームの信
号と、前記フレームの配置状況を示す制御情報を通知する信号とを受信する受信装置の通
信方法であって、復調用の基準信号を生成する既知シンボルを含む少なくとも一つのパイ
ロットシンボルと、データシンボルとを割り当てた対象フレームの信号を受信し、前記制
御情報に基づいて、受信した対象フレームとは異なる他のフレームに割り当てられたパイ
ロットシンボルを解析し、前記他のフレームに割り当てられたパイロットシンボルを利用
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する場合、前記対象フレームと前記他のフレームそれぞれに割り当てられたパイロットシ
ンボルに基づいて前記復調用の基準信号を生成し、前記他のフレームに割り当てられたパ
イロットシンボルを利用しない場合、前記対象フレームに割り当てられたパイロットシン
ボルに基づいて前記基準信号を生成し、生成した基準信号を用いてデータシンボルを復調
することを特徴とする。
【００５８】
　このように、本発明に係る受信装置の通信方法の一態様によれば、対象フレームとは異
なるフレームに割り当てられたパイロットシンボルを利用することが可能であり、更に、
他のフレームに割り当てられたパイロットシンボルが利用できるか否かによって伝搬路の
推定の処理を変更することができる。これにより、フレームに割り当てるパイロットシン
ボルの数を抑制し、スループットを改善させることができる。また、他のフレームに割り
当てられたパイロットシンボルが利用できない場合にも対応する受信装置の通信装置を提
供することができる。
【００５９】
　（２６）本発明に係る通信方法の一態様は、データシンボルをフレームに割り当てて送
信する送信装置の通信方法であって、復調用の基準信号を生成する既知シンボルを含むパ
イロットシンボルを生成し、データシンボルを割り当てる対象フレームの後に続く後続フ
レームが存在しない場合に、前記後続フレーム領域へパイロットシンボルを付加すること
を制御し、前記後続フレーム領域へパイロットシンボルを付加したデータシンボルを送信
することを特徴とする。
【００６０】
　このように、本発明に係る送信装置の通信方法の一態様によれば、後続フレームが存在
しない場合であっても、後続フレームに割り当てられるパイロットシンボルを付加するこ
とができる。これにより、フレームに割り当てるパイロットシンボルの数を抑制し、スル
ープットを改善させることができる。
【発明の効果】
【００６１】
　本発明によれば、１フレームのＯＦＤＭシンボル数を削減し、スループットを改善する
ことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６２】
　次に、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。各図面において同一
の構成または機能を有する構成要素および相当部分には、同一の符号を付し、その説明は
省略する。
【００６３】
　また、以下の各実施形態では、無線受信装置（受信装置）と無線送信装置（送信装置）
とを用いて説明するが、一つの無線通信装置が以下に説明する無線受信装置と無線送信装
置との特徴を備えていてもよく、無線通信装置内に、以下に説明する無線受信装置の受信
部分、または、無線送信装置の送信部分のいずれか一方、あるいは、その両方を備える場
合であっても、本発明を適用することができる。また、本発明に係る無線受信装置の機能
を備える移動局（端末局）、あるいは無線送信装置の機能を備える基地局も本発明を適用
できる範囲である。
【００６４】
　各実施形態では、データシンボルをフレームへ割り当てた信号を通信する場合を説明す
る。パイロットシンボルは、復調用の基準信号を生成する既知シンボルを含むシンボルで
ある。フレームは、少なくとも一つのパイロットシンボルと、復調するデータシンボルを
割り当てたフレームであり、データシンボルの復調を管理する単位である。従って、デー
タシンボルの復調を管理する単位であれば、フレームという名称でなくてもよい。データ
シンボルの復調を管理する単位は、同じ方式等を用いて復調するという意味ではなく、復
調の方式等を決める際の管理する単位を示す。
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【００６５】
　また、データシンボルを復調するタイミングのフレームを対象フレーム、前記対象フレ
ームとは異なるフレームを他のフレームとし、特に、前記対象フレームの後に続いて配置
される（受信することになる）フレームを後続フレームとする。対象フレームに配置され
たパイロットシンボルを対象パイロットシンボル（対象パイロット）、後続フレームに配
置されたパイロットシンボルを後続パイロットシンボル（後続パイロット）とする。以下
の説明では、対象フレームと後続フレームとを用いて説明するが、本発明は後続フレーム
への適用に限定されるものではなく、その他の対象フレームとは異なるフレームへも適用
できることは言うまでもない。
【００６６】
　（第１の実施形態）
　第１の実施形態では、複数のフレームに配置されたパイロットシンボルを用いる場合と
、データシンボルを復調するフレームに配置されたパイロットシンボルを用いる場合とを
切り替えてデータシンボルを復調する無線受信装置の一態様について説明する。
【００６７】
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る無線受信装置の構成の一例を示す図である。図
１に示す無線受信装置は、アナログ部１０１、デジタル処理部１０２、ＦＦＴ（Ｆａｓｔ
　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ：高速フーリエ変換）処理部１０３、パイロット
記憶部Ａ１０４、パイロット記憶部Ｂ１０５、データ記憶部１０６、伝搬路推定部１０７
、復調処理部１０８、信号処理部１０９、並びに、パイロット制御部１１０を備える。図
１に示した無線受信装置は、本実施形態を説明する構成要素を示したものであり、これ以
外の構成要素を備えることを排除するものではない。
【００６８】
　無線受信装置は、少なくとも一つのパイロットシンボルとデータシンボルとをフレーム
単位に割り当てた信号（受信信号）を受信する。パイロットシンボルは、復調用の基準信
号を生成する既知シンボルを含むシンボルである。受信信号は、受信部（図示していない
）で受信され、ＲＦ回路（ＲＦ部）においてベースバンド信号に変換される。
【００６９】
　アナログ部１０１は、ベースバンド信号を入力し、アナログ信号を、フィルタ等による
アナログ処理を行なう。デジタル部１０２は、アナログ処理された信号をデジタル変換し
、フィルタ当によるデジタル処理を行ない、ＦＦＴ処理できる信号へ変換する。
【００７０】
　ＦＦＴ部１０３は、デジタル処理された信号を高速フーリエ変換し、パイロットシンボ
ルをパイロット記憶部Ａ１０４とパイロット記憶部Ｂ１０５のいずれかに、データシンボ
ルをデータ記憶部１０６に出力し、各記憶部にシンボルを記憶させる。パイロット記憶部
Ａ１０４、パイロット記憶部Ｂ１０５は、パイロットシンボルを記憶する記憶領域であり
、データ記憶部１０６は、データシンボルを記憶する記憶領域である。ＦＦＴ処理部１０
３は、対象パイロットシンボルと後続パイロットシンボルとを、パイロット記憶部Ａ１０
４とパイロット記憶部Ｂ１０５とに交互に記憶する。
【００７１】
　伝搬路推定部１０７は、他のフレームに割り当てられたパイロットシンボルを利用する
場合、対象フレームと他のフレームそれぞれに割り当てられた二つのパイロットシンボル
（対象パイロットシンボルと他のパイロットシンボル）に基づいて復調用の基準信号を生
成する。一方、他のフレームに割り当てられたパイロットシンボル利用しない場合、対象
フレームに割り当てられたパイロットシンボル（対象パイロットシンボル）に基づいて基
準信号を生成する。他のパイロットシンボルの有無は、パイロット制御部１１０が出力す
るパイロット判別信号（後述する）に基づいて判断する。
【００７２】
　本実施形態では、パイロット制御部１１０が他のフレームに割り当てられたパイロット
シンボルを利用するか否かは、他のフレームが存在するか否かによって判断する。他のフ
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レームは、対象フレームの後に続く後続フレームである。２つのパイロットシンボルを用
いる場合には、対象パイロットシンボルと、後続パイロットシンボルの２つを使用し、続
きのフレームがなく、１つのパイロットシンボルを用いる場合（対象フレームの次のフレ
ームがない場合）には、対象パイロットシンボルのみを用いて基準信号を生成する。伝搬
路推定部１０７については、図２、図３を用いて後述する。
【００７３】
　復調処理部１０８は、伝搬路推定部１０７（基準信号生成部１２３）で生成した基準信
号に基づいて、データ記憶部１０６へ記憶したデータシンボルを復調する。信号処理部１
０９は、復調した信号をインターリーブ、誤り訂正等の処理を行ない、その後上位層に渡
す。
【００７４】
　パイロット制御部１１０は、上位層から制御情報を入力し、入力した制御情報に基づい
て、対象フレームとは異なる他のフレームに割り当てられたパイロットシンボルを解析し
、判断した結果をパイロット判別信号として出力する。本実施形態では、パイロット制御
部１１０は、復調用の基準信号を生成する際に使用することができる他のパイロットシン
ボルを解析するものであり、例えば、他のフレームの有無、他のパイロットシンボルの特
性などについて、制御情報に基づいて解析し、他のパイロットシンボルが利用できるか否
かを判断する。パイロット判別信号は、復調用の基準信号を生成することに利用すること
ができるパイロットシンボルであって、他のフレームに割り当てられているパイロットシ
ンボルが存在するか（利用できるか）否かを通知する信号であり、復調用の基準信号を生
成する際に使用するパイロットシンボルの数を通知することにもなる。
【００７５】
　本実施形態では、パイロット制御部１１０は、他のフレームとして後続フレームが存在
するか否かを判別し、判別した結果をパイロット判別信号として出力し、伝搬路推定部１
０７は、２つのパイロットシンボルを使用する場合と、１つのパイロットシンボルを使用
する場合とを一例として説明する。２つのパイロットシンボルを使用する場合は、後続フ
レームが存在する場合であり、パイロット判別信号は、対象パイロットシンボルと後続パ
イロットシンボルを使用することを示す。１つのパイロットシンボルを使用する場合は、
後続パイロットシンボルが存在しない（後続フレームが存在しない）場合であり、パイロ
ット判別信号は、対象パイロットシンボルのみを使用することを示す。後続パイロットシ
ンボルがない場合、パイロット制御部１１０は、パイロット判別信号によって、後続パイ
ロットシンボルが記憶される記憶領域（パイロット記憶部１０４とパイロット記憶部１０
５とのいずれか）を０（零）にする。パイロット制御部１１０については図４を用いて後
述する。また、本実施形態のパイロット判別信号は、パイロットシンボルの有無を示すこ
とからパイロット有無判別信号ということもできる。
【００７６】
　なお、アナログ部１０１を除く各構成要素は、同期制御部（図示していない）によって
、タイミング（パイロットシンボルが存在するタイミングなど、各処理を実施するタイミ
ング）の同期を図っている。同期制御部は、上位層から制御情報を取得（入力）し、取得
した制御情報に基づいて、各構成要素間のタイミングの同期を調整する。
【００７７】
　次に、伝搬路推定部１０７の詳細について説明する。図２、図３は、本実施形態の伝搬
路推定部１０７の構成の一例を示す図である。図４３示した従来例では、２つのパイロッ
トシンボルを用いていたが、本実施形態では、２つのパイロットシンボルがあるときには
２つを用い、１つしかないときには、１つのみを用いる。
【００７８】
　図２に示す例は、パイロット判別信号に基づいて後続フレームが無いと判断された場合
、パイロット記憶部Ａ１０４とパイロットシンボルＢ１０５とのうち対象パイロットシン
ボルを格納している記憶領域から補完処理部１２１（伝搬路推定部１０７）へ入力があり
、一方の入力がなくなるため（０となる）計算結果は２つのパイロットを用いたときの半
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分となり２倍にする必要がある（ここでの２倍はベクトルとして２倍）。図２に示す伝搬
路推定部１０７は、補完処理部１２１は、パイロット信号に基づいて伝搬路変動を補完し
、雑音低減部１２２は、雑音を低減し、基準信号生成部１２３は、基準信号を生成する。
スイッチ１２４、１２５は、パイロット判別信号によって切り替わり、雑音低減部１２２
から出力されるパイロットシンボルを乗算器１２６へ入力させるか否かを切り替える。パ
イロット判別信号が二つのパイロットシンボルを利用することを指示する場合（二つのパ
イロット記憶部へパイロットシンボルが記憶されている場合）、乗算器１２６を経由させ
ず、パイロット判別信号が対象パイロットシンボルのみを利用することを示す場合に乗算
器１２６を経由させるように切り替える。乗算器１２６は、補完処理部１２１、雑音低減
部１２２で調整されたパイロットシンボルを入力し、入力したパイロットシンボルを２倍
にする。
【００７９】
　一方、図３に示す伝搬路推定部１０７は、２つのインプットとして同じパイロットを入
力するためのスイッチ１２７を設ける。同じ符号を付した構成要素は同様の機能を有する
ため説明を省略する。
【００８０】
　このようにすることにより、対象パイロットシンボルのみを使用する場合であっても、
２つのパイロットシンボルがあったときと同様に基準信号を生成することができる。なお
、このスイッチがＯＮにされたときの動作は、２つの信号が加算される、つまり信号の入
っていない記憶部からの出力である無信号状態に、一方の信号を加算し、結果として補完
処理部に入る信号が２つとも同じ信号になることを意味している。ここでは、ハードウェ
ア的なイメージの図が書かれているが、一例であり、他の加算の仕方や、ＣＰＵ（Ｃｅｎ
ｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）等を用いたソフトウェアによる処理も同等
の処理が可能である。
【００８１】
　次に、パイロット制御部１１０について、図４を用いて詳細を説明する。
【００８２】
　図４は、パイロット制御部１１０の構成の一例を示す図である。パイロット制御部１１
０は、制御情報解析部１３１とパイロット利用制御部１３２とを備える。制御情報は、一
例として、変調方式、パケットサイズ（フレームサイズ）、パケットタイミング（対象フ
レームが配置された他タイミング）、ユーザ別情報（信号の有無、各フレームに割り当て
られたデータシンボルの宛先、その他）、各無線受信装置へ報知する報知情報、送信元を
種別（識別）する無線送信装置種別信号（基地局種別信号、送信元種別信号）、アンテナ
パターン信号、パイロットシンボルの種別を示すパイロット種別信号、その他の情報を含
む。制御情報は、送信側で生成された情報であり、フレーム伝送開始前に受信され、変換
・復調された情報が上位層へ渡されている。
【００８３】
　制御情報解析部１３１は、上位層から制御情報を入手（取得）し、入手した制御情報に
基づいて、他のフレームに割り当てられたパイロットシンボルの存在を解析するための情
報を抽出し、抽出した結果をパイロット利用制御部１３２へ出力する。例えば、制御情報
解析部１３１は、制御情報に基づいて、各無線受信装置宛のデータシンボルが割り当てら
れているタイミング、送信データ（データシンボル）の有無等を解析し（検出し）スケジ
ューリング情報を生成する。無線受信装置宛のデータシンボルが割り当てられているタイ
ミングは、対象フレームが配置されているタイミングを検出することになり、対象フレー
ムは、一つに限られることはない。例えば、無線受信装置宛のデータシンボルが複数のフ
レームに割り当てられた場合、複数の対象フレームを検出することになる。生成したスケ
ジュール情報は、パイロット利用制御部１３２へ通知される。
【００８４】
　パイロット利用制御部１３２は、制御情報解析部１３１が生成したスケジュール情報に
基づいて、他の（後続）フレームが存在するか、すなわち、他のフレームに割り当てられ
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たパイロットシンボル（後続パイロットシンボル）が利用できるかの判定を行ない、判定
した結果に基づいて、前記他のフレーム（後続フレーム）の有無を通知する、すなわち、
他のフレームに割り当てられたパイロットシンボル（後続パイロットシンボル）が利用で
きるかを通知するパイロット判別信号を出力する。出力したパイロット判別信号は、復調
時におけるパイロットシンボルの使い方を制御することになり、伝搬路推定部１０７では
、後続パイロットシンボルがない場合に、対象パイロットシンボルのみを利用して基準信
号を生成する動作を行なっている。また、パイロット利用制御部１３２は、後続パイロッ
トシンボルが存在しない場合、後続パイロットシンボルを格納する記憶領域を０（零）に
する信号を、パイロット記憶部Ａ１０４とパイロット記憶部Ｂ１０５とのいずれか（後続
パイロットシンボルを格納する順番になっている記憶領域）に出力する。
【００８５】
　パイロット制御部１１０の動作の結果、無線受信装置では、復調対象となっているフレ
ームについて、後続フレームがあるかどうかが判別できることになり、後続フレームがあ
る場合には、パイロット記憶部それぞれに記憶された２つのパイロットシンボルに基づい
て基準信号を生成して復調を行ない、後続フレームがない場合には、１つのパイロッシン
ボルに基づいて基準信号を生成して復調する。図４では処理構成図として示したが、一般
的にはＣＰＵ等の処理プロセッサでの処理が多く行われている。また、ＣＰＵの制御のも
とで、ソフトウェアによって実現することも可能である。また、パイロット制御部１１０
は、上位層で実施する処理であり、通常は、図１の他の構成要素とは別の階層で実行され
る構成要素であるが、本実施形態を説明するために、図１の他の構成要素の中に配置した
。従って、図１は、パイロット判別信号が上位層から入力されるように表すこともできる
。
【００８６】
　図５、図６は、本実施形態のフレーム構成の一例を示す図である。図５は、ＯＦＤＭに
よる変調方式の例を示している。１フレームは、先頭に１つのパイロットシンボルが配置
され、７つのデータシンボル（ＯＦＤＭシンボル）が配置される。無線受信装置へ送信す
るデータ（以下、「送信データ」という）は、付加データ（誤り訂正の冗長ビットや制御
信号）が付け加えられ、送信データを分割して送信単位を小さくし、送信時にはフレーム
を最小単位として、通信送信装置から無線受信装置に送られる。一般に、無線受信装置は
、複数のフレームにより構成される送信パケットとして送信データ（分割された送信デー
タ）を受信する。このため、フレームのあとに次のフレームがつながっている。図中、Ｐ
１、Ｐ２（斜線部分）は、パイロットシンボルが割り当てられている領域を示している。
以降の図面でも、Ｐ１、Ｐ２、・・・・・Ｐｎ（ｎは整数）は、パイロットシンボルが割
り当てられている領域を示す符号として用いる。
【００８７】
　図５は、フレームが連続している場合の構成例であり、トラヒックが多く（送信データ
が多く）、連続してフレームを送信する場合である。また、セルラーシステムなどのよう
に基地局と端末局から構成される場合には、複数の端末局宛に信号を送信することから、
送信フレームは、Ａ局宛、Ｂ局宛、Ｃ局宛等つながっており、自局宛のフレームのあとは
他局宛のフレームの場合もある。
【００８８】
　図６は、フレームが連続していない場合、すなわち後に続くフレームが存在しない場合
の例であり、トラヒックが少なく（送信データが少なく）、送信すべきデータがない場合
には、１フレーム送信後、送信信号を送らない期間が存在する。このように、送信フレー
ムには、２タイプ存在する。
【００８９】
　本実施形態を用いることで、図５のフレーム構成のときには、２つのパイロットシンボ
ルを用いて信号復調し、図６のフレーム構成のときには、１つのパイロットを用いて信号
復調（データシンボルの復調）ができるようになる。
【００９０】
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　その結果、従来は、１つのフレームに二つのパイロットシンボルを挿入していたが、対
象パイロット１つだけを挿入することによっても、後続パイロットシンボルを用いること
により復調用に２つのパイロットシンボルを活用することができるようになる。これによ
り、従来と同様の受信性能を得ることができる。つまり、受信性能を保ったまま、フレー
ムに占めるパイロット比率を少なくでき、スループットの向上を図ることができる。
【００９１】
　また、後続フレームがない場合でも、パイロット判別信号による処理の切替えにより、
復調が可能である機構を持たせることで、後続フレームがない場合の問題も回避できる。
【００９２】
　なお、さらに全体の制御について、セルラーシステムを一例として説明する。図７は、
セルラーシステムにおいて基地局から端末局へ送信される伝送ブロックの一例を示す図で
ある。伝送ブロックは、送信単位の一つであり、複数のフレームと、複数のフレームを管
理する制御情報とから構成される。セルラーシステムの送信側である基地局（無線送信装
置の一例）等では、送信する相手局である端末局（無線受信装置の一例）と、送信データ
に基づき、どのように送信するかのスケジューリングを行ない送信する。このスケジュー
リングの際に、各フレームのつながりや空き領域が決まる。基地局は、通常、送信の基準
となる伝送ブロックにおいて、フレーム有無、宛先等の情報を、伝送ブロックの先頭に配
置される制御情報へ含めて端末局へ送信する。端末局は、伝送ブロックの先頭の制御情報
から受信し、先頭に配置された制御情報を解析し、後に続いて送信されてくる伝送ブロッ
クのなかで、自局宛の信号がどのフレームであり、どのような変調方式で、どのような長
さで送られるか認識し、認識したデータを復調する。
【００９３】
　本実施形態では、無線受信装置は、制御情報に基づいて、自己を宛先とするフレーム（
対象フレーム）の位置、対象フレームに配置された後続パイロットシンボルの位置、後続
フレームが存在するか、後続フレームには位置された後続パイロットシンボルの位置、な
どの情報を認識する。特に、セルラーシステムにおいて、端末局は、自己の端末局（自局
）宛後続フレームが他の端末局（他局）宛のフレームである場合は、他局宛のフレームに
配置された後続パイロットシンボルを利用すること、後続フレームのデータの有無等を認
識することになる。無線受信装置は、認識した情報に基づいて、伝搬路推定部１０７（基
準信号生成部１２３）によって基準信号を生成し、復調処理に用いる。つまり、無線受信
装置は、他局宛であっても、そのパイロットを利用できるので、自局、他局に関わらず、
パイロットの有無を復調器のパイロット判別信号として利用できるのである。
【００９４】
　このように、本実施形態を用いることで、従来１フレームについて、前後に二つ必要だ
ったパイロットシンボルを１つに削減することができる。これにより、スループットの改
善が可能になる。また、受信側の処理においてパイロット判別信号（パイロット制御部）
を用いることにより、後続パイロットシンボルがない場合にも、後続パイロットシンボル
がある場合と同様にデータシンボルを復調できる無線受信装置を提供することができる。
【００９５】
　また、別の方法として、後続フレームがない場合に、直接受信信号を復調する構成と切
替えることもできる。図８は、本実施形態の無線受信装置において、パイロット判別信号
に基づいて記憶部の利用を切り替える構成の一例を示す図である。図１と異なる点は、ス
イッチ１１１～１１３が追加され、ＦＦＴ処理部１０３から出力されるシンボルの出力先
を切り替える点である。各スイッチ１１１～１１３は、パイロット制御部１１０から出力
されるパイロット判別信号の値に基づいて、パイロット記憶部Ａ１０４、パイロット記憶
部Ｂ１０５、データ記憶部１０６の各記憶部へそれぞれのシンボルを蓄える場合と、蓄え
ない場合を切り替えることができる。各構成要素は、図１と同様であるため説明を省略す
る。パイロットシンボルの入力先を切り替える二つのスイッチ１１１、１１２を第一のス
イッチ、データシンボルの入力先を切り替えるスイッチ１１３を第二のスイッチというこ
ともある。
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【００９６】
　各スイッチ１１１～１１３は、パイロット判別信号に基づいて次のように動作する。パ
イロット判別信号が後続フレーム無を通知する場合、各スイッチ１１１～１１３は、ＦＦ
Ｔ処理部１０３から出力される信号を、各記憶部を経由せずに直接伝搬路推定部１０７へ
入力する。また、パイロット判別信号が後続フレーム有を通知する場合、各スイッチ１１
１～１１３は、ＦＦＴ処理部１０３から出力される信号を一度各記憶部に保持し、後続パ
イロットシンボルが記憶された後、伝搬路推定部１０７へ入力する。
【００９７】
　このように、図８の構成によれば、パイロット判別信号が後続フレーム無を通知する場
合、ＦＦＴ処理部１０３から出力される信号を逐次処理することができる。すなわち、パ
イロット判別信号が後続フレーム無を通知する場合、伝搬路推定部１０７は、二つのパイ
ロットシンボルの入力として、対象パイロットシンボルの同じ信号を、直接入力すること
できる。後続パイロットシンボルを使わない場合には、１フレーム分ためて処理する必要
はなく、先頭にある対象パイロットシンボルに基づいて基準信号を生成するため、逐次処
理が可能となり処理が早くなる。また、自己の無線受信装置を考えた場合、連続するフレ
ームについては、１つの情報データが複数のフレームへばらばらに割り当てられている可
能性が高い。従って、全部割り当てられた複数のフレーム全部を受けるまで急いで復調す
る必要がないが、最終フレームについては、できるだけ早く復調したほうがよい場合があ
る。ＡＣＫ，ＮＡＫ等を無線送信装置（基地局）に返す場合については、メモリに蓄えな
いため１つのＯＦＤＭシンボル分、早く返信ができる。無線通信システムによっては、後
続フレームがない場合には、スイッチを切り替え、処理を高速化することができ、かつ有
効である。また、後続フレームがある場合においても、それが他局宛で、かつ自局の復調
が急がれる場合には、スイッチを切替えて、早く処理する方を選択することも可能である
。
【００９８】
　尚、図８では、伝送ブロック、フレームという言葉を用いたが、フレーム、サブフレー
ムと呼ばれることもある。また、ブロードキャストされる制御情報に１つのＯＦＤＭシン
ボル全部を使わず、ＯＦＤＭシンボルの一部だけ制御情報に使う場合もある。また、この
例では、ＯＦＤＭの構成で説明したが、ＯＦＤＭ以外のシステムでパイロットに基づいて
復調処理するシステムであれば本実施形態を応用することができる。
【００９９】
　次に、本実施形態のパワーマネジメントの例を説明する。無線通信システムにおいては
、無線送信装置（一例として基地局一）には数局から数十局の無線受信装置（一例として
端末局）がつながる。そのため、無線受信装置は自局宛の通信時間はその数分の１から数
十分の１程度である。従って、無線受信装置は、ずっと受信している必要はなく（連続し
て受信状態にする必要はなく）、省電力の観点から、全端末が復調必要なブロードキャス
トされる制御情報部と、制御情報によって知りえた自局宛にスケジューリングされた時間
だけ、受信系が動作するように組み込まれた機器が存在する。この例を図９に示す。図９
は、各無線受信装置へ宛てたフレーム構成の一例を示す図である。図９の伝送ブロックの
構成は、図８と同様である。通常、１ユーザのデータは、１フレームで完結する（複数の
フレームが割り当てられた場合でもフレーム単位で完結する）ので、割り当てられたフレ
ームの部分についてアクティブ状態であればよかった。本実施形態においては、他のフレ
ームに配置された他のパイロットシンボル部分（後続パイロットシンボル部分）について
もアクティブにする制御が必要となる。
【０１００】
　本実施形態においては、スケジューリングされた時間を、後続パイロットシンボルの分
だけ付加したことを特徴にする。図９では、動作追加部分９９として示している。すなわ
ち、アクティブ部分は、従来では、「（ブロードキャスト）＋（自局宛フレーム）」（図
９の上段）だったが、本実施形態では、「（ブロードキャスト）＋（自局宛フレーム）＋
（後続フレームのパイロット部分）」（図９の下段）となる。そこで、本実施形態では、



(17) JP 4979224 B2 2012.7.18

10

20

30

40

50

動作を制御する回路において、この動作追加部分９９の時間を考慮して動作をコントロー
ルすることを特徴とする。動作の制御自体は、無線受信装置の上位層において実施され、
制御情報に基づいて、ＣＰＵの制御のもとで無線受信装置全体を制御するものであり、Ｃ
ＰＵ等の処理プロセッサ、ＣＰＵ制御のもとで動作するソフトウェア等によって実現する
。
【０１０１】
　このように、本実施形態では、無線受信装置（受信機）側の工夫によって、送信されて
きたパイロットシンボルを利用し、スループットを落とさずに性能を向上させる方法を提
案した。本実施形態を用いることにより、従来１フレームに、前後に二つ必要だったパイ
ロットシンボルを１つに削減することができる。すなわち、１フレームに割り当てるパイ
ロットシンボル数を削減することより、スループットを改善することができる。また、受
信側の処理においてパイロット判別信号（パイロット制御部）を用いることにより、後続
パイロットシンボルがない場合にも、後続パイロットシンボルがある場合と同様に（パイ
ロットシンボルの数の変動に対応して）データシンボルを復調できる無線受信装置を提供
することができる。
【０１０２】
　なお、ここでは２つの連続するパイロットを用いた処理を示したが、２つに制限される
ことはない。つまり、前後の複数パイロット等を用いて精度を上げる方式においても利用
は可能である。パイロットがない部分を検知し、伝搬路推定部１０７において数値処理す
るパイロット数を変えることにより、本実施形態を拡張することができる。例えば、本実
施形態では、対象フレームの先頭に配置された対象パイロットシンボルと、後続フレーム
の先頭に配置された後続パイロットシンボルとの二つのパイロットシンボルを用いる例を
説明したが、これに限られることはない。例えば、他のフレームとして、対象フレームの
前に配置された前フレームと、対象フレームの後ろに配置された後フレームを他のフレー
ムとしてパイロットシンボルを用いる場合であってもよい。また、対象フレームの中央に
配置された対象パイロットシンボルと、対象フレームの前に配置された（受信した）前フ
レームの中央に配置された前パイロットシンボルとを用いる場合、あるいは、対象フレー
ムの中央に配置された対象パイロットシンボルと、後続フレームの中央に配置された後続
パイロットシンボルを用いて復調する場合であってもよい。他のフレームは、対象フレー
ムと隣接していることが、伝搬路の変動が少ないと考えられるため望ましいといえる。
【０１０３】
　また、一つの復調単位（フレーム）に複数のパイロットシンボルが配置されている場合
、一つのパイロットシンボルが配置されている単位をフレームとして、本実施形態を適用
することができる。
【０１０４】
　また、本実施形態では、２つのパイロット記憶部を切り替えて、パイロットシンボルを
記憶する構成を示したが、パイロットシンボルを記憶（保持）する方法は、これに限られ
る必要はなく、パイロット記憶部Ａ１０４に記憶したパイロットシンボルをパイロット記
憶部Ｂ１０５へシフトして、新たなパイロットシンボルをパイロット記憶部Ａ１０４へ順
次蓄えていく手法でもよい。
【０１０５】
　パイロットシンボルが３つ以上の場合においても、図１と同様に記憶手段により、必要
数のパイロットを記憶することで同等の処理が可能である。
【０１０６】
　さらに、本実施形態では、パイロット判別信号が後続（他の）パイロットシンボルが無
いことを通知する場合、パイロット記憶部Ａ１０４またはパイロット記憶部Ｂ１０５へ後
続パイロットシンボルとして０を格納する例を説明したが、後続パイロットシンボルの値
を対象パイロットシンボルの値を格納するようにしてもよい。例えば、図１のＦＦＴ処理
部１０３と、パイロット記憶部Ａ１０４およびパイロット記憶部Ｂ１０５との間にスイッ
チを設け、パイロット判別信号の値によってスイッチのＯＮ／ＯＦＦを切り替えて、ＦＦ
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Ｔ処理部１０３からパイロット記憶部Ａ１０４およびパイロット記憶部Ｂ１０５へ同じパ
イロットシンボルが出力されるようにしてもよい。この場合、図４３に示す伝搬路推定部
の構成を用いて基準信号を生成することができる。いずれの手法であっても対象パイロッ
トシンボルと後続パイロットシンボルの２種類、あるいは、対象パイロットシンボルの１
種類を伝搬路推定部１０７へ入力する仕組みがあればよい。
【０１０７】
　図１および図８では、パイロットシンボルを記憶（保持）する記憶領域としてパイロッ
ト記憶部Ａ１０４とパイロット記憶部Ｂ１０５とを示したが、２つの記憶部を設置するこ
とに限られるわけではない。パイロット記憶部として、複数の（少なくとも２つの）パイ
ロットシンボルを記憶する記憶領域が備えられていればよい。また、２つのパイロットシ
ンボルを用いる例を説明したが、少なくとも２つのパイロットシンボルを用いる場合を示
したものであり、３つ以上のパイロットシンボルを用いる場合であってもよく、この場合
、パイロット記憶部は、用いるパイロットシンボルの数の記憶領域を備えることになる。
例えば、他のフレームに複数のパイロットシンボルが配置されている場合、対象フレーム
に複数のパイロットシンボルが配置されている場合には、２以上のパイロットシンボルを
用いることが可能であり、本実施形態を適用することができる。
【０１０８】
　（第２の実施形態）
　第２の実施形態では、データシンボルを割り当てないフレームへパイロットシンボルを
付加する無線送信装置の一態様を説明する。第１の実施形態では、無線受信装置（受信機
）側の工夫で、送信されてきたパイロットシンボルを利用し、スループットを落とさずに
性能を向上させる方法を提案した。本実施形態では、送信側にも工夫を加えることで、さ
らに特性向上を提案する。具体的には、後続フレーム信号があるときには、後続フレーム
のパイロットシンボルを用い、後続フレーム信号がないときにはパイロットシンボルのみ
を付加するものである。
【０１０９】
　図１０は、本発明の第２の実施形態に係る無線送信装置の構成の一例を示す図である。
無線送信装置は、信号処理部２０１、変調処理部２０２、パイロット生成部２０３、パイ
ロット付加部２０４、追加パイロット付加部２０５、デジタル処理部２０６、アナログ部
２０７、パイロット付加制御部２０８、並びに、スイッチ２０９を備える。無線送信装置
では、送信する送信データは、上位層から信号処理部２０１へ入力する。図１０中、符号
ＡからＤは、信号を特定する符号であり、図１２を用いて後述する。
【０１１０】
　信号処理部２０１は、入力した送信データへ必要な処理を行ない、変調処理部２０２は
、信号処理部２０１が処理した送信データを変調する。
【０１１１】
　パイロット生成部２０３は、パイロットシンボルを生成する。ここでは、変調処理を施
したパイロットシンボルを生成する。パイロット付加部２０４は、パイロット付加制御部
２０８の制御に基づいて、変調した送信データへパイロットシンボル生成部２０３が生成
したパイロットシンボルを付加する。これにより、送信データ列としては、［パイロット
＋データ］という構成にフレーム化される。
【０１１２】
　デジタル処理部２０６は、フレーム化した送信データ列へ必要なデジタル処理を行ない
、アナログ部２０７は、送信データ列をアナログ変換する。アナログ変換された送信デー
タ列は、ＲＦ部を経由して送信される。
【０１１３】
　パイロット付加制御部２０８は、上位層から、ブロック化／スケジューリング情報を入
力し、入力した情報に基づき、後続フレームが送信されないときには、後続パイロットシ
ンボルの付加の処理を追加パイロット付加部２０５へ実施させる。具体的には、パイロッ
ト付加制御部２０８が出力するパイロット付加制御信号がスイッチ２０９を切り替える。
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ブロック化／スケジューリング情報は、図７に示した伝送ブロックに関する情報、並びに
、各無線受信装置宛の送信データをフレーム割り当てるスケジューリングに関する情報を
含む。追加パイロット付加部２０５は、スイッチ２０９が切り替えられたことにより、パ
イロット生成部２０３が生成したパイロットシンボルを送信フレームの最後へ付加する。
追加パイロット付加部２０５は、送信フレームがつながっているとき（連続しているとき
）には、動作しないが、次につながる送信フレームが無い場合（最後の送信フレームの場
合）、すなわち、送信フレームがつながっていないときにはパイロットシンボルのみを付
加する。
【０１１４】
　図１１は、本実施形態において、データシンボルを割り当てないフレームへパイロット
シンボルを付加した場合のフレームの構成例を示す図である。ｆｒａｍｅ（ｎ－１）には
Ｐ（ｎ－１）１、ｆｒａｍｅ（ｎ）にはＰ（ｎ）のパイロットシンボルが配置されている
。ｆｒａｍｅ（ｎ）の後に続くフレームがないため、パイロット付加部２０８は、スイッ
チ２０９を制御し、追加パイロット付加部２０５は、後続パイロットシンボル（図１１で
は、Ｐ（ｎ＋１）で示すパイロットシンボル）を付加している。
このように処理することで、フレーム構成を、［（パイロットシンボル＋データ）＋（パ
イロットシンボル＋データ）＋・・・］という構成から［（パイロットシンボル＋データ
＋パイロットシンボル）＋（ブランク）］を作ることが可能になる。この結果、復調器側
（無線受信装置）では、後続フレームの有無に関わらず、２つのパイロットシンボルを用
いた復調が可能になり、性能が向上する。また、もともと後続フレームがないということ
は、データシンボルが割り当てられておらずブランクだったことになるので、後続パイロ
ットシンボルを付加したことによるスループット低下は発生しない。
【０１１５】
　図１２は、後続パイロットシンボルを付加する送信データ列の生成過程の一例を示す概
念図である。図１２のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄは、図１０中の符号Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄにおける信号の
概念図を示している。Ａでは、信号処理部２０１から送信する送信データの信号が入る。
その後、信号処理部２０１からの信号は、変調処理部２０２で変調され、Ｂに示す変調さ
れた信号となる。変調された信号は、パイロット付加部２０４で対象パイロットシンボル
が先頭につけられ、Ｃに示す［パイロットシンボルＰ（ｎ）＋変調された信号］となる。
その後、追加パイロット付加部２０５が後継パイロットシンボルを後に付加し、Ｄに示す
ように、［パイロットシンボルＰ（ｎ）＋変調された信号＋パイロットシンボルＰ（ｎ＋
１）］のように完成した形になる。Ｄに示す信号の概念図は、図１１の右側に示す後続パ
イロットシンボルが付加されたｆｒａｍｅ（ｎ）の構成と対応する。
【０１１６】
　図１３は、本実施形態に係る無線送信装置の別の構成の一例を示す図である。パイロッ
トデータ生成部２２１は、復調用の基準信号を生成する既知信号を含むパイロットデータ
を生成する。パイロットデータは、変調処理を施す前のパイロットシンボルである。パイ
ロットデータ付加部２２２並びに追加パイロットデータ付加部２２３は、パイロットデー
タ生成部２２１が生成したパイロットデータを付加する。変調処理部２２４は、パイロッ
トデータ並びに送信データの信号を変調する。スイッチ２２５は、パイロット付加制御部
２０８から出力されるパイロット付加制御信号に基づいて、信号処理部２０１、パイロッ
トデータ付加部２２２、追加パイロットデータ付加部２２３から出力される信号を切り替
える。また、パイロット付加制御部２２６は、パイロットデータ生成部２２１へパイロッ
トデータの生成を指示し、スイッチ２２５へ信号の出力先を切り替を指示し、変調処理部
２２４へ変調処理のタイミングを指示する。その他の図１０と同じ符号・名称を付けた構
成要素は同様の機能を有するため、説明を省略する。図１３中、符号ＥからＩは、信号を
特定する符号であり、図１４のＥからＩと対応する。
【０１１７】
　図１３では、変調処理を施す前のパイロットシンボルであることを明確にするため、パ
イロットデータという用語を用いているが、パイロットシンボルの生成あるいは付加とい
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う機能としては、図１０と同様とであり、パイロットシンボルが変調処理前であるか、変
調処理後であるかについては本発明の本質ではない。
【０１１８】
　図１４は、後続パイロットシンボルを付加する送信データ列の生成過程の異なる例を示
す概念図であり、図１４に示す無線送信装置の信号生成の流れを示す。Ｅでは、信号処理
部２０１から送信する送信データの信号が入る。Ｆでは、パイロットデータ付加部２２２
からのパイロットデータＰＤ（ｎ）が入る。Ｇでは、追加パイロットデータ付加部２２３
からのパイロットデータＰＤ（ｎ＋１）が入る。このようにして生成されたＨに示す［パ
イロットデータＰＤ（ｎ）＋変調された信号＋パイロットデータＰＤ（ｎ＋１）］は、変
調処理部２２４で変調され、Ｉに示す、［パイロットシンボルＰ（ｎ）＋変調された信号
＋パイロットシンボルＰ（ｎ＋１）］のように完成した形になる。Ｉに示す信号の概念図
は、図１２のＤと同様に、図１１の右側に示す後続パイロットシンボルが付加されたｆｒ
ａｍｅ（ｎ）の構成と対応する。
【０１１９】
　図１２との違いは、パイロットシンボルに代えてをパイロットデータを与えて、送信デ
ータの信号と同様に、変調処理部２２４で変調させる点である。そのため、Ｅ、Ｆ、Ｇの
データをタイミングにあわせて切り換えることで、変調前のＨの信号を作成する。その後
、まとめて変調することでＩに示す信号となり、図１２と同じ信号を得ることができる。
【０１２０】
　図１５は、第２の実施形態に係る無線送信装置の更に別の構成の一例を示す図である。
また、図１６は、後続パイロットシンボルを付加する送信データ列の生成過程の更に異な
る例を示す概念図であり、図１５に示す無線送信装置の信号生成の流れを示す。図１５に
示す無線送信装置は、図１２に示す無線送信装置から追加パイロットデータ付加部２２３
を除いた構成であり、パイロットデータ付加部２２２が２回パイロットデータを出力して
いる。この様子が図１６のＫに示されている。図１５に示す無線送信装置では、パイロッ
トデータ付加部２２２は、２回パイロットデータを出す必要があるが、図１２並びに図１
４と同じ信号の生成ができる。　このように、送信側での後続フレームがないときの付加
処理、受信側でのパイロットシンボルの記憶処理により、従来、１フレームについて、前
後に二つ必要だったパイロット信号を１つに削減することができ、スループットの改善が
可能になる。
【０１２１】
　なお、上記実施形態では、パイロットシンボルを２個用いて復調する例を説明したが、
２個以上用いる場合にも本実施形態を適用することが可能である。パイロットシンボルの
付加について、２個より多い複数個を用いて処理している場合に、必要個数分パイロット
シンボルを付加することも可能であり、上記と同様、ブランクであるフレームに複数のパ
イロットシンボルを付加することは同様であるため、スループットに影響するものではな
い。
【０１２２】
　また、本実施形態は、送信側の工夫（パイロットシンボルの付加）と、パイロットシン
ボルの付加による送信信号の変更によって受信品質を改善するものである。常に二つのパ
イロットシンボルを使用して復調する受信手段が性能向上には良い。一方で、タイミング
がシビアな場合などでは処理時間が優先される場合がある。そこで、第１の実施形態で説
明したように、１つのパイロットシンボルを使用する場合と２つのパイロットシンボルを
使用する場合とを使い分ける無線受信装置を適用することにより、タイミングがシビアな
とき等には、１つだけのパイロットシンボルを用いて復調してもよい。この場合、今回の
パイロットシンボルの付加が、１つのパイロットシンボルを用いる場合に悪影響を及ぼす
ものではない。
【０１２３】
　（第３の実施形態）
　第３の実施形態では、連続したフレーム間に割り当てられたパイロットシンボルであっ
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ても、特性が異なるため一方のパイロットシンボルを用いて伝搬路を推定する場合につい
て説明する。
【０１２４】
　第１、第２の実施形態については、対象フレームと他のフレームである後継フレームの
パイロット信号を２つ使用することによって受信性能が向上することについて説明した。
その前提としては、連続した伝搬路の変動であり、その変動追従や雑音吸収での効果を狙
っていた。しかしながら、通信システムによっては、２つの連続したパイロットが異なっ
た性質を有する場合がある。その一例として、アクティブアンテナがある。
【０１２５】
　アクティブアンテナとは、何らかの手段（機械的手段、電気的手段等）によって、アン
テナ指向性を制御し、アンテナ利得を向上させるものである。基地局―端末局（端末Ａ、
端末Ｂ）システムを一例として説明すると、端末Ａと通信するときには、端末Ａに指向性
を向け、端末Ｂと通信するときには、端末Ｂに指向性を向けるものである。図１７は、ア
クティブアンテナのアンテナ指向性の一例を示す図である。図１７では、端末Ａ１１は、
アンテナパターンＡのアンテナ指向性の場合に通信状態が良好であり、端末Ｂ１２は、ア
ンテナパターンＢのアンテナ指向性の場合に通信状態が良好になる。
【０１２６】
　このようにアクティブアンテナは特性向上に重要な技術ではあるが、パイロットシンボ
ルの観点では、アンテナ指向性を変える前と、変えた後では伝搬路特性が異なってしまい
、アンテナ指向性が異なる２つのパイロットシンボルを用いてその間の伝搬路推定等の処
理はできなくなる。すなわち、アンテナパターンの種類が変わると伝搬路特性が変わるた
め（パイロットシンボルの特性が変わることになり）、アンテナパターンが異なるときに
伝送された２つのパイロットシンボルを用いて伝搬路を推定することはできない。そこで
、本実施形態においては、２つのフレーム間で同一のアンテナパターンの時にはパイロッ
トを２つ用いて復調し、異なったアンテナパターンの時にはパイロットひとつで復調する
ように制御する。
【０１２７】
　図１８は、アンテナパターンによって復調に用いるパイロットシンボルを示す図である
。図１８の上段は、フレーム間でアンテナパターンに変更がない場合であり、無線受信装
置は、Ｐ１、Ｐ２の二つのパイロットシンボルを用いてデータシンボルを復調する。図１
８の下段は、フレーム間でアンテナパターンに変更が生じた場合を示しており、無線受信
装置は、アンテナパターンＢに変更した後のパイロットシンボルＰ４を用いることなくＰ
３のパイロットシンボルのみを用いてデータシンボルを復調する。
【０１２８】
　本実施形態において、無線受信装置は図１に示した構成と同様のものを用いる。パイロ
ット制御部１１０は、制御情報（アンテナパターン信号）に基づいて、パイロット判別信
号を出力する。具体的には、対象フレームのアンテナパターンと後続（他の）フレームの
アンテナパターンとに相関がない場合、後続フレームに割り当てられた後続パイロットシ
ンボルを用いない。従って、対象パイロットシンボルのみを用いる場合のパイロット判別
信号を出力する。上記第１の実施形態と同様に、パイロット判別信号は、復調用の基準信
号を生成することに利用することができるパイロットシンボルであって、他のフレームに
割り当てられているパイロットシンボルの存在を検出したか否かを通知する信号である。
ここで、２つのパイロットシンボルを使用する場合は、２つのフレームのアンテナパター
ンに相関が検出され、パイロット判別信号は、対象パイロットシンボルと後続パイロット
シンボルを使用することを示す。１つのパイロットシンボルを使用する場合は、二つのフ
レームのアンテナパターンの相関が使用できる範囲になく、パイロット判別信号は、対象
パイロットシンボルのみを使用することを示す。このアンテナ間の相関については、後述
する相関検出の手段を用いる方法や、制御信号のアンテナに関する情報等から知ることが
できる。
【０１２９】
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　パイロットシンボルをパイロット記憶部Ａ１０４またはパイロット記憶部Ｂ１０５へ格
納する動作は第１の実施形態と同様である。また、伝搬路推定部１０７の動作も、パイロ
ット判別信号に基づいて動作するため、第１の実施形態と同様にできる。
【０１３０】
　これにより、同一のアンテナパターン信号復調時には特性が向上し、別のアンテナパタ
ーン時にも、破綻することがなく、異なるフレームに割り当てられたパイロットシンボル
を利用することができる。
【０１３１】
　また、２つの連続したフレームにそれぞれ配置されたパイロットシンボルが異なった性
質を持ってしまう別の例として、送信する（フレームに割り当てられた）パイロットシン
ボルが異なる場合の例を説明する。通常、パイロットシンボルを変調している既知データ
は固定パターンであり、対象パイロットシンボル、後続パイロットシンボルで同一である
。また、何らかの理由（例えば固定パターン数種を使い分けている場合）で既知パターン
が異なっても、変調前は基準振幅、位相は同一であり、同一の振幅、同一の位相をベース
に既知データで変調しているため、基準信号は生成可能である。但し、図２、図３で示し
た基準信号生成部１２３で行なっている基準振幅、基準位相算出については、２つのパイ
ロット処理前に既知信号成分の除去が必要となる。
【０１３２】
　しかしながら、最近の技術として、伝搬路のフェージング特性を能動的に変化させるた
めに、信号の基準を変化させる技術も出てきている。つまり、対象パイロットと後続パイ
ロット間は、既知信号成分を除去しても、元の基準信号が異なるために両方のパイロット
シンボルを使えないことになる。そこで、本実施形態の無線受信装置では、このような場
合においても、利用可能とするため、パイロット制御部１１０は、制御情報（パイロット
種別信号）に基づいて、対象パイロットシンボルと後続パイロットシンボルとの基準信号
が同じであるかを判別し、同じ基準信号である場合には、２つのパイロットシンボルを使
用し、異なる基準信号である場合には、１つのパイロットシンボルを使用することを通知
するパイロット判別信号を出力する。
【０１３３】
　すなわち、２つのパイロットシンボルを使用する場合は、２つのパイロットシンボルの
基準信号が同じである場合であり、パイロット判別信号は、対象パイロットシンボルと後
続パイロットシンボルを使用することを示す。１つのパイロットシンボルを使用する場合
は、二つのパイロットシンボルの基準信号が異なる場合であり、パイロット判別信号は、
対象パイロットシンボルのみを使用することを示す。
【０１３４】
　パイロットシンボルをパイロット記憶部Ａ１０４またはパイロット記憶部Ｂ１０５へ格
納する動作は第１の実施形態と同様である。また、伝搬路推定部１０７の動作も、パイロ
ット判別信号に基づいて動作するため、第１の実施形態と同様にできる。
【０１３５】
　これにより、２つのパイロットシンボルが同一の基準信号である場合には特性が向上し
、別の基準信号である場合にも、破綻することがなく、異なるフレームに割り当てられた
パイロットシンボルを利用することができる。
【０１３６】
　さらに、２つの連続したパイロットシンボルが異なった性質（特性）を持ってしまう別
の例として、送信するアンテナが異なってしまう場合の例を、基地局（無線送信装置の一
例）と端末（無線受信装置の一例）とを用いて説明する。上記の説明では、１つの端末に
送信する基地局は１つであることを前提として説明していた。そのためにアンテナパター
ンが変わることはあっても、同一の場所にあるアンテナを用いていることになっていた。
しかしながら端末においては、移動しながら通信（受信）することが前提であり、移動状
態によって別の基地局に移りながら通信を継続する場合がある。基地局を移って通信する
ことは、ハンドオフと呼ばれている。ハンドオフには、いろいろな手法があるがソフトハ
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ンドオフや同期型ハンドオフでは、２つの基地局から送信した信号が、ほぼ同一タイミン
グで受信機（端末）に届く。このため、例えば、基地局Ａ、Ｂ間で移動する場合、端末は
、［１つの基地局（Ａ）］→［２つの基地局（Ａ＋Ｂ）］→［１つの基地局（Ｂ）］と移
っていくことが可能である。
【０１３７】
　このように基地局を移動する場合、アンテナそのものが変わってしまうために伝搬路特
性が異なり、対象パイロットシンボルと後続パイロットシンボルも異なることになる。無
線受信装置において、受信するフレームを送信したアンテナが異なる場合においても、パ
イロット制御部１１０は、制御情報（基地局種別信号、送信元種別信号）に基づいて、基
地局の切替が発生しているかを判別し、判別した結果に基づいて、パイロット判別信号を
生成することにより、異なるフレームに割り当てられたパイロットシンボルを支障なく用
いることができる。
【０１３８】
　すなわち、２つのパイロットシンボルを使用する場合は、２つのパイロットシンボルが
同じアンテナから送信された場合であり、パイロット判別信号は、対象パイロットシンボ
ルと後続パイロットシンボルを使用することを示す。１つのパイロットシンボルを使用す
る場合は、二つのパイロットシンボルが異なるアンテナから送信された場合であり、パイ
ロット判別信号は、対象パイロットシンボルのみを使用することを示す。
【０１３９】
　パイロットシンボルをパイロット記憶部Ａ１０４またはパイロット記憶部Ｂ１０５へ格
納する動作は第１の実施形態と同様である。また、伝搬路推定部１０７の動作も、パイロ
ット判別信号に基づいて動作するため、第１の実施形態と同様にできる。
【０１４０】
　これにより、２つのパイロットシンボルが同一のアンテナから送信された場合には特性
が向上し、別のアンテナから送信された場合にも、破綻することがなく、異なるフレーム
に割り当てられたパイロットシンボルを利用することができる。
【０１４１】
　上記では、パイロット制御部１１０は、２つのパイロットシンボルが利用できるか否か
について、制御情報に基づいてパイロットシンボルの特性が同一か異なるかについて判断
している。このとき、パイロット制御部１１０は、制御情報として、アンテナパターン信
号、パイロット種別信号、基地局種別信号等の信号を用いており、通常は、図４に示す制
御情報解析部１３１において実施される。また、本実施形態のパイロット判別信号は、パ
イロットシンボルの利用の可能性を示すことから、パイロット利用可能判別信号というこ
ともできる。
【０１４２】
　このように、本実施形態によれば、異なるフレームに割り当てられた２つのパイロット
シンボルの特性が同じ場合には２つのパイロットシンボルを用いて受信信号を復調し、２
つのパイロットシンボルの特性が異なる場合には、１つのパイロットシンボルを用いて受
信信号を復調することができる。これにより、制御情報に基づいて、復調に用いるパイロ
ットシンボルの数を変更することが可能になり、異なるフレームに割り当てられたパイロ
ットシンボルを、パイロットシンボルの特性に応じて用いることができる。
【０１４３】
　なお、異なるフレームに割り当てられたパイロットシンボルを比較する方法として、次
のような方法をとることもできる。２つのパイロットシンボル間では、伝搬路は、復調性
能には影響がある程度に変動するものの、基本的にはほとんど変化がない変動の範囲でフ
レームは構成されている。例えば位相変化は数度、振幅変動は数パーセント程度である。
上記第１および第２の実施形態等では、この間の補正をしている。しかしながら、アンテ
ナパターン等の変化は、使用する複数のパイロットパターン間で非常に大きな変化が発生
する。例えば、アンテナパターンを変える場合、指向性を変えるので、直達波、反射波の
特性が変わるため、アンテナパターン切替え前後では、相関の低い、別の伝搬路と考える
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ことができる。また、パイロット種別そのものを変える場合、当然２つのパイロット種別
は全く異なったものとなる。基地局（送信側）の変更も同様である。従って、使用する複
数のパイロットシンボル間の相関は、大きく低下する。そこで、本実施形態では、相関が
ある程度の値以下になった場合には、パイロットは別のものとして処理した方がよいと判
断し、相関が高い場合には２つは同じものと判断することを提案する。具体的には、図１
９に相関判定部１５０の構成の一例を示す。相関判定部１５０は、相関計算部１５１と判
定部１５２とを備える。相関判定部１５０は、例えば、無線受信装置のパイロット制御部
１１０に含まれていてもよい。ここでは、相関計算部１５１は、２つのパイロットシンボ
ルを入力し、入力したパイロットシンボルの相関値を算出する。判定部１５２は、相関計
算部１５１か算出した相関地と閾値と比較して、パイロットシンボルの使用可否を決める
。閾値については、一般的には相関値が０．８から０．９程度以上あればかなり高い相関
といえるが、受信機に求められる性能によって、多少の前後はありうる。また、図１９で
は２つのパイロットシンボルを入力しているが、複数のパイロットのうちどれが使用可能
か判断するときには、複数間の相関から、使用可能なものと不可能なものを判断すること
になる。
【０１４４】
　（第４の実施形態）
　次に第４の実施形態では、無線送信装置において、アンテナパターンが切り替わるとき
にパイロットシンボルを追加する場合の例を説明する。上記第３の実施形態において、ア
ンテナパターンが切り替わるときに、無線受信装置側のパイロットの使い方について説明
したが、本実施形態では、アンテナパターンが切り替わっても、パイロットシンボルを二
つ使うための送信側の改善方法について説明する。
【０１４５】
　図２０は、本実施形態の無線送信装置の構成の一例を示す図である。図１０の無線送信
装置の構成とは、変調処理部２３１、パイロット付加制御部２３２が異なる。また、追加
パイロット付加部２０５は、パイロットシンボルを出力するタイミングが異なることにな
る。変調処理部２３１は、パイロット付加制御部２３２からパイロット付加信号を入力し
、データシンボルの代わりパイロットシンボル（追加パイロットシンボル）を挿入するこ
とを検出する。変調処理部２３１は、追加パイロットシンボルの挿入する場合、通常より
短いデータシンボル列を変調する。パイロット付加制御部２３２は、制御情報（スケジュ
ーリング情報、アンテナパターン信号）に基づいて、アンテナパターンが切り替わるタイ
ミングを判定し、アンテナパターンが切り替わる前のフレームの最後へパイロットシンボ
ルを追加する指示（パイロット付加信号）を追加パイロット付加部２０５へ出力する。追
加パイロット付加部２０５は、パイロット付加制御部２３２からのパイロット付加信号に
基づいて、パイロット生成部２０３が生成したパイロットシンボルを付加する点は図１０
の無線送信装置と同様であるが、パイロットシンボルを付加するタイミングが異なること
になる。符号Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｔは、信号を特定する符号であり、図２２を用いて後述する。
その他の構成要素は、図１０と同じ符号、名称をつけた構成要素と同様であるため、説明
を省略する。制御情報は、上位層において生成される情報であり、ここでは説明を省略す
る。
【０１４６】
　図２１は、アンテナパターンが切り替わるときにパイロットシンボルを追加したフレー
ム構成の一例を示す図である。図２１の上段は、アンテナパターンが同じ場合のフレーム
構成の一例であり、パイロットシンボルＰ１、Ｐ２がフレームの先頭に割り当てられてい
る。図２１の下段は、アンテナパターンが切り替わる場合のフレーム構成の一例であり、
パイロットシンボルＰ３、Ｐ５がフレームの先頭に、パイロットシンボルＰ４がフレーム
の最後に挿入されている。
【０１４７】
　アンテナパターンを送信側で変える場合、アンテナパターン切り替えの最小単位はフレ
ーム単位となる。従って、フレーム構造から見ると、連続して同じアンテナパターンのフ
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レームが続く場合と、フレーム単位で（次のフレームから）アンテナパターンが切り替わ
る場合がある。
【０１４８】
　アンテナパターンが切り替わる場合次のフレームのパイロットシンボルを利用すること
はできないため、最後の１ブロック分のデータシンボルをパイロットシンボルに入れ替え
る（図２１の下段Ｐ４のパイロットシンボルが相当する）。これによって、２つのパイロ
ットシンボルを使用できるようになる。つまり、連続したフレームで同じアンテナパター
ンの場合にはフレームのデータ領域を本来の長さ分使えるが、連続したフレームの途中で
アンテナパターンが切り替わる場合にはフレームのデータ領域の一部分をパイロットシン
ボルに置き換えるため、データ領域が短くなる。図２１の下段の例では、パイロットシン
ボルＰ４の領域の部分がデータ領域として使用できない部分となっている。
【０１４９】
　図２１に示す送信データ列の生成過程を説明する。図２２は、追加パイロットシンボル
を付加する送信データ列の生成過程の一例を示す概念図である。図２２中のＱ、Ｒ、Ｓ、
Ｔは、図２０中の符号Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｔにおける信号の概念図を示している。図２２中、２
本の点線で両端を囲んだ範囲は、通常のデータシンボルの信号の長さを示す。通常時は、
図２２の左側に示すようにデータを変調しパイロットシンボルＰ１を付加している。アン
テナ切り替え時、すなわち、追加パイロットシンボルを付加する場合においては、変調処
理部２３１は、パイロット付加制御部２３２からパイロット付加信号を入力して、追加パ
イロットシンボルを付加することを検出する。Ｒに示すように、変調処理部２３１は、通
常より短いデータシンボル列を変調して変調された信号とする。Ｓに示すように、パイロ
ット付加部２０４は、変調した信号の先頭へパイロットシンボルＰ３を付加する。次いで
、Ｔに示すように、追加パイロット付加部２０５は、パイロット付加制御部２３２からの
パイロット付加制御信号に基づいて、追加のパイロットシンボルＰ４のデータ領域を短く
した部分であるフレーム内の後尾に付加する。このようにして送信データ列を生成する。
【０１５０】
　なお、データを短くすると、送信する情報量が減り、データシンボルの割り当てにも影
響する。アンテナパターンを切り替えるか否かを判断するのは上位層であり、上位層は、
アンテナパターンの切り替えに伴って、データシンボルの割り当ても制御することになる
。このため、変調処理部２３１では、パイロット付加制御部２３２からの指示に基づいて
変調する信号（データシンボル列）の長さを調整することで足りる。また、図１３、図１
５に示した無線送信装置でも送信データ列を生成することができる。図２３、図２４は、
追加パイロットシンボルを付加する送信データ列の生成過程の別の例を示す概念図である
。図２３は、図１３の無線送信装置における送信データ列の生成過程を示し、ＥからＩは
、図１３中の符号ＥからＩにおける信号の概念図である。また、図２４は、図１５の無線
送信装置における送信データ列の生成過程を示し、ＪからＭは、図１５中の符号ＥからＩ
における信号の概念図である。図２３および図２４で示す送信データ列は、第３の実施形
態で説明したものと同様に送信データ列を生成した後、変調処理部２２４が生成した送信
データ列を変調している例であり、結果として、図２２と同様の送信データ列を生成する
。
【０１５１】
　また、この挿入方法は、別の実施形態として、第１の実施形態で説明した後続フレーム
がない（ブランク）のときにも応用できる。図２５は、後続フレームが無い場合に、パイ
ロットシンボルをフレームの最後に挿入したフレーム構成の一例を示す図である。パイロ
ット付加制御部２４１は、制御情報（スケジューリング情報）に基づいて、後続フレーム
がない場合、フレームの最後へパイロットシンボルを付加することを追加パイロット付加
部２４２へ指示する。これにより、後続フレームがないときには、アンテナパターンが切
り替わる場合と同様に最後のＯＦＤＭシンボルにパイロットを入れるものである。送信側
においてパイロットシンボルを追加することにより、無線受信装置は、後続フレームがあ
るときは、異なる２つのフレームに割り当てられたパイロットシンボルＰ１、Ｐ２（図２
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５の上段）を用いて復調を行ない、後続フレームがないときは、１つのフレームに２つ割
り当てられたパイロットシンボルＰ３、Ｐ４（図２５の下段）を用いて復調を行なうこと
ができる。このように、パイロットシンボルを適宜必要に応じて追加することにより、常
時パイロットシンボルを１フレームに２つ挿入する場合に比べスループットを向上させる
ことができる。
【０１５２】
　（第５の実施形態）
　第５の実施形態では、アンテナパターンの切り替え時に有効なフレームの利用について
説明する。第４の実施形態において、アンテナパターンの切り替えについて説明したが、
切り替え機構によっては、切り替えが瞬時にできないものがある。機械的に動作するもの
や、電気的に動作するものでも切り替えから安定まで時定数の大きいもの等である。
【０１５３】
　このときのフレームにおける信号の構成を図２６、図２７に示す。アンテナパターンの
切り替え時にパイロットシンボルを追加する例を示す図である。図２６では、切り替えに
よる悪影響が出ないように、切り替えに必要な時間（図２６では、１つのＯＦＤＭシンボ
ル時間）、有効なデータを乗せない事（ブランク、または、無効データ等）で、アンテナ
パターン切り替えの影響を回避することが考えられる。
【０１５４】
　例えば、図２６の上段では、アンテナパターン切り替えのタイミングにブランクＢ１を
設定し、アンテナパターン切り替え後のパイロットシンボルＰ２への影響を回避する。ま
た、図２６の下段では、さらに、パイロットシンボルＰ３を挿入し、復調時にＰ１とＰ３
の二つのパイロットシンボルを利用できるようにしている。パイロットシンボルＰ３は、
ブランクＢ１を作る前の末尾シンボルを用いる。
【０１５５】
　この場合の無線送信装置の構成は、図１３、図１５、図２０と同様のものが適用できる
。但し、データ部分をさらに短くし、パイロットをさらに１シンボル分早く付加するので
、そのための制御が必要である。これらの制御は上位層によって制御され、データシンボ
ルの代わりにブランクが挿入される。上位層の制御に基づいて、パイロット付加制御部２
２６、あるいは、パイロット付加制御部２３２によって、追加するパイロットシンボルの
付加が制御される。
【０１５６】
　また、この例では、ブランク部分を１シンボル分にしているが、１シンボルに限定され
ることはなく、数シンボルであっても、データ削除と付加タイミングの制御で対応できる
。
【０１５７】
　図２７では、図２６のデータ削除部分がさらに大きくなり、１フレーム分すべてブラン
クにしていると考えてよい。１つのフレームを無効とし、無効にしたフレームの先頭のＯ
ＦＤＭシンボルにパイロットを入れる例を示している。この場合については、アンテナ切
り替え動作を１つのＯＦＤＭシンボル分（図２７のパイロットシンボルＰ４の部分）、タ
イミングを遅らせることで、付加したパイロットは、アンテナパターンＡで送信できるた
め、同一伝搬路をもつ２つのパイロットを利用できる。たとえば、切り替え時間が長い場
合等に有効である。例えば、アンテナパターン変更に切り替え時間がかかるとき（移相器
など）、パイロットが崩れるのを防ぐため、ブランク部分Ｂ２を作る（図２７の下段）。
アンテナパターン切り替え前のフレームは、Ｐ３とＰ４の２つのパイロットシンボルを利
用する。図２７では、フレーム全体をブランクにしている例を示しているが、これに限ら
れることはなく、少なくともフレーム領域の一部分をブランクにし、フレームの途中から
パイロットシンボルやデータシンボルを割り当てる場合であってもよい。
【０１５８】
　（第６の実施形態）
　別の応用例を図２８から図４０を用いて説明する。これまでの説明において、復調の基
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準となるパイロットシンボルは、データシンボルの先頭にあり、付加されるパイロットシ
ンボルはデータ直後にある例を示してきた。また、パイロットシンボルはすべてのサブキ
ャリアに対して挿入されている例を示してきた。
【０１５９】
　本実施形態では、図２８から図４０を用いて、パイロットシンボルが間引かれた形で挿
入される例、また、パイロットシンボル挿入のバリエーション例を説明する。
図２８から図４０では、斜線を付した矩形は、パイロットシンボルを割り当てたことを示
し、その他はデータシンボルを割り当てる領域を示す。一般的に１つの矩形が１サブキャ
リアに相当する。
また、矩形内の数値は、信号（データシンボル）を特定する数値である。上記各実施形態
では、復調の基準とするパイロット信号が全サブキャリアに入っていて、フレームの先頭
にある例を示したが、別の実施形態として、パイロット信号が間引いて入っている場合や
フレームの先頭以外にある場合の実施形態を説明する。図面に示した本実施形態で提示す
るパイロットシンボルの配置パターンは、予め制御情報に含まれている情報である。パイ
ロット判別部１１０は、パイロットシンボルの配置パターンに基づいて、対象パイロット
シンボルと他のパイロットシンボル（後続パイロットシンボル）を特定する。
【０１６０】
　図２８は、間引いた配置の一例である。図２８の例では、＜１＞の信号を復調する基準
としては、矢印で示した２つのパイロットシンボル（パイロット信号）を利用し、＜２＞
の信号を復調する場合には、矢印で示した４つのパイロットシンボルを利用する。このよ
うに、間引いたパイロットで復調する場合に、どのパイロットシンボルを用いて基準信号
を求めるかについては、非特許文献２に提案されている。
【０１６１】
　非特許文献２には、データシンボルに対応するパイロットシンボルの利用を特定するパ
ターンが定義されている。図２９は、図２８に示すパイロットシンボルが配置された送信
データを処理する無線受信装置の構成の一例を示す図である。パイロット記憶部１６１は
、各データシンボルの復調に使うパイロットシンボルとパイロットシンボルの位置を定義
したテーブルを記憶する。伝搬路推定部１６２は、復調するデータの基準信号を作るため
に、その復調に関係するパイロットシンボルから基準信号を生成する。図２８の＜１＞で
は、２つのパイロット、＜２＞では４つのパイロットを用いて基準信号を生成する。伝搬
路推定部１６２は、パイロット記憶部１６１に記憶するテーブルを参照して基準信号を生
成するために必要なパイロットシンボルを取得する。したがって、パイロット記憶部１６
１と伝搬路推定部１６２との双方向の信号のやり取りとなる。また、伝搬路推定部１６２
からデータ記憶部１０６へも信号の出力が必要となる。
【０１６２】
　非特許文献２の提案においては、パイロットシンボルの使用可否を考慮していないため
に、パイロットシンボルの特性が異なる場合、例えば、アンテナパターン切り替え等の動
作により、パイロットシンボルの相関が低い場合にも、前後のパイロットを用いた計算を
するので、大きな誤差になることが考えられる。このような場合に本発明における無線受
信装置を適応することが可能である。図３０は、本実施形態の無線受信装置の構成の一例
を示す図である。パイロット制御部１６３は、上記各実施形態で説明したように、パイロ
ットシンボルの利用の可否を判断し、伝搬路推定部１６２へパイロットシンボルの利用の
可否と通知する。ここでは、パイロット記憶部１６１に記憶するテーブルを参照し、制御
情報に基づいて、所定のデータシンボルが利用するパイロットシンボルの利用の可否を判
断する。例えば、＜３＞の信号を復調するときには次のパイロットシンボルがないため、
使用するパイロットシンボルを１つに切り替える。同様に＜４＞の信号を復調するときに
は、使用するパイロットを２つにする。これらは、パイロット制御部１６３にて制御され
る。この処理方法は、次のフレーム信号がない場合、アンテナパターンの切り替え等で、
次のフレームがあってもそのパイロットが使用できない場合について、同様の制御となる
。
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【０１６３】
　このように、本発明を拡張したパイロット信号が間引いた状態でしか入っていない場合
においても、使用するパイロットをパイロット制御部にて制御することで、通信が可能に
なる。
【０１６４】
　また、図２８のパイロットシンボルの配置を変形した場合について説明する。
図３１は、間引いたパイロットシンボルがフレームで交互に入っている場合である。この
例でも、＜１＞の信号を復調する基準としては、矢印で示した３つのパイロットシンボル
を利用し、＜２＞の信号を復調する場合には、矢印で示した４つのパイロットシンボルを
利用する。このような場合に図３０に示す無線受信装置を適応すると、＜３＞を復調する
ときには次のパイロットシンボルがないため、使用するパイロットシンボルを１つに切り
替える。また、同様に＜４＞を復調するときには、使用するパイロットシンボルを２つに
する。ここでも、次のフレーム信号がない場合を示しているが、アンテナパターンの切り
替え等で、次のフレームがあってもそのパイロットシンボルが使用できない場合には同様
の制御となる。　このように、本実施形態の無線受信装置は、パイロットの入っている位
置が互い違いになっているパイロットシンボルの配置へも、同じ構成、同じような処理で
対応可能である。
【０１６５】
　また、図３２は、他の（後続）フレームに相当するパイロットシンボルを付加した場合
の例である。図３２では、周波数方向へ一つおきに配置されたパイロットシンボルであり
、後続フレームがない場合に、後続パイロットシンボルを付加した場合を示している。図
３３は、図２８に示すパイロットシンボルの配置の送信データ列を生成する無線送信装置
の一例を示す図である。信号処理部２６１は、上位層から入力する送信データおよびパイ
ロットデータ生成部２６２から入力するパイロットデータを合わせて送信データ列を生成
する。パイロットデータ生成部２６２は、パイロットデータを生成し、信号処理部２６１
へ出力する。パイロット付加制御部２６３は、ブロック化／スケジューリング情報に基づ
いて、パイロットデータ生成部２６２が信号処理部２６１へパイロットデータを出力する
タイミングを制御する。図３４は、図３３に示す無線送信装置がフレームを生成する過程
を示す概念図である。図３３に示す無線送信装置では、信号処理部２６１において、あら
かじめ、送信する送信データとパイロットデータをひとつのデータブロックとしてまとめ
ておき、変調処理部２０２で変調する必要が生じる。そのため、上位層から受け取ったデ
ータを図３４左部分のようにパイロットシンボルを配置する位置をマッピングした後（横
線を付した部分）、パイロットデータ生成部２６２で生成したパイロットデータをつけて
、図３４右部分に示すデータブロックとする（斜線を付した部分がパイロットシンボルで
ある）。これは、同一のタイミングで送信データとパイロットシンボルが交互に配置され
ているために、これまでの上記各実施形態で説明した無線送信装置の構成ではでスイッチ
を切り替えることができないためである。
【０１６６】
　図３５は、本実施形態の無線送信装置の構成の一例を示す図である。パイロットデータ
生成部２６４、パイロット付加部２６５、変調処理部２６６、スイッチ２６７、パイロッ
ト付加制御部２６８の構成要素が図３３から変更あるいは追加されている。パイロットデ
ータ生成部２６４は、パイロットデータを生成し、パイロット付加制御部２６８の制御の
もとでパイロットデータを信号処理部２６１とパイロット付加部２６５へ出力する。パイ
ロット付加部２５４は、パイロットデータ生成部２６４から入力したパイロットデータを
送信データ列へ付加する。付加されるパイロットデータは、後続フレームがない場合に付
加されるパイロットシンボルとなる。変調処理部は、送信データ列、あるいは、送信デー
タ列に後続パイロットシンボルに相当するパイロットデータが付加された送信データ列を
変調する。
【０１６７】
　スイッチ２６７は、パイロット付加制御部２６８からの制御に基づいて、信号の入力先
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を切り替える。パイロット付加制御部２６８は、図３３に示したパイロット付加制御部２
６３の機能に加え、後続パイロットシンボルとなるパイロットデータを付加するタイミン
グを制御する。信号処理部２６１から出力される信号は、図３３と同様である。後続フレ
ームには、送信データが割り当てられてないため、スイッチ２６７の切り替えで、パイロ
ットデータ（後続パイロットシンボル）を付加することができる。
【０１６８】
　図３６は、図３５に示す無線送信装置がフレームを生成する過程を示す概念図である。
図３５中のＸ、Ｙ、Ｚは、図３６の同じ符号と対応する。符号Ｘにおいては、図３４と同
じフレーム構成が生成され、パイロット付加部２６５で符号Ｙの信号が用意される。パイ
ロットデータが付加されるタイミングにあわせてスイッチ２６７が切り換えられ、付加す
るパイロットデータを送出することで、符号Ｚのようなフレームデータを作ることができ
る。なお、パイロットデータを付加したタイミングにはパイロットデータが付加されてい
ないブロック（サブキャリア）があるが、パイロットシンボルが配置されないブロックで
ある。
【０１６９】
　また、図３７では、次のフレームに相当するパイロットシンボルを付加した場合の例で
ある。この場合、パイロットシンボルは交互に入っているので、パイロットシンボルとし
ては１回だけ追加するものと、２周期分ということで２回追加する例を示している。図３
８は、図３５に示す無線送信装置がパイロットシンボルを２周期分付加するときのフレー
ムを生成する過程を示す概念図である。図３８中の符号Ｘ、Ｙ、Ｚは、図３５の同じ符号
と対応する。パイロット付加部２６５は、Ｙに示す信号を用意し、スイッチ２６７を切り
替えることによりパイロットデータを２周期分付加することになる。パイロットデータを
付加するタイミングは、配置情報に基づいてパイロット付加制御部２６８により制御され
る。
【０１７０】
　図３９は、パイロットシンボルの配置（パイロットが先頭と中央に入っている場合）の
一例を示す図である。図３９の例では、＜１＞の信号を復調する基準としては、矢印で示
した４つのパイロットシンボルを利用し、＜２＞の信号を復調する場合には、矢印で示し
た６つのパイロットシンボルを利用する。このような場合に本発明の一態様である図２９
に示す無線受信装置を適応すると、＜３＞を復調するときには次のパイロットシンボルが
ないため、使用するパイロットシンボルを３つに切り替えることができる。図３９の場合
も、後続フレームの信号がない場合を示しているが、アンテナ切り替え等で、次のフレー
ムがあってもそのパイロットが使用できない場合には同様の制御ができる。
【０１７１】
　また、図４０は、パイロットシンボルの配置（後続フレームに相当するパイロットの付
加）の一例を示す図である。次のフレームに相当するパイロットシンボルを付加しでおり
、１つだけ（１周期分）付加する場合や２つ（２周期分）付加する場合が考えられる。
【０１７２】
　以上、本発明を拡張して適用する例を説明したが、このように、パイロットシンボルの
有無、使用の可否によって、復調のために使用するパイロットシンボルを最適に選ぶこと
で、いろいろな状況での最適復調が可能になる。また、付加するパイロットシンボルも状
況に合わせて付加することにより、復調の精度を向上させる効果がある。
【０１７３】
　以上のように、本発明に係る好適な実施形態によれば、各フレームに割り当てられたパ
イロットシンボルを有効に利用することによって、復調の精度を向上させることができる
。複数のフレームのパイロットシンボルを利用することにより、フレームに割り当てるパ
イロットシンボルの割合を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１７４】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る無線受信装置の構成の一例を示す図である。
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【図２】第１の実施形態の伝搬路推定部の構成の一例（一つ目）を示す図である。
【図３】第１の実施形態の伝搬路推定部の構成の一例（二つ目）を示す図である。
【図４】パイロット制御部の構成の一例を示す図である。
【図５】第１の実施形態のフレーム構成の一例（フレームが連続している場合）を示す図
である。
【図６】第１の実施形態のフレーム構成の一例（フレームが連続していない場合）を示す
図である。
【図７】セルラーシステムにおいて基地局から端末局へ送信される伝送ブロックの一例を
示す図である。
【図８】第１の実施形態の無線受信装置において、パイロット判別信号に基づいて記憶部
の利用を切り替える構成の一例を示す図である。
【図９】各無線受信装置へ宛てたフレーム構成の一例を示す図である。
【図１０】第２の実施形態に係る無線送信装置の構成の一例を示す図である。
【図１１】第１の実施形態において、データシンボルを割り当てないフレームへパイロッ
トシンボルを付加した場合のフレームの構成例を示す図である。
【図１２】後続パイロットシンボルを付加する送信データ列の生成過程の一例を示す概念
図である。
【図１３】第２の実施形態に係る無線送信装置の別の構成の一例を示す図である。
【図１４】後続パイロットシンボルを付加する送信データ列の生成過程の異なる例を示す
概念図である。
【図１５】第２の実施形態に係る無線送信装置の更に別の構成の一例を示す図である。
【図１６】後続パイロットシンボルを付加する送信データ列の生成過程の更に異なる例を
示す概念図である。
【図１７】アクティブアンテナのアンテナ指向性の一例を示す図である。
【図１８】アンテナパターンによって復調に用いるパイロットシンボルを示す図である。
【図１９】第３の実施形態の相関判定部の構成の一例を示す図である。
【図２０】第４の実施形態の無線送信装置の構成の一例を示す図である。
【図２１】アンテナパターンが切り替わるときにパイロットシンボルを追加したフレーム
構成の一例を示す図である。
【図２２】追加パイロットシンボルを付加する送信データ列の生成過程の一例を示す概念
図である。
【図２３】図１３の無線送信装置が追加パイロットシンボルを付加する送信データ列の生
成過程の例を示す概念図である。
【図２４】図１５の無線送信装置が追加パイロットシンボルを付加する送信データ列の生
成過程の一例を示す概念図である。
【図２５】後続フレームが無い場合に、パイロットシンボルをフレームの最後に挿入した
フレーム構成の一例を示す図である。
【図２６】アンテナパターンの切り替え時にパイロットシンボルを追加する例を示す図で
ある。
【図２７】アンテナパターンの切り替え時にパイロットシンボルを追加する別の例を示す
図である。
【図２８】パイロットシンボルの配置（間引いた配置）の一例を示す図である。
【図２９】図２８に示すパイロットシンボルが配置された送信データを処理する無線受信
装置の構成の一例を示す図である。
【図３０】第６の実施形態の無線受信装置の構成の一例を示す図である。
【図３１】パイロットシンボルの配置（間引いたパイロットシンボルがフレームで交互配
置）の一例を示す図である。
【図３２】パイロットシンボルの配置の一例を示す図（他のパイロットシンボル付加）で
ある。
【図３３】図２８に示すパイロットシンボルの配置の送信データ列を生成する無線送信装
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【図３４】図３３に示す無線送信装置がフレームを生成する過程を示す概念図である。
【図３５】第６の実施形態の無線送信装置の構成の一例を示す図である。
【図３６】図３５に示す無線送信装置がフレームを生成する過程を示す概念図である。
【図３７】パイロットシンボルの配置（次のフレームに相当するパイロットを付加））の
一例を示す図である。
【図３８】図３５に示す無線送信装置がパイロットシンボルを２周期分付加するときのフ
レームを生成する過程を示す概念図である。
【図３９】パイロットシンボルの配置（パイロットが先頭と中央に入っている場合）の一
例を示す図である。
【図４０】パイロットシンボルの配置（後続フレームに相当するパイロットの付加）の一
例を示す図である。
【図４１】従来のＯＦＤＭ変調システムのフレーム構成の一例を示す図である。
【図４２】従来の受信機の構成例を示す図である。
【図４３】従来の伝搬路推定部の内部構成の一例を示す図である。
【符号の説明】
【０１７５】
　１０１　アナログ部
　１０２　デジタル処理部
　１０３　ＦＦＴ処理部
　１０４　パイロット記憶部Ａ
　１０５　パイロット記憶部Ｂ
　１０６　データ記憶部
　１０７、１６２　伝搬路推定部
　１０８　復調処理部
　１０９　信号処理部
　１１０、１６３　パイロット制御部
　１１１～１１３、１２４、１２５、１２７、２０９、２２５、２６７　スイッチ
　１２１　補完処理部
　１２２　雑音低減部
　１２３　基準信号生成部
　１２６　乗算器
　１３１　制御情報解析部
　１３２　パイロット利用制御部
　１５０　相関判定部
　１５１　相関計算部
　１５２　判定部
　１６１　パイロット記憶部
　２０１、２６１　信号処理部
　２０２、２２４、２３１、２６６　変調処理部
　２０３　パイロット生成部
　２０４、２６５　パイロット付加部
　２０５　追加パイロット付加部
　２０６　デジタル処理部
　２０７　アナログ部
　２０８、２２６、２３２、２６３、２６８　パイロット付加制御部
　２２１、２６２、２６４　パイロットデータ生成部
　２２２　パイロットデータ付加部
　２２３　追加パイロットデータ付加部
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