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(57)【要約】
本発明の受信装置は、同期シンボルを複数繰り返した同期シンボル列がデータシンボル列
の前に挿入されている伝送フレームを受信する。同期シンボル列は、互いに直交し、周波
数が異なる複数のサブバンドシンボルの合成信号である。各サブバンドの周波数は、等間
隔に配置されている。同期シンボルは、同期パターンを繰り返し有している。受信装置は
、同期パターン相関値の位相差から粗い搬送波周波数誤差を検出して周波数を補正後、サ
ブバンドのシンボル間位相差から残留周波数誤差を検出して周波数を補正する。受信装置
は、サブバンド間位相差からサンプリングクロック周波数誤差を検出し、補正する。これ
によって、データシンボルの復調誤りが低減される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
同期シンボルを複数繰り返した同期シンボル列がデータシンボル列の前に挿入されている
伝送フレームを受信するための受信装置であって、
　前記同期シンボルは、互いに直交し、搬送波周波数が異なる複数のサブバンドシンボル
を合成したシンボルであり、
　前記複数のサブバンドの搬送波周波数は、所定の周波数間隔で等間隔に配置されており
、
　前記同期シンボルは、前記所定の周波数間隔の逆数の周期で同期パターンを含んでおり
、
　サンプリングクロックを発生するクロック発生部と、
　前記クロック発生部が発生した前記サンプリングクロックに基づいて、前記伝送フレー
ムをサンプリングして、アナログ／デジタル変換するアナログ／デジタル変換部と、
　前記アナログ／デジタル変換部からの出力の周波数を補正する周波数補正部と、
　前記周波数補正部からの出力と、前記同期パターンとの間の相関を求め、同期パターン
相関値として出力する同期パターン相関部と、
　前記同期パターン相関部からの出力のピークを検出し、ピークタイミングとして出力す
るピーク検出部と、
　前記ピーク検出部から出力される前記ピークタイミングに基づいて、前記同期シンボル
内の所定のタイミングを出力するタイミング判定部と、
　前記タイミング判定部からの出力および前記ピーク検出部から出力されるピークタイミ
ングに応じて、前記同期パターン相関部から出力される前記同期パターン相関値の位相の
変化量を検出し、前記同期パターン相関値の位相の変化量に基づいて、前記アナログ／デ
ジタル変換部からの出力の周波数の誤差を推定する同期パターン間位相差検出部と、
　前記複数のサブバンドシンボルの内、割り当てられているサブバンドシンボルと、前記
周波数補正部からの出力との間の相関をそれぞれ求め、サブバンド相関としてそれぞれ出
力する複数のサブバンド相関部と、
　前記タイミング判定部からの出力に応じて、前記サブバンド相関部から出力される前記
サブバンド相関毎に、所定のシンボル間隔での位相差を求め、シンボル間位相差として出
力すると共に、前記シンボル間位相差に基づいて、前記アナログ／デジタル変換部からの
出力の周波数の誤差を推定するシンボル間位相差検出部と、
　前記タイミング判定部の出力に応じて、前記シンボル間位相差検出部から出力される各
シンボル間位相差のサブバンド間での位相差を、サブバンド間位相差として検出し、検出
した前記サブバンド間位相差に基づいて、前記サンプリングクロックの誤差を推定するサ
ブバンド間位相差検出部と、
　前記タイミング判定部の出力に応じて、前記周波数補正部からの出力を復調するデータ
復調部とを備え、
　前記周波数補正部は、前記同期パターン間位相差検出部で推定された周波数誤差に基づ
いて、前記アナログ／デジタル変換部からの出力の周波数を補正した後、前記シンボル間
位相差検出部で推定された周波数誤差に基づいて、前記アナログ／デジタル変換部からの
出力の周波数を補正し、
　前記クロック発生部は、サブバンド間位相差検出部で推定された誤差に基づいて、前記
サンプリングクロックの周波数を補正する、受信装置。
【請求項２】
前記タイミング判定部は、前記ピーク検出部から出力される前記ピークタイミングが前記
同期パターンの間隔で所定回数検出された場合、前記同期シンボル列の開始タイミングを
出力し、前記ピークタイミングが前記同期パターンの間隔で検出されなくなれば、前記同
期シンボル列の終了タイミングを出力する、請求項１に記載の受信装置。
【請求項３】
前記同期パターン間位相差検出部は、前記同期パターン相関値の位相の変化量を平均化し
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て、前記アナログ／デジタル変換部からの出力の周波数の誤差を推定し、前記タイミング
判定部から前記開始タイミングが出力されると、平均化を終了して、推定した前記周波数
の誤差を前記周波数補正部に入力する、請求項２に記載の受信装置。
【請求項４】
前記シンボル間位相差検出部は、前記タイミング判定部から前記開始タイミングが出力さ
れると、前記シンボル間位相差を平均化して、前記アナログ／デジタル変換部からの出力
の周波数の誤差を推定する、請求項２に記載の受信装置。
【請求項５】
前記シンボル間位相差検出部は、前記周波数の誤差が大きい場合は、前記所定のシンボル
間隔を短くし、前記周波数の誤差が小さい場合は、前記所定のシンボル間隔を長くする、
請求項１に記載の受信装置。
【請求項６】
前記サブバンド間位相差検出部は、前記サブバンド間位相差を平均化して、前記サンプリ
ングクロックの誤差を推定する、請求項１に記載の受信装置。
【請求項７】
前記データシンボル列は、直交ウエーブレット関数を用いてマルチキャリア変調されてい
る、請求項１に記載の受信装置。
【請求項８】
同期シンボルを複数繰り返した同期シンボル列がデータシンボル列の前に挿入されている
伝送フレームを受信するための集積回路であって、
　前記同期シンボルは、互いに直交し、搬送波周波数が異なる複数のサブバンドシンボル
を合成したシンボルであり、
　前記複数のサブバンドの搬送波周波数は、所定の周波数間隔で等間隔に配置されており
、
　前記同期シンボルは、前記所定の周波数間隔の逆数の周期で同期パターンを含んでおり
、
　サンプリングクロックを発生するクロック発生部と、
　前記クロック発生部が発生した前記サンプリングクロックに基づいて、前記伝送フレー
ムをサンプリングして、アナログ／デジタル変換するアナログ／デジタル変換部と、
　前記アナログ／デジタル変換部からの出力の周波数を補正する周波数補正部と、
　前記周波数補正部からの出力と、前記同期パターンとの間の相関を求め、同期パターン
相関値として出力する同期パターン相関部と、
　前記同期パターン相関部からの出力のピークを検出し、ピークタイミングとして出力す
るピーク検出部と、
　前記ピーク検出部から出力される前記ピークタイミングに基づいて、前記同期シンボル
内の所定のタイミングを出力するタイミング判定部と、
　前記タイミング判定部からの出力および前記ピーク検出部から出力されるピークタイミ
ングに応じて、前記同期パターン相関部から出力される前記同期パターン相関値の位相の
変化量を検出し、前記同期パターン相関値の位相の変化量に基づいて、前記アナログ／デ
ジタル変換部からの出力の周波数の誤差を推定する同期パターン間位相差検出部と、
　前記複数のサブバンドシンボルの内、割り当てられているサブバンドシンボルと、前記
周波数補正部からの出力との間の相関をそれぞれ求め、サブバンド相関としてそれぞれ出
力する複数のサブバンド相関部と、
　前記タイミング判定部からの出力に応じて、前記サブバンド相関部から出力される前記
サブバンド相関毎に、所定のシンボル間隔での位相差を求め、シンボル間位相差として出
力すると共に、前記シンボル間位相差に基づいて、前記アナログ／デジタル変換部からの
出力の周波数の誤差を推定するシンボル間位相差検出部と、
　前記タイミング判定部の出力に応じて、前記シンボル間位相差検出部から出力される各
シンボル間位相差のサブバンド間での位相差を、サブバンド間位相差として検出し、検出
した前記サブバンド間位相差に基づいて、前記サンプリングクロックの誤差を推定するサ
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ブバンド間位相差検出部と、
　前記タイミング判定部の出力に応じて、前記周波数補正部からの出力を復調するデータ
復調部とを備え、
　前記周波数補正部は、前記同期パターン間位相差検出部で推定された周波数誤差に基づ
いて、前記アナログ／デジタル変換部からの出力の周波数を補正した後、前記シンボル間
位相差検出部で推定された周波数誤差に基づいて、前記アナログ／デジタル変換部からの
出力の周波数を補正し、
　前記クロック発生部は、サブバンド間位相差検出部で推定された誤差に基づいて、前記
サンプリングクロックの周波数を補正する、集積回路。
【請求項９】
同期シンボルを複数繰り返した同期シンボル列がデータシンボル列の前に挿入されている
伝送フレームを受信するための方法であって、
　前記同期シンボルは、互いに直交し、搬送波周波数が異なる複数のサブバンドシンボル
を合成したシンボルであり、
　前記複数のサブバンドの搬送波周波数は、所定の周波数間隔で等間隔に配置されており
、
　前記同期シンボルは、前記所定の周波数間隔の逆数の周期で同期パターンを含んでおり
、
　前記伝送フレームをサンプリングして、アナログ／デジタル変換し、
　アナログ／デジタル変換された信号と、前記同期パターンとの間の相関を求め、同期パ
ターン相関値とし、
　前記同期パターン相関値のピークを検出し、ピークタイミングとし、
　前記ピークタイミングに基づいて、前記同期シンボル内の所定のタイミングを検出し、
　前記所定のタイミングおよび前記ピークタイミングに応じて、前記同期パターン相関値
の位相の変化量を検出し、前記同期パターン相関値の位相の変化量に基づいて、前記アナ
ログ／デジタル変換部からの出力の周波数の誤差を推定し、
　前記複数のサブバンドシンボルの内、少なくとも二つのサブバンドシンボルと、周波数
が補正された前記信号との間の相関をそれぞれ求め、少なくとも二つのサブバンド相関と
し、
　前記所定のタイミングに応じて、前記サブバンド相関毎に、所定のシンボル間隔での位
相差を求め、シンボル間位相差とし、
　前記シンボル間位相差に基づいて、前記アナログ／デジタル変換部からの出力の周波数
の誤差を推定し、
　前記所定のタイミングに応じて、各前記シンボル間位相差のサブバンド間での位相差を
、サブバンド間位相差とし、
　前記サブバンド間位相差に基づいて、サンプリングクロックの誤差を推定し、
　前記同期パターン相関値の位相の変化量に基づいて推定された周波数の誤差に基づいて
、アナログ／デジタル変換された信号の周波数を補正し、
　前記シンボル間位相差に基づいて推定された周波数の誤差に基づいて、アナログ／デジ
タル変換された信号の周波数を補正し、
　前記サブバンド間位相差に基づいて推定された前記サンプリングクロックの誤差に基づ
いて、前記サンプリングクロックの周波数を補正し、
　補正されたアナログ／デジタル変換された信号を復調する、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マルチキャリア伝送方式を採用した有線または無線の伝送システムにおける
受信装置に関し、より特定的には、搬送波周波数誤差及びクロック周波数誤差を補正する
ことができる受信装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、デジタル信号の伝送方式として、マルチキャリア伝送方式が注目されている。マ
ルチキャリア伝送方式は、伝送すべきデータを直列並列変換してシンボル速度を下げた後
、互いに直交する複数のサブバンドの振幅及び位相にデータを割り当てて伝送する変調方
式である。マルチキャリア伝送方式は、伝送帯域を複数のサブバンドに分割してデータを
伝送する。したがって、マルチキャリア伝送方式は、サブバンド毎の変調方式を変えるこ
とができる。よって、マルチキャリア伝送方式は、柔軟に、周波数を利用することができ
る。また、マルチキャリア伝送方式では、シンボル速度が下がるので、遅延波に対する耐
性が上がる。ゆえに、マルチキャリア伝送方式は、マルチパス妨害に対して強い伝送方式
である。
【０００３】
　マルチキャリア伝送方式として、ＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ：直交周波数分割多重）や、直交ウエ
ーブレット関数を用いたウエーブレット変調方式などが提案されている。
【０００４】
　図１０は、特許文献１で開示されている従来のＯＦＤＭ受信装置２１０の構成を示す図
である。図１０において、ＯＦＤＭ受信装置２１０は、Ａ／Ｄ変換回路２０１と、クロッ
ク発生回路２０２と、複素乗算回路２０３と、ガード相関演算回路２０４と、数値制御発
振回路（ＮＣＯ：Ｎｕｍｅｒｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒ）
２０５と、高速フーリエ変換回路２０６と、搬送波周波数誤差演算回路２０７と、クロッ
ク周波数再生回路２０８と、データ復調部２０９とを備える。
【０００５】
　Ａ／Ｄ変換回路２０１は、クロック発生回路２０２から入力されるクロックに基づいて
、受信信号をサンプリングし、受信信号をデジタル信号に変換する。
【０００６】
　複素乗算回路２０３は、ＮＣＯ２０５から入力される複素正弦波信号とデジタル信号に
変換された受信信号とを乗算し、周波数誤差を補正する。
【０００７】
　周波数誤差は、まずガード相関演算回路２０４で粗く推定される。遅延波の耐性を高め
るために、ＯＦＤＭ信号は、ＯＦＤＭシンボル内に、巡回的に繰り返されるガードインタ
ーバルを含む。ガード相関演算回路２０４は、入力されたＯＦＤＭ信号と有効シンボル時
間だけ遅延させたＯＦＤＭ信号との間の相関値を演算する。ガード相関演算回路２０４は
、相関がピークとなるタイミングとそのタイミングでのＯＦＤＭ信号の位相とを求める。
ガード相関演算回路２０４は、求めた位相に基づいて、有効シンボル時間間隔での位相差
を求める。当該位相差は、周波数誤差に相当する。したがって、ガード相関演算回路２０
４は、当該周波数誤差を打ち消すように、ＮＣＯ２０５を制御する。
【０００８】
　当該相関がピークとなるタイミングは、有効シンボルの区間を示している。当該タイミ
ングに基づいて、高速フーリエ変換回路２０６は、粗い周波数補正がされたＯＦＤＭ信号
を周波数領域の信号に変換し、サブバンド毎の振幅および位相を出力する。データ復調部
２０９は、当該振幅および当該位相に基づいて、各サブバンドのデータを復調する。
【０００９】
　ＯＦＤＭ信号には、所定のサブバンドに、所定の位相と振幅とを割り当てたパイロット
信号が挿入されている。従来のＯＦＤＭ受信装置では、当該パイロット信号に基づいて、
周波数誤差補正や等化が行われていた。
【００１０】
　搬送波周波数誤差演算回路２０７は、高速フーリエ変換回路２０６から出力される各サ
ブバンドの情報に基づいて、所定のパイロット信号だけを抽出する。搬送波周波数誤差演
算回路２０７は、所定のパイロット信号の位相変化に基づいて、残留周波数誤差を推定す
る。搬送波周波数誤差演算回路２０７は、当該残留周波数誤差に基づいて、ＮＣＯ２０５
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を制御する。これによって、より精密な搬送波周波数同期が行われる。
【００１１】
　クロック周波数再生回路２０８は、パイロット信号の位相変化からクロック周波数誤差
を推定する。クロック周波数再生回路２０８は、当該クロック周波数誤差に基づいて、ク
ロック発生回路２０２を制御する。これによって、クロック周波数の補正が行われる。
【特許文献１】特開平１０－３０８７１５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、上記従来の構成では、クロック周波数誤差を推定するために高速フーリ
エ変換回路２０６を用いなければならなかった。高速フーリエ変換回路２０６における変
換処理は、ある程度の時間が必要となる。したがって、従来の構成では、クロック周波数
制御ループが収束するまでに、ある程度の時間が必要であるという課題があった。
【００１３】
　また、ＯＦＤＭでは、搬送波周波数誤差が大きい場合、サブバンド間が直交しなくなる
場合がある。これにより、サブバンド間で干渉が起こる。結果、フーリエ変換しても、パ
イロット信号を正確に抽出できないという問題が発生する。上記従来の構成では、ガード
インターバルの相関を利用して粗い周波数誤差の補正を行っている。しかし、有効シンボ
ル時間間隔での位相差を用いた場合では、サブバンド間隔以下の周波数誤差しか推定する
ことができない。したがって、サブバンド間隔よりも大きい周波数誤差に対しては、別途
周波数誤差推定用の同期シンボルを用いる必要がある。
【００１４】
　なお、ＯＦＤＭでは、ガードインターバルの相関を利用して、粗い周波数誤差推定と有
効シンボルタイミング推定とを行うことができる。しかし、直交ウエーブレット関数を用
いてマルチキャリア変調されているウエーブレット変調など、ガードインターバルを必要
としない変調方式では、周波数誤差推定と有効シンボルタイミング推定とを行うための同
期シンボルを、特別に用いる必要がある。
【００１５】
　それゆえ、本発明の目的は、搬送波周波数誤差が大きな場合でも、シンボルタイミング
の推定、搬送波周波数誤差の推定、およびクロック周波数誤差の推定を短時間で行うこと
ができる受信装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記目的を達成するために、本発明は、以下のような特徴を有する。本発明の第１の局
面は、同期シンボルを複数繰り返した同期シンボル列がデータシンボル列の前に挿入され
ている伝送フレームを受信するための受信装置である。同期シンボルは、互いに直交し、
搬送波周波数が異なる複数のサブバンドシンボルを合成したシンボルである。複数のサブ
バンドの搬送波周波数は、所定の周波数間隔で等間隔に配置されている。同期シンボルは
、所定の周波数間隔の逆数の周期で同期パターンを含んでいる。受信装置は、サンプリン
グクロックを発生するクロック発生部と、クロック発生部が発生したサンプリングクロッ
クに基づいて、伝送フレームをサンプリングして、アナログ／デジタル変換するアナログ
／デジタル変換部と、アナログ／デジタル変換部からの出力の周波数を補正する周波数補
正部と、周波数補正部からの出力と、同期パターンとの間の相関を求め、同期パターン相
関値として出力する同期パターン相関部と、同期パターン相関部からの出力のピークを検
出し、ピークタイミングとして出力するピーク検出部と、ピーク検出部から出力されるピ
ークタイミングに基づいて、同期シンボル内の所定のタイミングを出力するタイミング判
定部と、タイミング判定部からの出力およびピーク検出部から出力されるピークタイミン
グに応じて、同期パターン相関部から出力される同期パターン相関値の位相の変化量を検
出し、同期パターン相関値の位相の変化量に基づいて、アナログ／デジタル変換部からの
出力の周波数の誤差を推定する同期パターン間位相差検出部と、複数のサブバンドシンボ
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ルの内、割り当てられているサブバンドシンボルと、周波数補正部からの出力との間の相
関をそれぞれ求め、サブバンド相関としてそれぞれ出力する複数のサブバンド相関部と、
タイミング判定部からの出力に応じて、サブバンド相関部から出力されるサブバンド相関
毎に、所定のシンボル間隔での位相差を求め、シンボル間位相差として出力すると共に、
シンボル間位相差に基づいて、アナログ／デジタル変換部からの出力の周波数の誤差を推
定するシンボル間位相差検出部と、タイミング判定部の出力に応じて、シンボル間位相差
検出部から出力される各シンボル間位相差のサブバンド間での位相差を、サブバンド間位
相差として検出し、検出したサブバンド間位相差に基づいて、サンプリングクロックの誤
差を推定するサブバンド間位相差検出部と、タイミング判定部の出力に応じて、周波数補
正部からの出力を復調するデータ復調部とを備える。周波数補正部は、同期パターン間位
相差検出部で推定された周波数誤差に基づいて、アナログ／デジタル変換部からの出力の
周波数を補正した後、シンボル間位相差検出部で推定された周波数誤差に基づいて、アナ
ログ／デジタル変換部からの出力の周波数を補正する。クロック発生部は、サブバンド間
位相差検出部で推定された誤差に基づいて、サンプリングクロックの周波数を補正する。
【００１７】
　好ましくは、タイミング判定部は、ピーク検出部から出力されるピークタイミングが同
期パターンの間隔で所定回数検出された場合、同期シンボル列の開始タイミングを出力し
、ピークタイミングが同期パターンの間隔で検出されなくなれば、同期シンボル列の終了
タイミングを出力するとよい。
【００１８】
　好ましくは、同期パターン間位相差検出部は、同期パターン相関値の位相の変化量を平
均化して、アナログ／デジタル変換部からの出力の周波数の誤差を推定し、タイミング判
定部から開始タイミングが出力されると、平均化を終了して、推定した周波数の誤差を周
波数補正部に入力するとよい。
【００１９】
　好ましくは、シンボル間位相差検出部は、タイミング判定部から開始タイミングが出力
されると、シンボル間位相差を平均化して、アナログ／デジタル変換部からの出力の周波
数の誤差を推定するとよい。
【００２０】
　好ましくは、シンボル間位相差検出部は、周波数の誤差が大きい場合は、所定のシンボ
ル間隔を短くし、周波数の誤差が小さい場合は、所定のシンボル間隔を長くするとよい。
【００２１】
　好ましくは、サブバンド間位相差検出部は、サブバンド間位相差を平均化して、サンプ
リングクロックの誤差を推定するとよい。
【００２２】
　本発明は、直交ウエーブレット関数を用いてマルチキャリア変調されているデータシン
ボル列を受信するのに有効である。
【００２３】
　本発明の第２の局面は、同期シンボルを複数繰り返した同期シンボル列がデータシンボ
ル列の前に挿入されている伝送フレームを受信するための集積回路である。同期シンボル
は、互いに直交し、搬送波周波数が異なる複数のサブバンドシンボルを合成したシンボル
である。複数のサブバンドの搬送波周波数は、所定の周波数間隔で等間隔に配置されてい
る。同期シンボルは、所定の周波数間隔の逆数の周期で同期パターンを含んでいる。集積
回路は、サンプリングクロックを発生するクロック発生部と、クロック発生部が発生した
サンプリングクロックに基づいて、伝送フレームをサンプリングして、アナログ／デジタ
ル変換するアナログ／デジタル変換部と、アナログ／デジタル変換部からの出力の周波数
を補正する周波数補正部と、周波数補正部からの出力と、同期パターンとの間の相関を求
め、同期パターン相関値として出力する同期パターン相関部と、同期パターン相関部から
の出力のピークを検出し、ピークタイミングとして出力するピーク検出部と、ピーク検出
部から出力されるピークタイミングに基づいて、同期シンボル内の所定のタイミングを出
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力するタイミング判定部と、タイミング判定部からの出力およびピーク検出部から出力さ
れるピークタイミングに応じて、同期パターン相関部から出力される同期パターン相関値
の位相の変化量を検出し、同期パターン相関値の位相の変化量に基づいて、アナログ／デ
ジタル変換部からの出力の周波数の誤差を推定する同期パターン間位相差検出部と、複数
のサブバンドシンボルの内、割り当てられているサブバンドシンボルと、周波数補正部か
らの出力との間の相関をそれぞれ求め、サブバンド相関としてそれぞれ出力する複数のサ
ブバンド相関部と、タイミング判定部からの出力に応じて、サブバンド相関部から出力さ
れるサブバンド相関毎に、所定のシンボル間隔での位相差を求め、シンボル間位相差とし
て出力すると共に、シンボル間位相差に基づいて、アナログ／デジタル変換部からの出力
の周波数の誤差を推定するシンボル間位相差検出部と、タイミング判定部の出力に応じて
、シンボル間位相差検出部から出力される各シンボル間位相差のサブバンド間での位相差
を、サブバンド間位相差として検出し、検出したサブバンド間位相差に基づいて、サンプ
リングクロックの誤差を推定するサブバンド間位相差検出部と、タイミング判定部の出力
に応じて、周波数補正部からの出力を復調するデータ復調部とを備える。周波数補正部は
、同期パターン間位相差検出部で推定された周波数誤差に基づいて、アナログ／デジタル
変換部からの出力の周波数を補正した後、シンボル間位相差検出部で推定された周波数誤
差に基づいて、アナログ／デジタル変換部からの出力の周波数を補正する。クロック発生
部は、サブバンド間位相差検出部で推定された誤差に基づいて、サンプリングクロックの
周波数を補正する。
【００２４】
　本発明の第３の局面は、同期シンボルを複数繰り返した同期シンボル列がデータシンボ
ル列の前に挿入されている伝送フレームを受信するための方法である。同期シンボルは、
互いに直交し、搬送波周波数が異なる複数のサブバンドシンボルを合成したシンボルであ
る。複数のサブバンドの搬送波周波数は、所定の周波数間隔で等間隔に配置されている。
同期シンボルは、所定の周波数間隔の逆数の周期で同期パターンを含んでいる。当該方法
は、伝送フレームをサンプリングして、アナログ／デジタル変換するステップと、アナロ
グ／デジタル変換された信号と、同期パターンとの間の相関を求め、同期パターン相関値
とし、同期パターン相関値のピークを検出し、ピークタイミングとし、ピークタイミング
に基づいて、同期シンボル内の所定のタイミングを検出し、所定のタイミングおよびピー
クタイミングに応じて、同期パターン相関値の位相の変化量を検出し、同期パターン相関
値の位相の変化量に基づいて、アナログ／デジタル変換部からの出力の周波数の誤差を推
定し、複数のサブバンドシンボルの内、少なくとも二つのサブバンドシンボルと、周波数
が補正された信号との間の相関をそれぞれ求め、少なくとも二つのサブバンド相関とし、
所定のタイミングに応じて、サブバンド相関毎に、所定のシンボル間隔での位相差を求め
、シンボル間位相差とし、シンボル間位相差に基づいて、アナログ／デジタル変換部から
の出力の周波数の誤差を推定し、所定のタイミングに応じて、各シンボル間位相差のサブ
バンド間での位相差を、サブバンド間位相差とし、サブバンド間位相差に基づいて、サン
プリングクロックの誤差を推定し、同期パターン相関値の位相の変化量に基づいて推定さ
れた周波数の誤差に基づいて、アナログ／デジタル変換された信号の周波数を補正し、シ
ンボル間位相差に基づいて推定された周波数の誤差に基づいて、アナログ／デジタル変換
された信号の周波数を補正し、サブバンド間位相差に基づいて推定されたサンプリングク
ロックの誤差に基づいて、サンプリングクロックの周波数を補正し、補正されたアナログ
／デジタル変換された信号を復調する。
【００２５】
　本発明の第４の局面は、同期シンボルを複数繰り返した同期シンボル列がデータシンボ
ル列の前に挿入されている伝送フレームを受信するためのコンピュータ装置で実行される
プログラムである。同期シンボルは、互いに直交し、搬送波周波数が異なる複数のサブバ
ンドシンボルを合成したシンボルである。複数のサブバンドの搬送波周波数は、所定の周
波数間隔で等間隔に配置されている。同期シンボルは、所定の周波数間隔の逆数の周期で
同期パターンを含んでいる。当該プログラムは、伝送フレームをサンプリングして、アナ
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ログ／デジタル変換するステップと、アナログ／デジタル変換された信号と、同期パター
ンとの間の相関を求め、同期パターン相関値とするステップと、同期パターン相関値のピ
ークを検出し、ピークタイミングとするステップと、ピークタイミングに基づいて、同期
シンボル内の所定のタイミングを検出するステップと、所定のタイミングおよびピークタ
イミングに応じて、同期パターン相関値の位相の変化量を検出し、同期パターン相関値の
位相の変化量に基づいて、アナログ／デジタル変換部からの出力の周波数の誤差を推定す
るステップと、複数のサブバンドシンボルの内、少なくとも二つのサブバンドシンボルと
、周波数が補正された信号との間の相関をそれぞれ求め、少なくとも二つのサブバンド相
関とするステップと、所定のタイミングに応じて、サブバンド相関毎に、所定のシンボル
間隔での位相差を求め、シンボル間位相差とするステップと、シンボル間位相差に基づい
て、アナログ／デジタル変換部からの出力の周波数の誤差を推定するステップと、所定の
タイミングに応じて、各シンボル間位相差のサブバンド間での位相差を、サブバンド間位
相差とするステップと、サブバンド間位相差に基づいて、サンプリングクロックの誤差を
推定するステップと、同期パターン相関値の位相の変化量に基づいて推定された周波数の
誤差に基づいて、アナログ／デジタル変換された信号の周波数を補正するステップと、シ
ンボル間位相差に基づいて推定された周波数の誤差に基づいて、アナログ／デジタル変換
された信号の周波数を補正するステップと、サブバンド間位相差に基づいて推定されたサ
ンプリングクロックの誤差に基づいて、サンプリングクロックの周波数を補正するステッ
プと、補正されたアナログ／デジタル変換された信号を復調するステップとを、コンピュ
ータ装置に実行させる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、受信装置は、まず、シンボル間隔よりも短い間隔の同期パターン間隔
における同期パターン相関値の位相差に基づいて、搬送波周波数誤差を検出して、受信周
波数の誤差を補正する。これによって、粗い搬送波周波数誤差が補正される。次に、受信
装置は、サブバンドシンボルの相関の位相変化に基づいて、残留周波数誤差を検出する。
残留周波数誤差を検出する際、すでに粗い搬送波周波数誤差が補正されているので、受信
装置は、精度良く、残留周波数誤差を検出することができる。受信装置は、検出した残留
周波数誤差に基づいて、受信周波数の誤差を補正する。これにより、大きな搬送波周波数
誤差がある場合でも、受信装置は、精度良く、搬送波周波数誤差を補正することができる
。受信装置は、各サブバンドのシンボル間位相差に基づいて、サブバンド間位相差を求め
、サブバンド間位相差に基づいて、サンプリングクロック周波数誤差を検出し、補正する
。これにより、データシンボルの復調誤りを低減することができる。受信装置は、同一の
同期シンボルを用いて、タイミング検出、搬送波周波数誤差検出、およびクロック周波数
誤差検出を行うことができるので、短時間で、送信側との間の同期を確立することができ
る。
【００２７】
　また、受信装置は、同期シンボル列が開始するタイミングおよび終了するタイミングを
判定することができるので、これらのタイミングに応じて、迅速に搬送波周波数誤差およ
びクロック周波数誤差を補正することができる。
【００２８】
　また、受信装置は、同期パターン相関値の位相の変化量を平均化することによって、粗
い搬送波周波数誤差を推定し、同期シンボル列の開始タイミングが到来すれば、粗い搬送
波周波数誤差に基づいて補正するので、その後の搬送波周波数誤差の推定を精度良く行う
ことができる。
【００２９】
　また、受信装置は、シンボル間位相差を平均化して、搬送波周波数誤差を推定するので
、精度良く搬送波周波数誤差を推定することができる。
【００３０】
　また、受信装置は、サブバンド間位相差を平均化して、クロック周波数誤差を推定する



(10) JP WO2005/101711 A1 2005.10.27

10

20

30

40

50

ので、精度良くクロック周波数誤差を推定することができる。
【００３１】
　また、受信装置は、周波数の誤差が大きい場合は、シンボル間位相差を求めるために比
較するシンボルの時間間隔を短くし、周波数の誤差が小さい場合は、シンボル間位相差を
求めるために比較するシンボルの時間間隔を長くするので、伝送フレームの受信時期に応
じて、精度良く搬送波周波数誤差を推定することができる。
【００３２】
　また、直交ウエーブレット関数を用いたマルチキャリア変調では、サブキャリア間隔を
ＯＦＤＭ変調よりも狭くすることができる。サブキャリア間隔が狭くなると、サイドロー
ブが急峻となり、パイロット信号を用いて広範囲の搬送波周波数誤差を補正することおよ
びクロック周波数誤差を補正することが困難となる。したがって、本発明の同期シンボル
列を用いた搬送波周波数誤差補正およびクロック周波数誤差補正は、直交ウエーブレット
関数を用いてマルチキャリア変調されているデータシンボル列を受信するのに有効である
。
【００３３】
　本発明のこれらおよび他の目的、特徴、局面、効果は、添付図面と照合して、以下の詳
細な説明から一層明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】図１は、本発明の実施形態における受信装置１の機能的構成を示すブロック図で
ある。
【図２】図２は、受信装置１で受信する伝送フレームの一例を示す図である。
【図３Ａ】図３Ａは、同期シンボルＳの周波数軸表現を模式的に示す図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、図３Ａに示すように周波数配置されたサブバンドシンボルが合成さ
れた同期シンボルの時間軸表現を模式的に示す図である。
【図４Ａ】図４Ａは、搬送波周波数誤差およびクロック周波数誤差が存在しなかった場合
を示す図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、受信時に搬送波周波数誤差がある場合を示す図である。
【図４Ｃ】図４Ｃは、受信時にクロック周波数誤差がある場合を示す図である。
【図５】図５は、同期パターン間位相差検出部１０７における動作を説明するための図で
ある。
【図６】図６は、一つの同期シンボルが四つの同期パターンの繰り返しから構成され、同
期シンボル列が四つの同期シンボルから構成されるときの同期パターン相関値、ピークタ
イミング、同期シンボル開始タイミング、同期シンボルタイミング、同期シンボル終了タ
イミングの例を示す図である。
【図７】図７は、サブバンド相関部を二つとしたときの、サブバンド相関の位相およびシ
ンボル間位相差の平均を示す図である。
【図８】図８は、サブバンド相関部を二つとしたときの、サブバンド相関のシンボル間位
相差およびサブバンド間位相差を示す図である。
【図９】図９は、本実施形態のプログラムを実行したときの受信装置の動作を示すフロー
チャートである。
【図１０】図１０は、特許文献１で開示されている従来のＯＦＤＭ受信装置２１０の構成
を示す図である。
【符号の説明】
【００３５】
１０１　Ａ／Ｄ変換部
１０２　クロック発生部
１０３　周波数補正部
１０４　同期パターン相関部
１０５　ピーク検出部
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１０６　タイミング判定部
１０７　同期パターン間位相差検出部
１０８－１～１０８－Ｖ　サブバンド相関部
１１０　シンボル間位相差検出部
１１１　サブバンド間位相差検出部
１１２　データ復調部
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下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。
【００３７】
　図１は、本発明の実施形態における受信装置１の機能的構成を示すブロック図である。
図１において、受信装置１は、Ａ／Ｄ変換部１０１と、クロック発生部１０２と、周波数
補正部１０３と、同期パターン相関部１０４と、ピーク検出部１０５と、タイミング判定
部１０６と、同期パターン間位相差検出部１０７と、第１～第Ｖ（Ｖは少なくとも２以上
の整数）のサブバンド相関部１０８－１～１０８－Ｖと、シンボル間位相差検出部１１０
と、サブバンド間位相差検出部１１１と、データ復調部１１２とを備える。
【００３８】
　図２は、受信装置１で受信する伝送フレームの一例を示す図である。伝送フレームは、
同期シンボル列３０１と、データシンボル列３０２とを含む。同期シンボル列３０１は、
ｃ（ｃは２以上の整数）個の同期シンボルＳを含む。同期シンボル列３０１において、先
頭の同期シンボルＳから順に、同期シンボルＳ１、Ｓ２、…、Ｓｃと表す。同期シンボル
Ｓは、ｄ（ｄは２以上の整数）個の同期パターンＰを含む。なお、ｄは、同期シンボルに
用いられるサブバンドの周波数に基づいて、決まる。同期シンボルＳにおいて、先頭の同
期パターンＰから順に、同期パターンＰ１、Ｐ２、…、Ｐｄと表す。同期シンボル列３０
１は、同期パターンＰをｄ×ｃ回繰り返した信号となる。
【００３９】
　まず、図１および図２を参照しながら、受信装置１の動作の概要について説明する。
【００４０】
　受信装置１は、受信信号をダウンコンバートし、ダウンコンバートされた受信信号をＡ
／Ｄ変換部１０１に入力する。Ａ／Ｄ変換部１０１は、クロック発生部１０２が発生する
クロックに基づいて、受信信号をアナログ／デジタル変換する。
【００４１】
　Ａ／Ｄ変換部１０１に入力される受信信号の中心周波数は、所望の中心周波数からずれ
ている場合がある。このずれは、主には、送信側でのアップコンバート時の搬送波周波数
のずれ、および／または、受信側でのダウンコンバート時の局部発振周波数のずれによっ
て生じる。以下、中心周波数のずれを、搬送波周波数誤差という。
【００４２】
　デジタル信号に変換された受信信号は、周波数補正部１０３によって、周波数が補正さ
れる。周波数補正部１０３は、後段で検出された周波数誤差に基づいて、受信信号の中心
周波数（以下、受信周波数という）を補正する。
【００４３】
　周波数補正部１０３による周波数補正のための方法は、特に限定されない。たとえば、
Ａ／Ｄ変換部１０１から出力されるアナログ／デジタル変換後の受信信号が複素数で表現
されている場合、周波数補正部１０３は、周波数誤差に応じた複素正弦波を受信信号に乗
算することによって、受信周波数を補正する。あるいは、周波数補正部１０３は、ＣＯＲ
ＤＩＣアルゴリズムを用いて、受信信号の位相を直接変化させることによって、受信周波
数を補正してもよい。また、受信信号が実数で表現されている場合、周波数補正部１０３
は、周波数誤差に応じた正弦波を受信信号に乗算し、乗算結果から所望信号だけをフィル
タで抽出することによって、受信周波数を補正してもよい。あるいは、周波数補正部１０
３は、受信信号をヒルベルト変換によって複素数表現に変換し、周波数誤差に応じた複素
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正弦波を受信信号に乗算することによって、受信周波数を補正してもよい。
【００４４】
　同期パターン相関部１０４は、周波数補正部１０３の出力と同期パターンＰとの間の相
互相関を求め、求めた相互相関を同期パターン相関値として出力する。これにより、同期
パターン相関部１０４は、受信信号と同期パターンＰとが一致するタイミングで、同期パ
ターン相関値のピークを出力する。
【００４５】
　ピーク検出部１０５は、同期パターン相関部１０４から出力される同期パターン相関値
のピークを検出し、検出結果を出力する。以下、同期パターン相関値のピークが到来する
時点をピークタイミングという。以下、ピーク検出部１０５は、検出結果として、ピーク
タイミングを出力するという。
【００４６】
　搬送波周波数誤差が生じている場合、時間的に隣接する第１および第２のピークタイミ
ングにおける第１および第２の同期パターン相関値の位相（第１および第２の位相）は、
同一ではなく、ずれている。以下、第１および第２の位相のずれを、同期パターン間位相
差という。
【００４７】
　同期パターン間位相差検出部１０７は、ピーク検出部１０５の出力するピークタイミン
グ毎に、同期パターン相関部１０４が出力する同期パターン相関値を取得する。同期パタ
ーン間位相差検出部１０７は、同期パターン相関値を取得すると、取得した同期パターン
相関値の位相と前回のピークタイミングで取得した同期パターン相関値の位相との差を求
め、求めた差を同期パターン間位相差とする。ピークタイミング毎における同期パターン
相関値の位相の変化は、概ね、搬送波周波数誤差と対応している。したがって、同期パタ
ーン間位相差に基づいて、搬送波周波数誤差を粗く推定することができる。同期パターン
間位相差検出部１０７は、同期パターン間位相差に基づいて、粗い搬送波周波数誤差を推
定する。
【００４８】
　タイミング判定部１０６は、ピーク検出部１０５が出力するピークタイミングに基づい
て、同期シンボルが到来する所定のタイミングを判定する。ここでは、所定のタイミング
として、同期シンボルが開始する同期シンボル開始タイミングと、同期シンボルが到来す
る同期シンボルタイミングと、同期シンボルが終了する同期シンボル終了タイミングとが
あるとする。タイミング判定部１０６は、同期パターンＰの時間間隔でピークタイミング
が所定回数（図２に示す例ではｄ回）検出されると、同期シンボルが到来していると判定
し、判定結果を、同期シンボル開始タイミングとして出力する。また、タイミング判定部
１０６は、同期パターンＰの時間間隔でピークタイミングが検出されなくなれば、同期シ
ンボルが終了したと判定し、判定結果を、同期シンボル終了タイミングとして出力する。
タイミング判定部１０６は、同期シンボル開始タイミングから同期シンボル終了タイミン
グまでの間、同期シンボルＳの時間間隔で、同期シンボルタイミングを出力する。
【００４９】
　同期パターン間位相差検出部１０７は、タイミング判定部１０６から同期シンボル開始
タイミングが入力されると、それまでに推定された粗い搬送波周波数誤差を保持し、保持
した粗い搬送波周波数誤差を周波数補正部１０３に入力する。
【００５０】
　周波数補正部１０３は、同期パターン間位相差検出部１０７から粗い搬送波周波数誤差
が入力されると、当該粗い搬送波周波数誤差に基づいて、その後に受信される受信信号の
中心波周波数（受信周波数）を補正する。
【００５１】
　同期シンボル開始タイミング検出後、周波数補正部１０３で中心周波数が補正された受
信信号は、第１～第Ｖのサブバンド相関部１０８－１～１０８－Ｖに入力される。
【００５２】
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　第ｖ（ｖは、１～Ｖの整数）のサブバンド相関部１０８－ｖは、受信信号に含まれる第
ｋのサブバンドのシンボルと、同期シンボルを構成する既知の第ｋのサブバンドのシンボ
ルとの間の相互相関を求める。第ｖのサブバンド相関部１０８－ｖが求めた相互相関を第
ｖのサブバンド相関という。たとえば、第ｖのサブバンド相関部１０８－ｖには、第ｋの
サブバンドの基底が割り当てられているとする。第ｖのサブバンド相関部１０８－ｖは、
受信信号に第ｋのサブバンドの基底を乗算し、受信信号に含まれる第ｋのサブバンドのシ
ンボルを抽出する。第ｖのサブバンド相関部１０８－ｖは、抽出した第ｋのサブバンドの
シンボルと既知の第ｋのサブバンドのシンボルとの間の相互相関を求め、第ｖのサブバン
ド相関を出力する。
【００５３】
　同期シンボル開始タイミングが到来すると、周波数補正部１０３は、同期パターン間位
相差検出部１０７からの粗い搬送波周波数誤差に基づいて、受信周波数を補正する。しか
し、粗い搬送波周波数誤差では補正しきれない周波数誤差（以下、残留周波数誤差という
）が存在する場合、全てのサブバンドの周波数は、残留周波数誤差分だけ、シフトしてし
まう。サブバンド周波数のシフトによって、シンボル時間毎に、各サブバンドには、同じ
量の位相回転が生じてしまう。ここで、シンボル時間とは、一つのシンボルの時間間隔の
ことをいう。同期シンボル列３０１を受信している場合、同期シンボルＳの時間間隔がシ
ンボル時間となる。
【００５４】
　また、クロック発生部１０２から出力されるクロックの周波数（以下、クロック周波数
という）に誤差がある場合、シンボル時間毎に、各サブバンドには、サブバンドの周波数
に応じた位相回転が生じてしまう。
【００５５】
　シンボル間位相差検出部１１０は、第１～第Ｖのサブバンド相関部１０８－１～１０８
－Ｖから出力される第１～第Ｖのサブバンド相関のそれぞれについて、シンボル時間毎に
、現在の第１～第Ｖのサブバンド相関の位相と前回のシンボル時間における第１～第Ｖの
サブバンド相関の位相との差を検出する。シンボル間位相差検出部１１０は、検出した差
を、第１～第Ｖのシンボル間位相差とする。シンボル間位相差検出部１１０は、第１～第
Ｖのシンボル間位相差を平均化して、残留周波数誤差を推定する。シンボル間位相差検出
部１１０は、推定した残留周波数誤差を保持すると共に、当該残留周波数誤差を周波数補
正部１０３に入力する。
【００５６】
　周波数補正部１０３は、先に推定された粗い周波数誤差を残留周波数誤差で補正し、そ
の後の受信周波数を補正する。
【００５７】
　シンボル間位相差検出部１１０は、第１～第Ｖのシンボル間位相差を、シンボル時間毎
に、サブバンド間位相差検出部１１１に入力する。
【００５８】
　サブバンド間位相差検出部１１１は、第１～第Ｖのシンボル間位相差における任意の組
み合わせのサブバンド間について、差を求め、求めた差を平均し、平均値をサブバンド間
位相差として検出する。サブバンド間位相差検出部１１１は、サブバンド間位相差に基づ
いて、各サブバンド周波数に応じた位相回転量を検出し、クロック周波数の誤差（以下、
クロック周波数誤差という）を推定する。サブバンド間位相差検出部１１１は、タイミン
グ判定部１０６によって同期シンボル終了タイミングが検出されると、推定されたクロッ
ク周波数誤差を保持し、当該クロック周波数誤差をクロック発生部１０２に入力する。
【００５９】
　クロック発生部１０２は、当該クロック周波数誤差に基づいて、クロックを発生し、そ
の後の受信信号をサンプリングするためのクロック周波数を補正する。
【００６０】
　同期シンボル終了タイミングが検出された以降は、受信信号のサンプリングクロックが
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データ復調部１１２は、タイミング判定部１０６によって同期シンボル終了タイミングが
検出されると、入力されるデータシンボルを復調して、受信データを出力する。
【００６１】
　次に、各部の詳細な動作について説明する。
【００６２】
　図３Ａおよび図３Ｂは、本実施形態で用いられる同期シンボルＳを説明するための図で
ある。同期シンボルＳは、互いに直交し、搬送波周波数が異なる複数のサブバンドシンボ
ルを合成したシンボルである。
【００６３】
　図３Ａは、同期シンボルＳの周波数軸表現を模式的に示す図である。図３Ａでは、サブ
バンドの数は、５つであるとしている。ただし、中心周波数のサブバンドは、使用されな
い。ここで、各サブバンドシンボルは、所定のサブバンド間隔１／Ｔｐ毎に配置されてい
るとする。各サブバンドシンボルには、所定の位相と振幅とが割り当てられている。各サ
ブバンドシンボルは、互いに直交する信号であれば良く、例えばフーリエ級数のように複
素正弦波を用いたシンボルであってもよし、直交ウエーブレット関数を用いたウエーブレ
ット波形によるシンボルであってもよい。
【００６４】
　図３Ｂは、図３Ａに示すように周波数配置されたサブバンドシンボルが合成された同期
シンボルの時間軸表現を模式的に示す図である。このとき、サブバンド間隔を１／Ｔｐと
すると、時間軸では、その逆数であるＴｐ間隔で繰り返しパターンが現れる。この繰り返
し現れるパターンが、同期パターンである。なお、同期シンボルは、少なくとも２つのサ
ブバンドシンボルを合成したシンボルでなければならない。
【００６５】
　数式を用いて同期シンボルを具体的に説明する。サブバンド番号をｋとし、所定のパタ
ーンであるサブバンド複素ベクトルをａｋとし、直交基底ベクトルをｂｋとした場合、同
期シンボルＳは、式１で表される。式１において、同期シンボルＳは、全てのサブバンド
についてのａｋｂｋの合成信号である。サブバンドシンボルに割り当てられている所定の
位相および振幅は、サブバンド複素ベクトルをａｋに基づいて決まる。

【００６６】
　直交基底ベクトルｂｋとしては、互いに直交する直交基底ベクトルが用いられればよい
。ｂｋが直交基底ベクトルであるための条件は、（式２）である。

【００６７】
　たとえば、直交基底ベクトルｂｋとして、式３で表される離散フーリエ変換（ＤＦＴ：
ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）による直交基底ベクトルや、
式４で表される離散コサイン変換（ＤＣＴ：ｄｉｓｃｒｅｔｅ　ｃｏｓｉｎｅ　ｔｒａｎ
ｓｆｏｒｍ）による直交基底ベクトル、式５で表される離散ウエーブレット変換（ＤＷＴ
：ｄｉｓｃｒｅｔｅ　ｗａｖｅｌｅｔ　ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）による直交基底ベクトルが
用いられる。
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　ここで、ｋは、サブバンド番号（すなわち、サブバンドの周波数に対応する値）、ｎは
、サンプル番号、ｔは、サンプル時間、Ｎは、ポイント数（すなわち、時間領域ではサン
プル数、周波数領域ではサブバンド数を表す値）、ａ０

－ｋは、スケーリング係数、ａ０

は、定数、ｍｂ０は、シフト係数、ｍは、整数、ｂ０は、定数である。
【００６８】
　図４Ａ，図４Ｂおよび図４Ｃは、搬送波周波数誤差およびクロック周波数誤差が生じた
状態で図３Ａおよび図３Ｂに示すような同期シンボルＳを受信したときの様子を説明する
ための図である。
【００６９】
　図４Ａは、搬送波周波数誤差およびクロック周波数誤差が存在しなかった場合を示す。
図４Ａの左図は、図３Ａに示す送信信号と一致する。したがって、図４Ａの右図に示すよ
うに、各サブバンドについて、サブバンドの送受信間位相差は、全て０となる。ここで、
サブバンドの送受信間位相差とは、送信側でアップコンバートする前のサブバンドシンボ
ルの位相と受信側でダウンコンバートした後のサブバンドシンボルの位相との差のことを
いう。
【００７０】
　図４Ｂは、受信時に搬送波周波数誤差がある場合を示す。図４Ｂの左図に示すように、
搬送波周波数誤差によって、全てのサブバンドが同じ量だけ周波数シフトする。周波数シ
フトによって、受信側でのサブバンドシンボルの位相はずれる。サブバンドシンボルの位
相のずれは、全てのサブバンドについて同じ量である。したがって、図４Ｂの右図に示す
ように、各サブバンドについて、サブバンドの送受信間位相差は、一定となる。
【００７１】
　図４Ｃは、受信時にクロック周波数誤差がある場合を示す。クロック周波数がずれると
サンプリング間隔が変わるので、受信側では、同期パターン間隔が変化し、Ｔｐａとなる
。このため、受信信号のサブバンド間隔は、１／Ｔｐａとなり、サブバンド周波数に比例
して、周波数のシフト量が変わる。このため、各サブバンドついて、サブバンドの送受信
間位相差は、サブバンドの周波数に比例して、図４Ｃの右図のように変化する。
【００７２】
　したがって、サブバンドの送受信間位相差を検出することによって、搬送波周波数誤差
およびクロック周波数誤差を推定することができる。
【００７３】
　同期パターン相関部１０４は、受信信号と周期Ｔｐで繰り返される同期パターンとの複
素相関（同期パターン相関値）を演算する。これにより、受信信号と同期パターンの波形
とが一致するタイミングで複素相関値（同期パターン相関値）のピークが現れる。
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【００７４】
　搬送波周波数誤差がない場合、ピークタイミングにおける複素相関値（同期パターン相
関値）の位相は、時間が経過しても変化しない。
【００７５】
　一方、搬送波周波数誤差がある場合、搬送波周波数誤差に応じた位相回転が生じるため
、ピークタイミング毎に複素相関値（同期パターン相関値）の位相が変化する。よって、
ピークタイミング毎に、すなわち、同期パターン周期Ｔｐ毎に、複素相関値の位相の変動
量を求めると、１／Ｔｐ以下の粗い搬送波周波数誤差を求めることができる。なぜなら、
時間間隔Ｔｐでの位相差が±π以上であるとどちらに回転したか（周波数差の正負）が分
からなくなる。したがって、時間間隔Ｔｐにおいて位相検出が可能な範囲は、－π＜θ＜
πである。たとえば、時間間隔Ｔｐ＝１［ｓｅｃ］の場合、位相差が±πであるとすると
、２［ｓｅｃ］で位相が一回転するので、±０．５Ｈｚの周波数差となる。よって、この
例では、周波数誤差検出範囲としては、１／Ｔｐ＝１Ｈｚとなる。ゆえに、同期パターン
周期Ｔｐ毎に、複素相関値の位相の変動量を求めると、１／Ｔｐ以下の粗い搬送波周波数
誤差を求めることができる。なお、下限値は、演算精度に依存する。
【００７６】
　たとえば、離散フーリエ変換による直交基底を用いたサブバンド信号Ｓｋを考える。サ
ブバンド信号Ｓｋの帯域をＷｋとすると、サブバンド信号Ｓｋは、式６のように表される
。

【００７７】
　搬送波周波数誤差がΔｆであるとし、クロック周波数誤差によるサンプリング時間誤差
（以下、単に、クロック周波数誤差という）がΔｔであるとする。この場合、受信するサ
ブバンド信号ｒｋは、式７のようになる。

【００７８】
　送信されたサブバンド信号Ｓｋと受信されたサブバンド信号ｒｋとの相関は、式８のよ
うになる。

　ここで、αは、送信信号Ｓｋのシンボル期間と一致するタイミングで最大となる。φは
、シンボル区間での位相回転の平均である。
【００７９】
　受信信号は、全てのサブバンド信号Ｓｋの合成信号である。したがって、同期パターン
相関部１０４で求められる同期パターン相関値は、全てのサブバンドについて、式８の合
成となる。式８より、搬送波周波数誤差Δｆがない場合、同期パターン相関値は、時間が
経過しても変化しないことが分かる。一方、搬送波周波数誤差Δｆがある場合、同期パタ
ーン相関値は、搬送波周波数誤差に応じた位相回転が生じることが分かる。このことは、
離散フーリエ変換以外の直交基底を用いた場合も同様である。
【００８０】
　図５は、同期パターン間位相差検出部１０７における動作を説明するための図である。
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図５に示すように、受信信号は、同期パターン周期Ｔｐで同期パターンＰを繰り返してい
る。同期パターン相関部１０４は、受信信号と同期パターンとの間の相関値（同期パター
ン相関値）を出力する。ピーク検出部１０５は、同期パターン相関値のピークにおいて、
ピークタイミングを出力する。
【００８１】
　図５に示すように、搬送波周波数誤差がない場合、同期パターン相関値の位相は、変化
しない。一方、搬送波周波数誤差がある場合、同期パターン相関値の位相は、変化する。
同期パターン相関値の位相の変化量は、搬送波周波数誤差に対応する。このことは、たと
えば、式８から分かる。同期パターン間位相差検出部１０７は、同期パターン相関値の位
相の変化量に基づいて、１／Ｔｐ以下の粗い搬送波周波数誤差を求める。
【００８２】
　同期パターン間位相差検出部１０７は、ピークタイミングに基づいて、隣接する同期パ
ターン間における同期パターン間相関値の差を、同期パターン間位相差として求め、求め
た同期パターン間位相差を位相変化量とする。同期パターン間位相差検出部１０７は、複
数の同期パターン間隔における位相変化量を平均化し、平均化された位相変化量に基づい
て、搬送波周波数誤差を推定する。
【００８３】
　タイミング判定部１０６によって同期シンボル開始タイミングが検出されると、同期パ
ターン間位相差検出部１０７は、同期シンボル開始タイミングが検出されるまでの間に平
均化された位相変動量に基づく搬送波周波数誤差を保持し、当該搬送波周波数誤差を周波
数補正部１０３に入力する。
【００８４】
　周波数補正部１０３は、同期シンボル開始タイミング以降の受信周波数を、同期パター
ン間位相差検出部１０７に保持された搬送波周波数誤差に基づいて、補正する。
【００８５】
　タイミング判定部１０６は、ピーク検出部１０５の出力に基づいて、同期シンボルの開
始と終了とを判定する。
【００８６】
　図６は、一つの同期シンボルが四つの同期パターンの繰り返しから構成され、同期シン
ボル列が四つの同期シンボルから構成されるときの同期パターン相関値、ピークタイミン
グ、同期シンボル開始タイミング、同期シンボルタイミング、同期シンボル終了タイミン
グの例を示す図である。
【００８７】
　タイミング判定部１０６は、ピークタイミングが同期パターン間隔Ｔｐで所定回数検出
されれば、同期シンボル列の開始と判定し、同期シンボル開始タイミングを出力する。図
６に示す例では、タイミング判定部１０６は、同期パターン間隔Ｔｐでピークタイミング
が４回検出できた時点を同期シンボル開始タイミングと判定する。
【００８８】
　タイミング判定部１０６は、同期シンボル開始タイミングの出力後、同期シンボル周期
毎に、同期シンボルタイミングを出力する。図６に示す例では、同期シンボルは４つの同
期パターンの繰り返しからなるので、タイミング判定部１０６は、４Ｔｐ間隔毎に、同期
シンボルタイミングを出力する。
【００８９】
　その後、同期パターン間隔Ｔｐでピークタイミングが検出されなくなると、タイミング
判定部１０６は、同期シンボル列の終了と判定し、同期シンボル終了タイミングを出力す
る。
【００９０】
　同期シンボル開始タイミング以降、粗い搬送波周波数補正がなされた受信信号は、第１
～第Ｖのサブバンド相関部１０８－１～１０８－Ｖに入力される。第１～第Ｖのサブバン
ド相関部１０８－１～１０８－Ｖは、それぞれ、割り当てられたサブバンドについて、同
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期シンボルを構成するサブバンドシンボルと受信信号との間の複素相関を演算し、サブバ
ンド毎に、送受間位相差を求める。
【００９１】
　各サブバンドシンボルは、互いに直交し、異なる搬送波周波数を持つ。したがって、第
ｖのサブバンド相関部１０８－ｖに割り当てられたサブバンドシンボルと第ｖ以外のサブ
バンドシンボルとの間の複素相関は０となる。よって、第ｖのサブバンド相関部１０８－
ｖによって求められる相関値は、第ｖのサブバンドシンボルについての送受信間位相差で
ある。
【００９２】
　第ｖのサブバンド相関部１０８－ｖは、タイミング判定部１０６から同期シンボルタイ
ミングが出力されたら、サブバンドシンボルの相関演算を行う。第ｖのサブバンド相関部
１０８－ｖは、相関演算の結果を第ｖのサブバンド相関として出力する。同期シンボルタ
イミングの到来する期間、すなわち同期シンボル期間は、同期パターン期間Ｔｐよりも長
い。同期パターン期間Ｔｐよりも長い同期シンボル期間で、相関演算を行うことで、精密
な位相差を検出することができる。なぜなら、相関演算は、比較（積分）するサンプル数
が多いほど、雑音の平均化効果が大きいので、相関値の精度が向上するからである。
【００９３】
　第ｖのサブバンド相関部１０８－ｖは、マッチドフィルタ等の相互相関を演算する回路
で実現される。また、各サブバンドシンボルが単一周波数の複素正弦波である場合、第ｖ
のサブバンド相関部１０８－ｖは、一周波数ＤＦＴによって相互相関を演算してもよい。
その他、第ｖのサブバンド相関部１０８－ｖは、ＤＦＴや、ＤＣＴ、ＤＷＴ、フィルタバ
ンク等によって、第ｖのサブバンド相関を演算することができる。いずれの演算の場合も
、受信信号と既知のサブバンド信号の複素共役との積を所定時間積分する演算に帰着する
。ただし、ＤＦＴや、ＤＣＴ、ＤＷＴを用いる場合、第ｖのサブバンド相関部１０８－ｖ
は、必要なサブバンドを取り出す演算のみを行えばよい。
【００９４】
　たとえば、式８に示す相関Ｃｋが、第ｖのサブバンド相関部１０８－ｖから出力される
。
【００９５】
　シンボル間位相差検出部１１０は、サブバンドシンボル毎に、同期シンボル間でのサブ
バンド相関の位相差（シンボル間位相差）を求める。同期シンボル間でのサブバンド相関
の位相差を、位相変化量とする。シンボル間位相差検出部１１０は、検出した位相変化量
を平均化して、残留周波数誤差を検出する。なお、ここでは、シンボル間位相差検出部１
１０は、同期シンボル間でのサブバンド相関の位相差を求め、シンボル間位相差を求める
こととしたが、サブバンド相関の位相差を求める間隔は、同期シンボル間隔でなくてもよ
い。シンボル間位相差検出部１１０は、所定のシンボル間隔でサブバンド相関の位相差を
求め、シンボル間位相差を求めればよい。
【００９６】
　たとえば、サブバンド相関として、式８に示す相関Ｃｋが得られる場合、同期シンボル
のシンボル期間をＴとし、式８におけるαが最大となる時刻をｍＴとすると、第ｋのシン
ボル間位相差θｋは、式９のようにして求めることができる。

【００９７】
　式９から、シンボル間位相差θｋを全てのサブバンドについて平均化すれば、搬送波周
波数誤差Δｆを推定することができ、残留周波数誤差を求めることができる。
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【００９８】
　図７は、サブバンド相関部を二つとしたときの、サブバンド相関の位相およびシンボル
間位相差の平均を示す図である。
【００９９】
　同期シンボルタイミング毎に、第１および第２のサブバンド相関部１０８－１，１０８
－２は、それぞれ、第１および第２のサブバンド相関を出力する。ここでは、同期パター
ン間位相差検出部１０７で推定した粗い周波数誤差に基づいて、周波数補正部１０３が周
波数を補正しているが、残留周波数があったとする。
【０１００】
　残留周波数がある場合、当該残留周波数に応じた一定の位相回転が全てのサブバンドで
生じる。このことは、式８の相関Ｃｋにおいて、Δｆがサブバンド帯域Ｗｋとは関係ない
項として存在していることから分かる。シンボル間位相差検出部１１０は、同期シンボル
間隔で、サブバンド毎の位相変化量（シンボル間位相差）を求め、サブバンド毎に求めた
位相変化量（シンボル間位相差）を平均化する。シンボル間位相差検出部１１０は、平均
化した位相変化量（シンボル間位相差）に基づいて、残留周波数誤差を求める。たとえば
、式９のθｋに平均化したシンボル間位相差を代入し、Δｔ＝０と仮定して、Δｆを求め
ることができる。
【０１０１】
　図７に示す例では、同期シンボル間隔が４Ｔｐであるので、シンボル間位相差検出部１
１０は、１／４Ｔｐ以内の搬送波周波数誤差を検出することが可能である。
【０１０２】
　シンボル間位相差検出部１１０は、タイミング判定部１０６から同期シンボル終了タイ
ミングが出力されると、それまでに平均化した残留周波数誤差を保持し、当該残留周波数
誤差を周波数補正部１０３に入力する。周波数補正部１０３は、同期シンボル終了タイミ
ング以降の受信信号を、先に保持されている搬送波周波数誤差に加えて、新たに保持され
た残留周波数誤差を修正するように、受信周波数を補正する。
【０１０３】
　シンボル間位相差検出部１１０は、サブバンド毎に、同期シンボルタイミングでの位相
変化量（シンボル間位相差）をサブバンド間位相差検出部１１１に入力する。
【０１０４】
　サブバンド間位相差検出部１１１は、シンボル間位相差検出部１１０によって求められ
たサブバンド毎の同期シンボル間隔の位相変化量（シンボル間位相差）を、任意のサブバ
ンド間で比較する。サブバンド間位相差検出部１１１は、比較結果に基づいて、クロック
周波数誤差を検出する。
【０１０５】
　たとえば、シンボル間位相差が、式９のθｋのように表される場合を考える。θｋの時
間方向の差、すなわち、シンボル間位相差のサブバンド間の位相差θｋ＋ｑ－θｋは、式
１０のように表される。

【０１０６】
　式１０より、シンボル間位相差のサブバンド間の位相差を求めることによって、クロッ
ク周波数誤差Δｔを求めることができる。
【０１０７】
　式８に示すように、クロック周波数誤差Δｔを含む項は、サブバンドの帯域Ｗｋを含ん
でいる。したがって、図４Ｃで説明したように、クロック周波数誤差が生じると、サブバ
ンド毎に、送受間位相差が変化することとなる。送受信間位相差の変化の度合いは、サブ
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バンド周波数に比例する。
【０１０８】
　図８は、サブバンド相関部を二つとしたときの、サブバンド相関のシンボル間位相差お
よびサブバンド間位相差を示す図である。シンボル間位相差検出部１１０は、同期シンボ
ルタイミング毎に、サブバンド相関の位相変化量（シンボル間位相差）をサブバンド間位
相差検出部１１１に入力する。クロック周波数誤差がある場合、シンボル間位相差検出部
１１０から入力されるサブバンド相関の位相変化量は、サブバンド毎に異なることとなる
。サブバンド間位相差検出部は、サブバンド間でサブバンド相関の位相変化量の差（サブ
バンド間位相差）を求め、求めたサブバンド間位相差を平均化して、クロック周波数誤差
を求める。式１０の例では、サブバンド間位相差検出部１１１は、任意の組み合わせでサ
ブバンド間位相差を求める。より好ましくは、複数の組み合わせでサブバンド間位相差を
求め、それらを平均化する。任意の間隔のサブバンド間位相差からサブバンド周波数に対
する位相変化（図４Ｃの右図の点線の傾きに相当）を複数求めて平均化することで、雑音
の影響を少なくすることができる。
【０１０９】
　タイミング判定部１０６によって同期シンボル終了タイミングが検出されると、サブバ
ンド間位相差検出部１１１は、サブバンド間位相差の平均値に基づくクロック周波数誤差
を保持し、クロック発生部１０２に入力する。
【０１１０】
　クロック発生部１０２は、保持されたクロック周波数誤差に基づいて、クロック周波数
を制御する。Ａ／Ｄ変換部１０１は、補正されたクロック周波数に基づいて、同期シンボ
ル終了タイミング以降の受信信号をサンプリングする。
【０１１１】
　同期シンボル終了タイミング以降の受信データシンボル列は、搬送波周波数誤差および
クロック周波数誤差が補正されており、データ復調部での復調誤りが軽減される。
【０１１２】
　このように、本実施形態によれば、受信装置は、まず、シンボル間隔よりも短い間隔の
同期パターン間隔における同期パターン相関値の位相差に基づいて、搬送波周波数誤差を
検出して、受信周波数の誤差を補正する。これによって、粗い搬送波周波数誤差が補正さ
れる。次に、受信装置は、サブバンドシンボルの相関の位相変化に基づいて、残留周波数
誤差を検出する。残留周波数誤差を検出する際、すでに粗い搬送波周波数誤差が補正され
ているので、受信装置は、精度良く、残留周波数誤差を検出することができる。受信装置
は、検出した残留周波数誤差に基づいて、受信周波数の誤差を補正する。これにより、大
きな搬送波周波数誤差がある場合でも、受信装置は、精度良く、搬送波周波数誤差を補正
することができる。受信装置は、各サブバンドのシンボル間位相差に基づいて、サブバン
ド間位相差を求め、サブバンド間位相差に基づいて、サンプリングクロック周波数誤差を
検出し、補正する。これにより、データシンボルの復調誤りを低減することができる。受
信装置は、同一の同期シンボルを用いて、タイミング検出、搬送波周波数誤差検出、およ
びクロック周波数誤差検出を行うことができるので、短時間で、送信側との間の同期を確
立することができる。
【０１１３】
　なお、サブバンド相関部は、少なくとも二つ存在すれば、残留周波数誤差およびクロッ
ク周波数誤差を求めることができる。
【０１１４】
　なお、それぞれのサブバンド相関部に割り当てられているサブバンドは、隣接している
サブバンドでなくてもよい。隣接していないサブバンドを用いる場合であっても、サブバ
ンド間位相差を求める際、サブバンド間位相差検出部１１１は、二つのサブバンド間の帯
域幅を考慮して、クロック周波数誤差を求めればよい。たとえば、式１０の例では、サブ
バンド間位相差検出部１１１は、クロック周波数誤差Δｔを求めるに際し、サブバンド間
位相差を二つのサブバンド間の帯域幅で除算することによって、クロック誤差を求めるこ
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とができる。
【０１１５】
　なお、上記では、離散フーリエ変換による直交基底を用いた数式表現によって、本発明
の原理を説明した。しかし、本発明は、離散フーリエ変換による直交基底以外にも適用す
ることができ、その場合も、数式表現によって、本発明が実施可能であることを確認する
ことができる。
【０１１６】
　なお、上記実施形態において、シンボル間位相差検出部１１０は、サブバンド相関の位
相の比較を、同期シンボルタイミング毎に行うこととした。しかし、サブバンド相関の位
相比較の間隔は、可変にしてもよい。つまり、位相比較の間隔を短くすれば、シンボル間
位相差検出部１１０は、搬送波周波数誤差の検出範囲を広くすることができる。逆に、位
相比較の間隔を長くすれば、搬送波周波数誤差の検出範囲は狭くなるが、シンボル間位相
差検出部１１０は、より精密な検出を行うことができる。よって、受信装置の動作開始時
など、周波数誤差が大きな場合は、シンボル間位相差検出部１１０は、例えば、１同期シ
ンボルタイミング毎に位相比較を行い、搬送波周波数誤差の検出範囲を広くすればよい。
その後複数回伝送フレームを受信し、周波数誤差が小さくなっている場合は、シンボル間
位相差検出部１１０は、例えば伝送フレーム間隔の同期シンボルタイミング毎に、位相比
較を行い、搬送波周波数誤差の検出範囲を狭めてより精密な検出をすることもできる。た
とえば、位相比較間隔Ｔｃ＝１［ｓｅｃ］である場合、位相差がπまで存在すれば、０．
５Ｈｚまでの周波数誤差が検出できる。位相比較間隔Ｔｃ＝０．１［ｓｅｃ］である場合
、位相差がπまで存在すれば、５Ｈｚまでの周波数誤差が検出できる。位相比較間隔Ｔｃ
＝１０［ｓｅｃ］である場合、位相差がπまで存在すれば、０．０５Ｈｚまでの周波数誤
差が検出できる。なお、位相差がΔφ以下の場合、位相差は、検出できない精度であった
とする。このような場合、周波数誤差が小さく、ある位相比較間隔Ｔｃでは位相差がΔφ
以下であっても、シンボル間位相差検出部１１０は、Ｔｃをｕ倍して位相比較すれば、位
相差がΔφより大きくなるので、位相差を検出すことができる。シンボル間位相差検出部
１１０は、値をｕで割れば、搬送波周波数誤差を推定することができる。
【０１１７】
　なお、本発明の受信装置は、直交ウエーブレット関数を用いてマルチキャリア変調され
ているデータシンボル列を受信するのに有効である。直交ウエーブレット関数を用いたマ
ルチキャリア変調では、サブキャリア間隔をＯＦＤＭ変調よりも狭くすることができる。
サブキャリア間隔が狭くなると、サイドローブが急峻となり、パイロット信号を用いて広
範囲の搬送波周波数誤差の補正およびクロック周波数誤差の補正が困難となる。なぜなら
、サブキャリア間隔が狭くなると、サブキャリア間干渉無くサブキャリアを分離するため
には、より精度のよい周波数補正が、サブキャリア分離演算（フーリエ変換などの直交変
換）の前に必要となり、データシンボルに埋め込まれたパイロット信号による周波数誤差
検出だけでは、周波数誤差の検出範囲は、サブキャリア間隔の数分の１程度となるからで
ある。したがって、本発明の同期シンボル列を用いた周波数誤差補正は、直交ウエーブレ
ット関数を用いてマルチキャリア変調されているデータシンボル列を受信するのに有効で
ある。
【０１１８】
　なお、本実施形態の各機能ブロックは、それぞれの機能を実行することができる手段と
して実現されていればよく、それぞれ一つのハードウエアの中に実現されていてもよいし
、別々のハードウエアの中に実現されていてもよい。
【０１１９】
　なお、本実施形態の受信装置は、ソフトウエア的に実現することも可能である。具体的
には、図９に示す動作を汎用のコンピュータ装置に実行させることができるプログラムを
受信装置内の記録媒体に格納しておき、当該コンピュータ装置で当該プログラムを実行さ
せることによって、本実施形態の受信装置を実現することができる。
【０１２０】
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　図９は、本実施形態のプログラムを実行したときの受信装置の動作を示すフローチャー
トである。以下、図９を参照しながら、本実施形態のプログラムを実行したときの順装置
の動作について説明する。
【０１２１】
　まず、受信装置は、受信信号Ｒと同期パターンＰとの間の相関を求め、同期パターン相
関値とする（ステップＳ１０１）。次に、受信装置は、同期パターン相関値の大きさがピ
ークとなるタイミングを求め、ピークタイミングとする（ステップＳ１０２）。次に、受
信装置は、ピークタイミング毎に、前回のピークタイミングにおける同期パターン相関値
の位相と、今回のピークタイミングにおける同期パターン相関値の位相との差を求め、同
期パターン間位相差とする（ステップＳ１０３）。
【０１２２】
　次に、受信装置は、ピークタイミングＴが所定回数検出されたか否かを判断し、所定回
数検出されたら、同期シンボル開始タイミングが到来したと判断して、それまでに求めた
同期パターン間位相差を平均化して、平均値に基づいて、粗い搬送波周波数誤差を推定し
、推定した粗い搬送波周波数誤差を保持する（ステップＳ１０４）。ステップＳ１０１か
らＳ１０４の処理は、同期シンボル列の前半部分での処理である。
【０１２３】
　受信装置は、粗い搬送波周波数誤差を保持したら、その後の受信信号の周波数を当該粗
い搬送波周波数誤差に基づいて、補正する（ステップＳ１０５）。
【０１２４】
　次に、受信装置は、同期シンボルが到来するタイミング毎に、サブバンドシンボルと周
波数が補正された受信信号との間の相関を求め、サブバンド相関とする（ステップＳ１０
６）。サブバンド相関は、少なくとも二つのサブバンドシンボルについて求められる。
【０１２５】
　次に、受信装置は、所定のシンボル間隔（たとえば、同期シンボル間隔）毎に、前回の
サブバンド相関の位相と、今回のサブバンド相関の位相との差を求め、シンボル間位相差
とする（ステップＳ１０７）。シンボル間位相差は、少なくとも二つのサブバンドシンボ
ルについて求められる。
【０１２６】
　次に、受信装置は、ステップＳ１０７で求められたシンボル間位相差について、サブバ
ンド間での差を求め、サブバンド間位相差とする（ステップＳ１０８）。
【０１２７】
　次に、受信装置は、同期パターン相関値の大きさのピークが到来しなくなると、同期シ
ンボル列が終了したと判断して、求めていたサブバンド間位相差を平均化して、クロック
周波数誤差を推定する（ステップＳ１０９）。
【０１２８】
　次に、受信装置は、求めていたシンボル間位相差を平均化して、残留周波数誤差を求め
る（ステップＳ１１０）。ステップＳ１０５～Ｓ１１０までの処理は、同期シンボルの後
半部分を受信しているときの処理である。
【０１２９】
　次に、受信装置は、ステップＳ１０９で求めたクロック周波数誤差に基づいて補正され
たクロックを用いて、その後入力される信号をサンプリングする（ステップＳ１１１）。
【０１３０】
　次に、受信装置は、ステップＳ１１０で求めた残留周波数誤差に基づいて、サンプリン
グされた信号の周波数を補正する（ステップＳ１１２）。
【０１３１】
　次に、受信装置は、ステップＳ１１２で周波数が補正された信号を復調し（ステップＳ
１１３）、処理を終了する。ステップＳ１１１～ステップＳ１１３の処理は、データシン
ボル列を受信しているときの処理である。
【０１３２】
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　このように、本実施形態に係る受信装置は、ソフトウエア的に実現することも可能であ
る。
【０１３３】
　なお、図１に示した各機能ブロックは、集積回路であるＬＳＩとして実現されてもよい
。これらの機能ブロックは、１チップ化されていてもよいし、一部又は全てを含むように
１チップ化されていてもよい。ここでは、ＬＳＩといったが、集積度の違いによっては、
ＩＣ、システムＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと称呼されることもある。また
、集積回路化の手法は、ＬＳＩに限られるものではなく、専用回路または汎用プロセッサ
で集積回路化を行ってもよい。また、ＬＳＩ製造後にプログラムすることが可能なＦＰＧ
Ａ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）や、ＬＳＩ内部の
回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサーを用いてもよ
い。さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回
路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックを集積化してもよい。バ
イオ技術の適応等が可能性としてあり得る。
【０１３４】
　以上、本発明を詳細に説明してきたが、前述の説明はあらゆる点において本発明の例示
にすぎず、その範囲を限定しようとするものではない。本発明の範囲を逸脱することなく
種々の改良や変形を行うことができることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【０１３５】
　本発明にかかる受信装置は、搬送波周波数誤差が大きな場合でも、マルチキャリア同期
プリアンブルを用いてシンボル同期、搬送波周波数同期およびクロック周波数同期を短時
間で行えるため、有線または無線伝送装置等に用いるものとして有用である。

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図４Ｃ】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【手続補正書】
【提出日】平成18年7月6日(2006.7.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同期シンボルを複数繰り返した同期シンボル列がデータシンボル列の前に挿入されてい
る伝送フレームを受信するための受信装置であって、
　前記同期シンボルは、互いに直交し、搬送波周波数が異なる複数のサブバンドシンボル
を合成したシンボルであり、
　前記複数のサブバンドの搬送波周波数は、所定の周波数間隔で等間隔に配置されており
、
　前記同期シンボルは、前記所定の周波数間隔の逆数の周期で同期パターンを含んでおり
、
　サンプリングクロックを発生するクロック発生部と、
　前記クロック発生部が発生した前記サンプリングクロックに基づいて、前記伝送フレー
ムをサンプリングして、アナログ／デジタル変換するアナログ／デジタル変換部と、
　前記アナログ／デジタル変換部からの出力の周波数を補正する周波数補正部と、
　前記周波数補正部からの出力と、前記同期パターンとの間の相関を求め、同期パターン
相関値として出力する同期パターン相関部と、
　前記同期パターン相関部からの出力のピークを検出し、ピークタイミングとして出力す
るピーク検出部と、
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　前記ピーク検出部から出力される前記ピークタイミングに基づいて、前記同期シンボル
内の所定のタイミングを出力するタイミング判定部と、
　前記タイミング判定部からの出力および前記ピーク検出部から出力されるピークタイミ
ングに応じて、前記同期パターン相関部から出力される前記同期パターン相関値の位相の
変化量を検出し、前記同期パターン相関値の位相の変化量に基づいて、前記アナログ／デ
ジタル変換部からの出力の周波数の誤差を推定する同期パターン間位相差検出部と、
　前記複数のサブバンドシンボルの内、割り当てられているサブバンドシンボルと、前記
周波数補正部からの出力との間の相関をそれぞれ求め、サブバンド相関としてそれぞれ出
力する複数のサブバンド相関部と、
　前記タイミング判定部からの出力に応じて、前記サブバンド相関部から出力される前記
サブバンド相関毎に、所定のシンボル間隔での位相差を求め、シンボル間位相差として出
力すると共に、前記シンボル間位相差に基づいて、前記アナログ／デジタル変換部からの
出力の周波数の誤差を推定するシンボル間位相差検出部と、
　前記タイミング判定部の出力に応じて、前記シンボル間位相差検出部から出力される各
シンボル間位相差のサブバンド間での位相差を、サブバンド間位相差として検出し、検出
した前記サブバンド間位相差に基づいて、前記サンプリングクロックの誤差を推定するサ
ブバンド間位相差検出部と、
　前記タイミング判定部の出力に応じて、前記周波数補正部からの出力を復調するデータ
復調部とを備え、
　前記周波数補正部は、前記同期パターン間位相差検出部で推定された周波数誤差に基づ
いて、前記アナログ／デジタル変換部からの出力の周波数を補正した後、前記シンボル間
位相差検出部で推定された周波数誤差に基づいて、前記アナログ／デジタル変換部からの
出力の周波数を補正し、
　前記クロック発生部は、サブバンド間位相差検出部で推定された誤差に基づいて、前記
サンプリングクロックの周波数を補正する、受信装置。
【請求項２】
　前記タイミング判定部は、前記ピーク検出部から出力される前記ピークタイミングが前
記同期パターンの間隔で所定回数検出された場合、前記同期シンボル列の開始タイミング
を出力し、前記ピークタイミングが前記同期パターンの間隔で検出されなくなれば、前記
同期シンボル列の終了タイミングを出力する、請求項１に記載の受信装置。
【請求項３】
　前記同期パターン間位相差検出部は、前記同期パターン相関値の位相の変化量を平均化
して、前記アナログ／デジタル変換部からの出力の周波数の誤差を推定し、前記タイミン
グ判定部から前記開始タイミングが出力されると、平均化を終了して、推定した前記周波
数の誤差を前記周波数補正部に入力する、請求項２に記載の受信装置。
【請求項４】
　前記シンボル間位相差検出部は、前記タイミング判定部から前記開始タイミングが出力
されると、前記シンボル間位相差を平均化して、前記アナログ／デジタル変換部からの出
力の周波数の誤差を推定する、請求項２に記載の受信装置。
【請求項５】
　前記シンボル間位相差検出部は、前記周波数の誤差が大きい場合は、前記所定のシンボ
ル間隔を短くし、前記周波数の誤差が小さい場合は、前記所定のシンボル間隔を長くする
、請求項１に記載の受信装置。
【請求項６】
　前記サブバンド間位相差検出部は、前記サブバンド間位相差を平均化して、前記サンプ
リングクロックの誤差を推定する、請求項１に記載の受信装置。
【請求項７】
　前記データシンボル列は、直交ウエーブレット関数を用いてマルチキャリア変調されて
いる、請求項１に記載の受信装置。
【請求項８】
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　同期シンボルを複数繰り返した同期シンボル列がデータシンボル列の前に挿入されてい
る伝送フレームを受信するための集積回路であって、
　前記同期シンボルは、互いに直交し、搬送波周波数が異なる複数のサブバンドシンボル
を合成したシンボルであり、
　前記複数のサブバンドの搬送波周波数は、所定の周波数間隔で等間隔に配置されており
、
　前記同期シンボルは、前記所定の周波数間隔の逆数の周期で同期パターンを含んでおり
、
　サンプリングクロックを発生するクロック発生部と、
　前記クロック発生部が発生した前記サンプリングクロックに基づいて、前記伝送フレー
ムをサンプリングして、アナログ／デジタル変換するアナログ／デジタル変換部と、
　前記アナログ／デジタル変換部からの出力の周波数を補正する周波数補正部と、
　前記周波数補正部からの出力と、前記同期パターンとの間の相関を求め、同期パターン
相関値として出力する同期パターン相関部と、
　前記同期パターン相関部からの出力のピークを検出し、ピークタイミングとして出力す
るピーク検出部と、
　前記ピーク検出部から出力される前記ピークタイミングに基づいて、前記同期シンボル
内の所定のタイミングを出力するタイミング判定部と、
　前記タイミング判定部からの出力および前記ピーク検出部から出力されるピークタイミ
ングに応じて、前記同期パターン相関部から出力される前記同期パターン相関値の位相の
変化量を検出し、前記同期パターン相関値の位相の変化量に基づいて、前記アナログ／デ
ジタル変換部からの出力の周波数の誤差を推定する同期パターン間位相差検出部と、
　前記複数のサブバンドシンボルの内、割り当てられているサブバンドシンボルと、前記
周波数補正部からの出力との間の相関をそれぞれ求め、サブバンド相関としてそれぞれ出
力する複数のサブバンド相関部と、
　前記タイミング判定部からの出力に応じて、前記サブバンド相関部から出力される前記
サブバンド相関毎に、所定のシンボル間隔での位相差を求め、シンボル間位相差として出
力すると共に、前記シンボル間位相差に基づいて、前記アナログ／デジタル変換部からの
出力の周波数の誤差を推定するシンボル間位相差検出部と、
　前記タイミング判定部の出力に応じて、前記シンボル間位相差検出部から出力される各
シンボル間位相差のサブバンド間での位相差を、サブバンド間位相差として検出し、検出
した前記サブバンド間位相差に基づいて、前記サンプリングクロックの誤差を推定するサ
ブバンド間位相差検出部と、
　前記タイミング判定部の出力に応じて、前記周波数補正部からの出力を復調するデータ
復調部とを備え、
　前記周波数補正部は、前記同期パターン間位相差検出部で推定された周波数誤差に基づ
いて、前記アナログ／デジタル変換部からの出力の周波数を補正した後、前記シンボル間
位相差検出部で推定された周波数誤差に基づいて、前記アナログ／デジタル変換部からの
出力の周波数を補正し、
　前記クロック発生部は、サブバンド間位相差検出部で推定された誤差に基づいて、前記
サンプリングクロックの周波数を補正する、集積回路。
【請求項９】
　同期シンボルを複数繰り返した同期シンボル列がデータシンボル列の前に挿入されてい
る伝送フレームを受信するための方法であって、
　前記同期シンボルは、互いに直交し、搬送波周波数が異なる複数のサブバンドシンボル
を合成したシンボルであり、
　前記複数のサブバンドの搬送波周波数は、所定の周波数間隔で等間隔に配置されており
、
　前記同期シンボルは、前記所定の周波数間隔の逆数の周期で同期パターンを含んでおり
、
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　前記伝送フレームをサンプリングして、アナログ／デジタル変換し、
　アナログ／デジタル変換された信号と、前記同期パターンとの間の相関を求め、同期パ
ターン相関値とし、
　前記同期パターン相関値のピークを検出し、ピークタイミングとし、
　前記ピークタイミングに基づいて、前記同期シンボル内の所定のタイミングを検出し、
　前記所定のタイミングおよび前記ピークタイミングに応じて、前記同期パターン相関値
の位相の変化量を検出し、前記同期パターン相関値の位相の変化量に基づいて、前記アナ
ログ／デジタル変換部からの出力の周波数の誤差を推定し、
　前記複数のサブバンドシンボルの内、少なくとも二つのサブバンドシンボルと、周波数
が補正された前記信号との間の相関をそれぞれ求め、少なくとも二つのサブバンド相関と
し、
　前記所定のタイミングに応じて、前記サブバンド相関毎に、所定のシンボル間隔での位
相差を求め、シンボル間位相差とし、
　前記シンボル間位相差に基づいて、前記アナログ／デジタル変換部からの出力の周波数
の誤差を推定し、
　前記所定のタイミングに応じて、各前記シンボル間位相差のサブバンド間での位相差を
、サブバンド間位相差とし、
　前記サブバンド間位相差に基づいて、サンプリングクロックの誤差を推定し、
　前記同期パターン相関値の位相の変化量に基づいて推定された周波数の誤差に基づいて
、アナログ／デジタル変換された信号の周波数を補正し、
　前記シンボル間位相差に基づいて推定された周波数の誤差に基づいて、アナログ／デジ
タル変換された信号の周波数を補正し、
　前記サブバンド間位相差に基づいて推定された前記サンプリングクロックの誤差に基づ
いて、前記サンプリングクロックの周波数を補正し、
　補正されたアナログ／デジタル変換された信号を復調する、方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マルチキャリア伝送方式を採用した有線または無線の伝送システムにおける
受信装置に関し、より特定的には、搬送波周波数誤差及びクロック周波数誤差を補正する
ことができる受信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタル信号の伝送方式として、マルチキャリア伝送方式が注目されている。マ
ルチキャリア伝送方式は、伝送すべきデータを直列並列変換してシンボル速度を下げた後
、互いに直交する複数のサブバンドの振幅及び位相にデータを割り当てて伝送する変調方
式である。マルチキャリア伝送方式は、伝送帯域を複数のサブバンドに分割してデータを
伝送する。したがって、マルチキャリア伝送方式は、サブバンド毎の変調方式を変えるこ
とができる。よって、マルチキャリア伝送方式は、柔軟に、周波数を利用することができ
る。また、マルチキャリア伝送方式では、シンボル速度が下がるので、遅延波に対する耐
性が上がる。ゆえに、マルチキャリア伝送方式は、マルチパス妨害に対して強い伝送方式
である。
【０００３】
　マルチキャリア伝送方式として、ＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ：直交周波数分割多重）や、直交ウエ
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ーブレット関数を用いたウエーブレット変調方式などが提案されている。
【０００４】
　図１０は、特許文献１で開示されている従来のＯＦＤＭ受信装置２１０の構成を示す図
である。図１０において、ＯＦＤＭ受信装置２１０は、Ａ／Ｄ変換回路２０１と、クロッ
ク発生回路２０２と、複素乗算回路２０３と、ガード相関演算回路２０４と、数値制御発
振回路（ＮＣＯ：Ｎｕｍｅｒｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒ）
２０５と、高速フーリエ変換回路２０６と、搬送波周波数誤差演算回路２０７と、クロッ
ク周波数再生回路２０８と、データ復調部２０９とを備える。
【０００５】
　Ａ／Ｄ変換回路２０１は、クロック発生回路２０２から入力されるクロックに基づいて
、受信信号をサンプリングし、受信信号をデジタル信号に変換する。
【０００６】
　複素乗算回路２０３は、ＮＣＯ２０５から入力される複素正弦波信号とデジタル信号に
変換された受信信号とを乗算し、周波数誤差を補正する。
【０００７】
　周波数誤差は、まずガード相関演算回路２０４で粗く推定される。遅延波の耐性を高め
るために、ＯＦＤＭ信号は、ＯＦＤＭシンボル内に、巡回的に繰り返されるガードインタ
ーバルを含む。ガード相関演算回路２０４は、入力されたＯＦＤＭ信号と有効シンボル時
間だけ遅延させたＯＦＤＭ信号との間の相関値を演算する。ガード相関演算回路２０４は
、相関がピークとなるタイミングとそのタイミングでのＯＦＤＭ信号の位相とを求める。
ガード相関演算回路２０４は、求めた位相に基づいて、有効シンボル時間間隔での位相差
を求める。当該位相差は、周波数誤差に相当する。したがって、ガード相関演算回路２０
４は、当該周波数誤差を打ち消すように、ＮＣＯ２０５を制御する。
【０００８】
　当該相関がピークとなるタイミングは、有効シンボルの区間を示している。当該タイミ
ングに基づいて、高速フーリエ変換回路２０６は、粗い周波数補正がされたＯＦＤＭ信号
を周波数領域の信号に変換し、サブバンド毎の振幅および位相を出力する。データ復調部
２０９は、当該振幅および当該位相に基づいて、各サブバンドのデータを復調する。
【０００９】
　ＯＦＤＭ信号には、所定のサブバンドに、所定の位相と振幅とを割り当てたパイロット
信号が挿入されている。従来のＯＦＤＭ受信装置では、当該パイロット信号に基づいて、
周波数誤差補正や等化が行われていた。
【００１０】
　搬送波周波数誤差演算回路２０７は、高速フーリエ変換回路２０６から出力される各サ
ブバンドの情報に基づいて、所定のパイロット信号だけを抽出する。搬送波周波数誤差演
算回路２０７は、所定のパイロット信号の位相変化に基づいて、残留周波数誤差を推定す
る。搬送波周波数誤差演算回路２０７は、当該残留周波数誤差に基づいて、ＮＣＯ２０５
を制御する。これによって、より精密な搬送波周波数同期が行われる。
【００１１】
　クロック周波数再生回路２０８は、パイロット信号の位相変化からクロック周波数誤差
を推定する。クロック周波数再生回路２０８は、当該クロック周波数誤差に基づいて、ク
ロック発生回路２０２を制御する。これによって、クロック周波数の補正が行われる。
【特許文献１】特開平１０－３０８７１５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、上記従来の構成では、クロック周波数誤差を推定するために高速フーリ
エ変換回路２０６を用いなければならなかった。高速フーリエ変換回路２０６における変
換処理は、ある程度の時間が必要となる。したがって、従来の構成では、クロック周波数
制御ループが収束するまでに、ある程度の時間が必要であるという課題があった。
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【００１３】
　また、ＯＦＤＭでは、搬送波周波数誤差が大きい場合、サブバンド間が直交しなくなる
場合がある。これにより、サブバンド間で干渉が起こる。結果、フーリエ変換しても、パ
イロット信号を正確に抽出できないという問題が発生する。上記従来の構成では、ガード
インターバルの相関を利用して粗い周波数誤差の補正を行っている。しかし、有効シンボ
ル時間間隔での位相差を用いた場合では、サブバンド間隔以下の周波数誤差しか推定する
ことができない。したがって、サブバンド間隔よりも大きい周波数誤差に対しては、別途
周波数誤差推定用の同期シンボルを用いる必要がある。
【００１４】
　なお、ＯＦＤＭでは、ガードインターバルの相関を利用して、粗い周波数誤差推定と有
効シンボルタイミング推定とを行うことができる。しかし、直交ウエーブレット関数を用
いてマルチキャリア変調されているウエーブレット変調など、ガードインターバルを必要
としない変調方式では、周波数誤差推定と有効シンボルタイミング推定とを行うための同
期シンボルを、特別に用いる必要がある。
【００１５】
　それゆえ、本発明の目的は、搬送波周波数誤差が大きな場合でも、シンボルタイミング
の推定、搬送波周波数誤差の推定、およびクロック周波数誤差の推定を短時間で行うこと
ができる受信装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記目的を達成するために、本発明は、以下のような特徴を有する。本発明の第１の局
面は、同期シンボルを複数繰り返した同期シンボル列がデータシンボル列の前に挿入され
ている伝送フレームを受信するための受信装置である。同期シンボルは、互いに直交し、
搬送波周波数が異なる複数のサブバンドシンボルを合成したシンボルである。複数のサブ
バンドの搬送波周波数は、所定の周波数間隔で等間隔に配置されている。同期シンボルは
、所定の周波数間隔の逆数の周期で同期パターンを含んでいる。受信装置は、サンプリン
グクロックを発生するクロック発生部と、クロック発生部が発生したサンプリングクロッ
クに基づいて、伝送フレームをサンプリングして、アナログ／デジタル変換するアナログ
／デジタル変換部と、アナログ／デジタル変換部からの出力の周波数を補正する周波数補
正部と、周波数補正部からの出力と、同期パターンとの間の相関を求め、同期パターン相
関値として出力する同期パターン相関部と、同期パターン相関部からの出力のピークを検
出し、ピークタイミングとして出力するピーク検出部と、ピーク検出部から出力されるピ
ークタイミングに基づいて、同期シンボル内の所定のタイミングを出力するタイミング判
定部と、タイミング判定部からの出力およびピーク検出部から出力されるピークタイミン
グに応じて、同期パターン相関部から出力される同期パターン相関値の位相の変化量を検
出し、同期パターン相関値の位相の変化量に基づいて、アナログ／デジタル変換部からの
出力の周波数の誤差を推定する同期パターン間位相差検出部と、複数のサブバンドシンボ
ルの内、割り当てられているサブバンドシンボルと、周波数補正部からの出力との間の相
関をそれぞれ求め、サブバンド相関としてそれぞれ出力する複数のサブバンド相関部と、
タイミング判定部からの出力に応じて、サブバンド相関部から出力されるサブバンド相関
毎に、所定のシンボル間隔での位相差を求め、シンボル間位相差として出力すると共に、
シンボル間位相差に基づいて、アナログ／デジタル変換部からの出力の周波数の誤差を推
定するシンボル間位相差検出部と、タイミング判定部の出力に応じて、シンボル間位相差
検出部から出力される各シンボル間位相差のサブバンド間での位相差を、サブバンド間位
相差として検出し、検出したサブバンド間位相差に基づいて、サンプリングクロックの誤
差を推定するサブバンド間位相差検出部と、タイミング判定部の出力に応じて、周波数補
正部からの出力を復調するデータ復調部とを備える。周波数補正部は、同期パターン間位
相差検出部で推定された周波数誤差に基づいて、アナログ／デジタル変換部からの出力の
周波数を補正した後、シンボル間位相差検出部で推定された周波数誤差に基づいて、アナ
ログ／デジタル変換部からの出力の周波数を補正する。クロック発生部は、サブバンド間
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位相差検出部で推定された誤差に基づいて、サンプリングクロックの周波数を補正する。
【００１７】
　好ましくは、タイミング判定部は、ピーク検出部から出力されるピークタイミングが同
期パターンの間隔で所定回数検出された場合、同期シンボル列の開始タイミングを出力し
、ピークタイミングが同期パターンの間隔で検出されなくなれば、同期シンボル列の終了
タイミングを出力するとよい。
【００１８】
　好ましくは、同期パターン間位相差検出部は、同期パターン相関値の位相の変化量を平
均化して、アナログ／デジタル変換部からの出力の周波数の誤差を推定し、タイミング判
定部から開始タイミングが出力されると、平均化を終了して、推定した周波数の誤差を周
波数補正部に入力するとよい。
【００１９】
　好ましくは、シンボル間位相差検出部は、タイミング判定部から開始タイミングが出力
されると、シンボル間位相差を平均化して、アナログ／デジタル変換部からの出力の周波
数の誤差を推定するとよい。
【００２０】
　好ましくは、シンボル間位相差検出部は、周波数の誤差が大きい場合は、所定のシンボ
ル間隔を短くし、周波数の誤差が小さい場合は、所定のシンボル間隔を長くするとよい。
【００２１】
　好ましくは、サブバンド間位相差検出部は、サブバンド間位相差を平均化して、サンプ
リングクロックの誤差を推定するとよい。
【００２２】
　本発明は、直交ウエーブレット関数を用いてマルチキャリア変調されているデータシン
ボル列を受信するのに有効である。
【００２３】
　本発明の第２の局面は、同期シンボルを複数繰り返した同期シンボル列がデータシンボ
ル列の前に挿入されている伝送フレームを受信するための集積回路である。同期シンボル
は、互いに直交し、搬送波周波数が異なる複数のサブバンドシンボルを合成したシンボル
である。複数のサブバンドの搬送波周波数は、所定の周波数間隔で等間隔に配置されてい
る。同期シンボルは、所定の周波数間隔の逆数の周期で同期パターンを含んでいる。集積
回路は、サンプリングクロックを発生するクロック発生部と、クロック発生部が発生した
サンプリングクロックに基づいて、伝送フレームをサンプリングして、アナログ／デジタ
ル変換するアナログ／デジタル変換部と、アナログ／デジタル変換部からの出力の周波数
を補正する周波数補正部と、周波数補正部からの出力と、同期パターンとの間の相関を求
め、同期パターン相関値として出力する同期パターン相関部と、同期パターン相関部から
の出力のピークを検出し、ピークタイミングとして出力するピーク検出部と、ピーク検出
部から出力されるピークタイミングに基づいて、同期シンボル内の所定のタイミングを出
力するタイミング判定部と、タイミング判定部からの出力およびピーク検出部から出力さ
れるピークタイミングに応じて、同期パターン相関部から出力される同期パターン相関値
の位相の変化量を検出し、同期パターン相関値の位相の変化量に基づいて、アナログ／デ
ジタル変換部からの出力の周波数の誤差を推定する同期パターン間位相差検出部と、複数
のサブバンドシンボルの内、割り当てられているサブバンドシンボルと、周波数補正部か
らの出力との間の相関をそれぞれ求め、サブバンド相関としてそれぞれ出力する複数のサ
ブバンド相関部と、タイミング判定部からの出力に応じて、サブバンド相関部から出力さ
れるサブバンド相関毎に、所定のシンボル間隔での位相差を求め、シンボル間位相差とし
て出力すると共に、シンボル間位相差に基づいて、アナログ／デジタル変換部からの出力
の周波数の誤差を推定するシンボル間位相差検出部と、タイミング判定部の出力に応じて
、シンボル間位相差検出部から出力される各シンボル間位相差のサブバンド間での位相差
を、サブバンド間位相差として検出し、検出したサブバンド間位相差に基づいて、サンプ
リングクロックの誤差を推定するサブバンド間位相差検出部と、タイミング判定部の出力
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に応じて、周波数補正部からの出力を復調するデータ復調部とを備える。周波数補正部は
、同期パターン間位相差検出部で推定された周波数誤差に基づいて、アナログ／デジタル
変換部からの出力の周波数を補正した後、シンボル間位相差検出部で推定された周波数誤
差に基づいて、アナログ／デジタル変換部からの出力の周波数を補正する。クロック発生
部は、サブバンド間位相差検出部で推定された誤差に基づいて、サンプリングクロックの
周波数を補正する。
【００２４】
　本発明の第３の局面は、同期シンボルを複数繰り返した同期シンボル列がデータシンボ
ル列の前に挿入されている伝送フレームを受信するための方法である。同期シンボルは、
互いに直交し、搬送波周波数が異なる複数のサブバンドシンボルを合成したシンボルであ
る。複数のサブバンドの搬送波周波数は、所定の周波数間隔で等間隔に配置されている。
同期シンボルは、所定の周波数間隔の逆数の周期で同期パターンを含んでいる。当該方法
は、伝送フレームをサンプリングして、アナログ／デジタル変換し、アナログ／デジタル
変換された信号と、同期パターンとの間の相関を求め、同期パターン相関値とし、同期パ
ターン相関値のピークを検出し、ピークタイミングとし、ピークタイミングに基づいて、
同期シンボル内の所定のタイミングを検出し、所定のタイミングおよびピークタイミング
に応じて、同期パターン相関値の位相の変化量を検出し、同期パターン相関値の位相の変
化量に基づいて、アナログ／デジタル変換部からの出力の周波数の誤差を推定し、複数の
サブバンドシンボルの内、少なくとも二つのサブバンドシンボルと、周波数が補正された
信号との間の相関をそれぞれ求め、少なくとも二つのサブバンド相関とし、所定のタイミ
ングに応じて、サブバンド相関毎に、所定のシンボル間隔での位相差を求め、シンボル間
位相差とし、シンボル間位相差に基づいて、アナログ／デジタル変換部からの出力の周波
数の誤差を推定し、所定のタイミングに応じて、各シンボル間位相差のサブバンド間での
位相差を、サブバンド間位相差とし、サブバンド間位相差に基づいて、サンプリングクロ
ックの誤差を推定し、同期パターン相関値の位相の変化量に基づいて推定された周波数の
誤差に基づいて、アナログ／デジタル変換された信号の周波数を補正し、シンボル間位相
差に基づいて推定された周波数の誤差に基づいて、アナログ／デジタル変換された信号の
周波数を補正し、サブバンド間位相差に基づいて推定されたサンプリングクロックの誤差
に基づいて、サンプリングクロックの周波数を補正し、補正されたアナログ／デジタル変
換された信号を復調する。
【００２５】
　本発明の第４の局面は、同期シンボルを複数繰り返した同期シンボル列がデータシンボ
ル列の前に挿入されている伝送フレームを受信するためのコンピュータ装置で実行される
プログラムである。同期シンボルは、互いに直交し、搬送波周波数が異なる複数のサブバ
ンドシンボルを合成したシンボルである。複数のサブバンドの搬送波周波数は、所定の周
波数間隔で等間隔に配置されている。同期シンボルは、所定の周波数間隔の逆数の周期で
同期パターンを含んでいる。当該プログラムは、伝送フレームをサンプリングして、アナ
ログ／デジタル変換するステップと、アナログ／デジタル変換された信号と、同期パター
ンとの間の相関を求め、同期パターン相関値とするステップと、同期パターン相関値のピ
ークを検出し、ピークタイミングとするステップと、ピークタイミングに基づいて、同期
シンボル内の所定のタイミングを検出するステップと、所定のタイミングおよびピークタ
イミングに応じて、同期パターン相関値の位相の変化量を検出し、同期パターン相関値の
位相の変化量に基づいて、アナログ／デジタル変換部からの出力の周波数の誤差を推定す
るステップと、複数のサブバンドシンボルの内、少なくとも二つのサブバンドシンボルと
、周波数が補正された信号との間の相関をそれぞれ求め、少なくとも二つのサブバンド相
関とするステップと、所定のタイミングに応じて、サブバンド相関毎に、所定のシンボル
間隔での位相差を求め、シンボル間位相差とするステップと、シンボル間位相差に基づい
て、アナログ／デジタル変換部からの出力の周波数の誤差を推定するステップと、所定の
タイミングに応じて、各シンボル間位相差のサブバンド間での位相差を、サブバンド間位
相差とするステップと、サブバンド間位相差に基づいて、サンプリングクロックの誤差を
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推定するステップと、同期パターン相関値の位相の変化量に基づいて推定された周波数の
誤差に基づいて、アナログ／デジタル変換された信号の周波数を補正するステップと、シ
ンボル間位相差に基づいて推定された周波数の誤差に基づいて、アナログ／デジタル変換
された信号の周波数を補正するステップと、サブバンド間位相差に基づいて推定されたサ
ンプリングクロックの誤差に基づいて、サンプリングクロックの周波数を補正するステッ
プと、補正されたアナログ／デジタル変換された信号を復調するステップとを、コンピュ
ータ装置に実行させる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、受信装置は、まず、シンボル間隔よりも短い間隔の同期パターン間隔
における同期パターン相関値の位相差に基づいて、搬送波周波数誤差を検出して、受信周
波数の誤差を補正する。これによって、粗い搬送波周波数誤差が補正される。次に、受信
装置は、サブバンドシンボルの相関の位相変化に基づいて、残留周波数誤差を検出する。
残留周波数誤差を検出する際、すでに粗い搬送波周波数誤差が補正されているので、受信
装置は、精度良く、残留周波数誤差を検出することができる。受信装置は、検出した残留
周波数誤差に基づいて、受信周波数の誤差を補正する。これにより、大きな搬送波周波数
誤差がある場合でも、受信装置は、精度良く、搬送波周波数誤差を補正することができる
。受信装置は、各サブバンドのシンボル間位相差に基づいて、サブバンド間位相差を求め
、サブバンド間位相差に基づいて、サンプリングクロック周波数誤差を検出し、補正する
。これにより、データシンボルの復調誤りを低減することができる。受信装置は、同一の
同期シンボルを用いて、タイミング検出、搬送波周波数誤差検出、およびクロック周波数
誤差検出を行うことができるので、短時間で、送信側との間の同期を確立することができ
る。
【００２７】
　また、受信装置は、同期シンボル列が開始するタイミングおよび終了するタイミングを
判定することができるので、これらのタイミングに応じて、迅速に搬送波周波数誤差およ
びクロック周波数誤差を補正することができる。
【００２８】
　また、受信装置は、同期パターン相関値の位相の変化量を平均化することによって、粗
い搬送波周波数誤差を推定し、同期シンボル列の開始タイミングが到来すれば、粗い搬送
波周波数誤差に基づいて補正するので、その後の搬送波周波数誤差の推定を精度良く行う
ことができる。
【００２９】
　また、受信装置は、シンボル間位相差を平均化して、搬送波周波数誤差を推定するので
、精度良く搬送波周波数誤差を推定することができる。
【００３０】
　また、受信装置は、サブバンド間位相差を平均化して、クロック周波数誤差を推定する
ので、精度良くクロック周波数誤差を推定することができる。
【００３１】
　また、受信装置は、周波数の誤差が大きい場合は、シンボル間位相差を求めるために比
較するシンボルの時間間隔を短くし、周波数の誤差が小さい場合は、シンボル間位相差を
求めるために比較するシンボルの時間間隔を長くするので、伝送フレームの受信時期に応
じて、精度良く搬送波周波数誤差を推定することができる。
【００３２】
　また、直交ウエーブレット関数を用いたマルチキャリア変調では、サブキャリア間隔を
ＯＦＤＭ変調よりも狭くすることができる。サブキャリア間隔が狭くなると、サイドロー
ブが急峻となり、パイロット信号を用いて広範囲の搬送波周波数誤差を補正することおよ
びクロック周波数誤差を補正することが困難となる。したがって、本発明の同期シンボル
列を用いた搬送波周波数誤差補正およびクロック周波数誤差補正は、直交ウエーブレット
関数を用いてマルチキャリア変調されているデータシンボル列を受信するのに有効である



(35) JP WO2005/101711 A1 2005.10.27

。
【００３３】
　本発明のこれらおよび他の目的、特徴、局面、効果は、添付図面と照合して、以下の詳
細な説明から一層明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下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。
【００３５】
　図１は、本発明の実施形態における受信装置１の機能的構成を示すブロック図である。
図１において、受信装置１は、Ａ／Ｄ変換部１０１と、クロック発生部１０２と、周波数
補正部１０３と、同期パターン相関部１０４と、ピーク検出部１０５と、タイミング判定
部１０６と、同期パターン間位相差検出部１０７と、第１～第Ｖ（Ｖは少なくとも２以上
の整数）のサブバンド相関部１０８－１～１０８－Ｖと、シンボル間位相差検出部１１０
と、サブバンド間位相差検出部１１１と、データ復調部１１２とを備える。
【００３６】
　図２は、受信装置１で受信する伝送フレームの一例を示す図である。伝送フレームは、
同期シンボル列３０１と、データシンボル列３０２とを含む。同期シンボル列３０１は、
ｃ（ｃは２以上の整数）個の同期シンボルＳを含む。同期シンボル列３０１において、先
頭の同期シンボルＳから順に、同期シンボルＳ１、Ｓ２、…、Ｓｃと表す。同期シンボル
Ｓは、ｄ（ｄは２以上の整数）個の同期パターンＰを含む。なお、ｄは、同期シンボルに
用いられるサブバンドの周波数に基づいて、決まる。同期シンボルＳにおいて、先頭の同
期パターンＰから順に、同期パターンＰ１、Ｐ２、…、Ｐｄと表す。同期シンボル列３０
１は、同期パターンＰをｄ×ｃ回繰り返した信号となる。
【００３７】
　まず、図１および図２を参照しながら、受信装置１の動作の概要について説明する。
【００３８】
　受信装置１は、受信信号をダウンコンバートし、ダウンコンバートされた受信信号をＡ
／Ｄ変換部１０１に入力する。Ａ／Ｄ変換部１０１は、クロック発生部１０２が発生する
クロックに基づいて、受信信号をアナログ／デジタル変換する。
【００３９】
　Ａ／Ｄ変換部１０１に入力される受信信号の中心周波数は、所望の中心周波数からずれ
ている場合がある。このずれは、主には、送信側でのアップコンバート時の搬送波周波数
のずれ、および／または、受信側でのダウンコンバート時の局部発振周波数のずれによっ
て生じる。以下、中心周波数のずれを、搬送波周波数誤差という。
【００４０】
　デジタル信号に変換された受信信号は、周波数補正部１０３によって、周波数が補正さ
れる。周波数補正部１０３は、後段で検出された周波数誤差に基づいて、受信信号の中心
周波数（以下、受信周波数という）を補正する。
【００４１】
　周波数補正部１０３による周波数補正のための方法は、特に限定されない。たとえば、
Ａ／Ｄ変換部１０１から出力されるアナログ／デジタル変換後の受信信号が複素数で表現
されている場合、周波数補正部１０３は、周波数誤差に応じた複素正弦波を受信信号に乗
算することによって、受信周波数を補正する。あるいは、周波数補正部１０３は、ＣＯＲ
ＤＩＣアルゴリズムを用いて、受信信号の位相を直接変化させることによって、受信周波
数を補正してもよい。また、受信信号が実数で表現されている場合、周波数補正部１０３
は、周波数誤差に応じた正弦波を受信信号に乗算し、乗算結果から所望信号だけをフィル
タで抽出することによって、受信周波数を補正してもよい。あるいは、周波数補正部１０
３は、受信信号をヒルベルト変換によって複素数表現に変換し、周波数誤差に応じた複素
正弦波を受信信号に乗算することによって、受信周波数を補正してもよい。
【００４２】
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　同期パターン相関部１０４は、周波数補正部１０３の出力と同期パターンＰとの間の相
互相関を求め、求めた相互相関を同期パターン相関値として出力する。これにより、同期
パターン相関部１０４は、受信信号と同期パターンＰとが一致するタイミングで、同期パ
ターン相関値のピークを出力する。
【００４３】
　ピーク検出部１０５は、同期パターン相関部１０４から出力される同期パターン相関値
のピークを検出し、検出結果を出力する。以下、同期パターン相関値のピークが到来する
時点をピークタイミングという。以下、ピーク検出部１０５は、検出結果として、ピーク
タイミングを出力するという。
【００４４】
　搬送波周波数誤差が生じている場合、時間的に隣接する第１および第２のピークタイミ
ングにおける第１および第２の同期パターン相関値の位相（第１および第２の位相）は、
同一ではなく、ずれている。以下、第１および第２の位相のずれを、同期パターン間位相
差という。
【００４５】
　同期パターン間位相差検出部１０７は、ピーク検出部１０５の出力するピークタイミン
グ毎に、同期パターン相関部１０４が出力する同期パターン相関値を取得する。同期パタ
ーン間位相差検出部１０７は、同期パターン相関値を取得すると、取得した同期パターン
相関値の位相と前回のピークタイミングで取得した同期パターン相関値の位相との差を求
め、求めた差を同期パターン間位相差とする。ピークタイミング毎における同期パターン
相関値の位相の変化は、概ね、搬送波周波数誤差と対応している。したがって、同期パタ
ーン間位相差に基づいて、搬送波周波数誤差を粗く推定することができる。同期パターン
間位相差検出部１０７は、同期パターン間位相差に基づいて、粗い搬送波周波数誤差を推
定する。
【００４６】
　タイミング判定部１０６は、ピーク検出部１０５が出力するピークタイミングに基づい
て、同期シンボルが到来する所定のタイミングを判定する。ここでは、所定のタイミング
として、同期シンボルが開始する同期シンボル開始タイミングと、同期シンボルが到来す
る同期シンボルタイミングと、同期シンボルが終了する同期シンボル終了タイミングとが
あるとする。タイミング判定部１０６は、同期パターンＰの時間間隔でピークタイミング
が所定回数（図２に示す例ではｄ回）検出されると、同期シンボル列が到来していると判
定し、判定結果を、同期シンボル開始タイミングとして出力する。また、タイミング判定
部１０６は、同期パターンＰの時間間隔でピークタイミングが検出されなくなれば、同期
シンボル列が終了したと判定し、判定結果を、同期シンボル終了タイミングとして出力す
る。タイミング判定部１０６は、同期シンボル開始タイミングから同期シンボル終了タイ
ミングまでの間、同期シンボルＳの時間間隔で、同期シンボルタイミングを出力する。
【００４７】
　同期パターン間位相差検出部１０７は、タイミング判定部１０６から同期シンボル開始
タイミングが入力されると、それまでに推定された粗い搬送波周波数誤差を保持し、保持
した粗い搬送波周波数誤差を周波数補正部１０３に入力する。
【００４８】
　周波数補正部１０３は、同期パターン間位相差検出部１０７から粗い搬送波周波数誤差
が入力されると、当該粗い搬送波周波数誤差に基づいて、その後に受信される受信信号の
中心波周波数（受信周波数）を補正する。
【００４９】
　同期シンボル開始タイミング検出後、周波数補正部１０３で中心周波数が補正された受
信信号は、第１～第Ｖのサブバンド相関部１０８－１～１０８－Ｖに入力される。
【００５０】
　第ｖ（ｖは、１～Ｖの整数）のサブバンド相関部１０８－ｖは、受信信号に含まれる第
ｋのサブバンドのシンボルと、同期シンボルを構成する既知の第ｋのサブバンドのシンボ
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ルとの間の相互相関を求める。第ｖのサブバンド相関部１０８－ｖが求めた相互相関を第
ｖのサブバンド相関という。たとえば、第ｖのサブバンド相関部１０８－ｖには、第ｋの
サブバンドの基底が割り当てられているとする。第ｖのサブバンド相関部１０８－ｖは、
受信信号に第ｋのサブバンドの基底を乗算し、受信信号に含まれる第ｋのサブバンドのシ
ンボルを抽出する。第ｖのサブバンド相関部１０８－ｖは、抽出した第ｋのサブバンドの
シンボルと既知の第ｋのサブバンドのシンボルとの間の相互相関を求め、第ｖのサブバン
ド相関を出力する。
【００５１】
　同期シンボル開始タイミングが到来すると、周波数補正部１０３は、同期パターン間位
相差検出部１０７からの粗い搬送波周波数誤差に基づいて、受信周波数を補正する。しか
し、粗い搬送波周波数誤差では補正しきれない周波数誤差（以下、残留周波数誤差という
）が存在する場合、全てのサブバンドの周波数は、残留周波数誤差分だけ、シフトしてし
まう。サブバンド周波数のシフトによって、シンボル時間毎に、各サブバンドには、同じ
量の位相回転が生じてしまう。ここで、シンボル時間とは、一つのシンボルの時間間隔の
ことをいう。同期シンボル列３０１を受信している場合、同期シンボルＳの時間間隔がシ
ンボル時間となる。
【００５２】
　また、クロック発生部１０２から出力されるクロックの周波数（以下、クロック周波数
という）に誤差がある場合、シンボル時間毎に、各サブバンドには、サブバンドの周波数
に応じた位相回転が生じてしまう。
【００５３】
　シンボル間位相差検出部１１０は、第１～第Ｖのサブバンド相関部１０８－１～１０８
－Ｖから出力される第１～第Ｖのサブバンド相関のそれぞれについて、シンボル時間毎に
、現在の第１～第Ｖのサブバンド相関の位相と前回のシンボル時間における第１～第Ｖの
サブバンド相関の位相との差を検出する。シンボル間位相差検出部１１０は、検出した差
を、第１～第Ｖのシンボル間位相差とする。シンボル間位相差検出部１１０は、第１～第
Ｖのシンボル間位相差を平均化して、残留周波数誤差を推定する。シンボル間位相差検出
部１１０は、推定した残留周波数誤差を保持すると共に、当該残留周波数誤差を周波数補
正部１０３に入力する。
【００５４】
　周波数補正部１０３は、先に推定された粗い周波数誤差を残留周波数誤差で補正し、そ
の後の受信周波数を補正する。
【００５５】
　シンボル間位相差検出部１１０は、第１～第Ｖのシンボル間位相差を、シンボル時間毎
に、サブバンド間位相差検出部１１１に入力する。
【００５６】
　サブバンド間位相差検出部１１１は、第１～第Ｖのシンボル間位相差における任意の組
み合わせのサブバンド間について、差を求め、求めた差を平均し、平均値をサブバンド間
位相差として検出する。サブバンド間位相差検出部１１１は、サブバンド間位相差に基づ
いて、各サブバンド周波数に応じた位相回転量を検出し、クロック周波数の誤差（以下、
クロック周波数誤差という）を推定する。サブバンド間位相差検出部１１１は、タイミン
グ判定部１０６によって同期シンボル終了タイミングが検出されると、推定されたクロッ
ク周波数誤差を保持し、当該クロック周波数誤差をクロック発生部１０２に入力する。
【００５７】
　クロック発生部１０２は、当該クロック周波数誤差に基づいて、クロックを発生し、そ
の後の受信信号をサンプリングするためのクロック周波数を補正する。
【００５８】
　同期シンボル終了タイミングが検出された以降は、受信信号のサンプリングクロックが
補正され、受信周波数の補正されたデータシンボルがデータ復調部１１２に入力される。
データ復調部１１２は、タイミング判定部１０６によって同期シンボル終了タイミングが
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検出されると、入力されるデータシンボルを復調して、受信データを出力する。
【００５９】
　次に、各部の詳細な動作について説明する。
【００６０】
　図３Ａおよび図３Ｂは、本実施形態で用いられる同期シンボルＳを説明するための図で
ある。同期シンボルＳは、互いに直交し、搬送波周波数が異なる複数のサブバンドシンボ
ルを合成したシンボルである。
【００６１】
　図３Ａは、同期シンボルＳの周波数軸表現を模式的に示す図である。図３Ａでは、サブ
バンドの数は、５つであるとしている。ただし、中心周波数のサブバンドは、使用されな
い。ここで、各サブバンドシンボルは、所定のサブバンド間隔１／Ｔｐ毎に配置されてい
るとする。各サブバンドシンボルには、所定の位相と振幅とが割り当てられている。各サ
ブバンドシンボルは、互いに直交する信号であれば良く、例えばフーリエ級数のように複
素正弦波を用いたシンボルであってもよし、直交ウエーブレット関数を用いたウエーブレ
ット波形によるシンボルであってもよい。
【００６２】
　図３Ｂは、図３Ａに示すように周波数配置されたサブバンドシンボルが合成された同期
シンボルの時間軸表現を模式的に示す図である。このとき、サブバンド間隔を１／Ｔｐと
すると、時間軸では、その逆数であるＴｐ間隔で繰り返しパターンが現れる。この繰り返
し現れるパターンが、同期パターンである。なお、同期シンボルは、少なくとも２つのサ
ブバンドシンボルを合成したシンボルでなければならない。
【００６３】
　数式を用いて同期シンボルを具体的に説明する。サブバンド番号をｋとし、所定のパタ
ーンであるサブバンド複素ベクトルをａkとし、直交基底ベクトルをｂkとした場合、同期
シンボルＳは、式１で表される。式１において、同期シンボルＳは、全てのサブバンドに
ついてのａkｂkの合成信号である。サブバンドシンボルに割り当てられている所定の位相
および振幅は、サブバンド複素ベクトルをａkに基づいて決まる。
【数１】

【００６４】
　直交基底ベクトルｂkとしては、互いに直交する直交基底ベクトルが用いられればよい
。ｂkが直交基底ベクトルであるための条件は、（式２）である。
【数２】

【００６５】
　たとえば、直交基底ベクトルｂkとして、式３で表される離散フーリエ変換（ＤＦＴ：
ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）による直交基底ベクトルや、
式４で表される離散コサイン変換（ＤＣＴ：ｄｉｓｃｒｅｔｅ　ｃｏｓｉｎｅ　ｔｒａｎ
ｓｆｏｒｍ）による直交基底ベクトル、式５で表される離散ウエーブレット変換（ＤＷＴ
：ｄｉｓｃｒｅｔｅ　ｗａｖｅｌｅｔ　ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）による直交基底ベクトルが
用いられる。
【数３】
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【数４】

【数５】

　ここで、ｋは、サブバンド番号（すなわち、サブバンドの周波数に対応する値）、ｎは
、サンプル番号、ｔは、サンプル時間、Ｎは、ポイント数（すなわち、時間領域ではサン
プル数、周波数領域ではサブバンド数を表す値）、ａ0

-kは、スケーリング係数、ａ0は、
定数、ｍｂ0は、シフト係数、ｍは、整数、ｂ0は、定数である。
【００６６】
　図４Ａ，図４Ｂおよび図４Ｃは、搬送波周波数誤差およびクロック周波数誤差が生じた
状態で図３Ａおよび図３Ｂに示すような同期シンボルＳを受信したときの様子を説明する
ための図である。
【００６７】
　図４Ａは、搬送波周波数誤差およびクロック周波数誤差が存在しなかった場合を示す。
図４Ａの左図は、図３Ａに示す送信信号と一致する。したがって、図４Ａの右図に示すよ
うに、各サブバンドについて、サブバンドの送受信間位相差は、全て０となる。ここで、
サブバンドの送受信間位相差とは、送信側でアップコンバートする前のサブバンドシンボ
ルの位相と受信側でダウンコンバートした後のサブバンドシンボルの位相との差のことを
いう。
【００６８】
　図４Ｂは、受信時に搬送波周波数誤差がある場合を示す。図４Ｂの左図に示すように、
搬送波周波数誤差によって、全てのサブバンドが同じ量だけ周波数シフトする。周波数シ
フトによって、受信側でのサブバンドシンボルの位相はずれる。サブバンドシンボルの位
相のずれは、全てのサブバンドについて同じ量である。したがって、図４Ｂの右図に示す
ように、各サブバンドについて、サブバンドの送受信間位相差は、一定となる。
【００６９】
　図４Ｃは、受信時にクロック周波数誤差がある場合を示す。クロック周波数がずれると
サンプリング間隔が変わるので、受信側では、同期パターン間隔が変化し、Ｔｐａとなる
。このため、受信信号のサブバンド間隔は、１／Ｔｐａとなり、サブバンド周波数に比例
して、周波数のシフト量が変わる。このため、各サブバンドついて、サブバンドの送受信
間位相差は、サブバンドの周波数に比例して、図４Ｃの右図のように変化する。
【００７０】
　したがって、サブバンドの送受信間位相差を検出することによって、搬送波周波数誤差
およびクロック周波数誤差を推定することができる。
【００７１】
　同期パターン相関部１０４は、受信信号と周期Ｔｐで繰り返される同期パターンとの複
素相関（同期パターン相関値）を演算する。これにより、受信信号と同期パターンの波形
とが一致するタイミングで複素相関値（同期パターン相関値）のピークが現れる。
【００７２】
　搬送波周波数誤差がない場合、ピークタイミングにおける複素相関値（同期パターン相
関値）の位相は、時間が経過しても変化しない。
【００７３】
　一方、搬送波周波数誤差がある場合、搬送波周波数誤差に応じた位相回転が生じるため
、ピークタイミング毎に複素相関値（同期パターン相関値）の位相が変化する。よって、
ピークタイミング毎に、すなわち、同期パターン周期Ｔｐ毎に、複素相関値の位相の変動
量を求めると、１／Ｔｐ以下の粗い搬送波周波数誤差を求めることができる。なぜなら、
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時間間隔Ｔｐでの位相差が±π以上であるとどちらに回転したか（周波数差の正負）が分
からなくなる。したがって、時間間隔Ｔｐにおいて位相検出が可能な範囲は、－π＜θ＜
πである。たとえば、時間間隔Ｔｐ＝１［ｓｅｃ］の場合、位相差が±πであるとすると
、２［ｓｅｃ］で位相が一回転するので、±０．５Ｈｚの周波数差となる。よって、この
例では、周波数誤差検出範囲としては、１／Ｔｐ＝１Ｈｚとなる。ゆえに、同期パターン
周期Ｔｐ毎に、複素相関値の位相の変動量を求めると、１／Ｔｐ以下の粗い搬送波周波数
誤差を求めることができる。なお、下限値は、演算精度に依存する。
【００７４】
　たとえば、離散フーリエ変換による直交基底を用いたサブバンド信号Ｓkを考える。サ
ブバンド信号Ｓkの帯域をＷkとすると、サブバンド信号Ｓkは、式６のように表される。
【数６】

【００７５】
　搬送波周波数誤差がΔｆであるとし、クロック周波数誤差によるサンプリング時間誤差
（以下、単に、クロック周波数誤差という）がΔｔであるとする。この場合、受信するサ
ブバンド信号ｒkは、式７のようになる。
【数７】

【００７６】
　送信されたサブバンド信号Ｓkと受信されたサブバンド信号ｒkとの相関は、式８のよう
になる。
【数８】

　ここで、αは、送信信号Ｓkのシンボル期間と一致するタイミングで最大となる。φは
、シンボル区間での位相回転の平均である。
【００７７】
　受信信号は、全てのサブバンド信号Ｓkの合成信号である。したがって、同期パターン
相関部１０４で求められる同期パターン相関値は、全てのサブバンドについて、式８の合
成となる。式８より、搬送波周波数誤差Δｆがない場合、同期パターン相関値は、時間が
経過しても変化しないことが分かる。一方、搬送波周波数誤差Δｆがある場合、同期パタ
ーン相関値は、搬送波周波数誤差に応じた位相回転が生じることが分かる。このことは、
離散フーリエ変換以外の直交基底を用いた場合も同様である。
【００７８】
　図５は、同期パターン間位相差検出部１０７における動作を説明するための図である。
図５に示すように、受信信号は、同期パターン周期Ｔｐで同期パターンＰを繰り返してい
る。同期パターン相関部１０４は、受信信号と同期パターンとの間の相関値（同期パター
ン相関値）を出力する。ピーク検出部１０５は、同期パターン相関値のピークにおいて、
ピークタイミングを出力する。
【００７９】
　図５に示すように、搬送波周波数誤差がない場合、同期パターン相関値の位相は、変化
しない。一方、搬送波周波数誤差がある場合、同期パターン相関値の位相は、変化する。
同期パターン相関値の位相の変化量は、搬送波周波数誤差に対応する。このことは、たと
えば、式８から分かる。同期パターン間位相差検出部１０７は、同期パターン相関値の位
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相の変化量に基づいて、１／Ｔｐ以下の粗い搬送波周波数誤差を求める。
【００８０】
　同期パターン間位相差検出部１０７は、ピークタイミングに基づいて、隣接する同期パ
ターン間における同期パターン間相関値の差を、同期パターン間位相差として求め、求め
た同期パターン間位相差を位相変化量とする。同期パターン間位相差検出部１０７は、複
数の同期パターン間隔における位相変化量を平均化し、平均化された位相変化量に基づい
て、搬送波周波数誤差を推定する。
【００８１】
　タイミング判定部１０６によって同期シンボル開始タイミングが検出されると、同期パ
ターン間位相差検出部１０７は、同期シンボル開始タイミングが検出されるまでの間に平
均化された位相変動量に基づく搬送波周波数誤差を保持し、当該搬送波周波数誤差を周波
数補正部１０３に入力する。
【００８２】
　周波数補正部１０３は、同期シンボル開始タイミング以降の受信周波数を、同期パター
ン間位相差検出部１０７に保持された搬送波周波数誤差に基づいて、補正する。
【００８３】
　タイミング判定部１０６は、ピーク検出部１０５の出力に基づいて、同期シンボルの開
始と終了とを判定する。
【００８４】
　図６は、一つの同期シンボルが四つの同期パターンの繰り返しから構成され、同期シン
ボル列が四つの同期シンボルから構成されるときの同期パターン相関値、ピークタイミン
グ、同期シンボル開始タイミング、同期シンボルタイミング、同期シンボル終了タイミン
グの例を示す図である。
【００８５】
　タイミング判定部１０６は、ピークタイミングが同期パターン間隔Ｔｐで所定回数検出
されれば、同期シンボル列の開始と判定し、同期シンボル開始タイミングを出力する。図
６に示す例では、タイミング判定部１０６は、同期パターン間隔Ｔｐでピークタイミング
が４回検出できた時点を同期シンボル開始タイミングと判定する。
【００８６】
　タイミング判定部１０６は、同期シンボル開始タイミングの出力後、同期シンボル周期
毎に、同期シンボルタイミングを出力する。図６に示す例では、同期シンボルは４つの同
期パターンの繰り返しからなるので、タイミング判定部１０６は、４Ｔｐ間隔毎に、同期
シンボルタイミングを出力する。
【００８７】
　その後、同期パターン間隔Ｔｐでピークタイミングが検出されなくなると、タイミング
判定部１０６は、同期シンボル列の終了と判定し、同期シンボル終了タイミングを出力す
る。
【００８８】
　同期シンボル開始タイミング以降、粗い搬送波周波数補正がなされた受信信号は、第１
～第Ｖのサブバンド相関部１０８－１～１０８－Ｖに入力される。第１～第Ｖのサブバン
ド相関部１０８－１～１０８－Ｖは、それぞれ、割り当てられたサブバンドについて、同
期シンボルを構成するサブバンドシンボルと受信信号との間の複素相関を演算し、サブバ
ンド毎に、送受間位相差を求める。
【００８９】
　各サブバンドシンボルは、互いに直交し、異なる搬送波周波数を持つ。したがって、第
ｖのサブバンド相関部１０８－ｖに割り当てられたサブバンドシンボルと第ｖ以外のサブ
バンドシンボルとの間の複素相関は０となる。よって、第ｖのサブバンド相関部１０８－
ｖによって求められる相関値は、第ｖのサブバンドシンボルについての送受信間位相差で
ある。
【００９０】
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　第ｖのサブバンド相関部１０８－ｖは、タイミング判定部１０６から同期シンボルタイ
ミングが出力されたら、サブバンドシンボルの相関演算を行う。第ｖのサブバンド相関部
１０８－ｖは、相関演算の結果を第ｖのサブバンド相関として出力する。同期シンボルタ
イミングの到来する期間、すなわち同期シンボル期間は、同期パターン期間Ｔｐよりも長
い。同期パターン期間Ｔｐよりも長い同期シンボル期間で、相関演算を行うことで、精密
な位相差を検出することができる。なぜなら、相関演算は、比較（積分）するサンプル数
が多いほど、雑音の平均化効果が大きいので、相関値の精度が向上するからである。
【００９１】
　第ｖのサブバンド相関部１０８－ｖは、マッチドフィルタ等の相互相関を演算する回路
で実現される。また、各サブバンドシンボルが単一周波数の複素正弦波である場合、第ｖ
のサブバンド相関部１０８－ｖは、一周波数ＤＦＴによって相互相関を演算してもよい。
その他、第ｖのサブバンド相関部１０８－ｖは、ＤＦＴや、ＤＣＴ、ＤＷＴ、フィルタバ
ンク等によって、第ｖのサブバンド相関を演算することができる。いずれの演算の場合も
、受信信号と既知のサブバンド信号の複素共役との積を所定時間積分する演算に帰着する
。ただし、ＤＦＴや、ＤＣＴ、ＤＷＴを用いる場合、第ｖのサブバンド相関部１０８－ｖ
は、必要なサブバンドを取り出す演算のみを行えばよい。
【００９２】
　たとえば、式８に示す相関Ｃkが、第ｖのサブバンド相関部１０８－ｖから出力される
。
【００９３】
　シンボル間位相差検出部１１０は、サブバンドシンボル毎に、同期シンボル間でのサブ
バンド相関の位相差（シンボル間位相差）を求める。同期シンボル間でのサブバンド相関
の位相差を、位相変化量とする。シンボル間位相差検出部１１０は、検出した位相変化量
を平均化して、残留周波数誤差を検出する。なお、ここでは、シンボル間位相差検出部１
１０は、同期シンボル間でのサブバンド相関の位相差を求め、シンボル間位相差を求める
こととしたが、サブバンド相関の位相差を求める間隔は、同期シンボル間隔でなくてもよ
い。シンボル間位相差検出部１１０は、所定のシンボル間隔でサブバンド相関の位相差を
求め、シンボル間位相差を求めればよい。
【００９４】
　たとえば、サブバンド相関として、式８に示す相関Ｃkが得られる場合、同期シンボル
のシンボル期間をＴとし、式８におけるαが最大となる時刻をｍＴとすると、第ｋのシン
ボル間位相差θkは、式９のようにして求めることができる。
【数９】

【００９５】
　式９から、シンボル間位相差θkを全てのサブバンドについて平均化すれば、搬送波周
波数誤差Δｆを推定することができ、残留周波数誤差を求めることができる。
【００９６】
　図７は、サブバンド相関部を二つとしたときの、サブバンド相関の位相およびシンボル
間位相差の平均を示す図である。
【００９７】
　同期シンボルタイミング毎に、第１および第２のサブバンド相関部１０８－１，１０８
－２は、それぞれ、第１および第２のサブバンド相関を出力する。ここでは、同期パター
ン間位相差検出部１０７で推定した粗い周波数誤差に基づいて、周波数補正部１０３が周
波数を補正しているが、残留周波数があったとする。
【００９８】
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　残留周波数がある場合、当該残留周波数に応じた一定の位相回転が全てのサブバンドで
生じる。このことは、式８の相関Ｃkにおいて、Δｆがサブバンド帯域Ｗkとは関係ない項
として存在していることから分かる。シンボル間位相差検出部１１０は、同期シンボル間
隔で、サブバンド毎の位相変化量（シンボル間位相差）を求め、サブバンド毎に求めた位
相変化量（シンボル間位相差）を平均化する。シンボル間位相差検出部１１０は、平均化
した位相変化量（シンボル間位相差）に基づいて、残留周波数誤差を求める。たとえば、
式９のθkに平均化したシンボル間位相差を代入し、Δｔ＝０と仮定して、Δｆを求める
ことができる。
【００９９】
　図７に示す例では、同期シンボル間隔が４Ｔｐであるので、シンボル間位相差検出部１
１０は、１／４Ｔｐ以内の搬送波周波数誤差を検出することが可能である。
【０１００】
　シンボル間位相差検出部１１０は、タイミング判定部１０６から同期シンボル終了タイ
ミングが出力されると、それまでに平均化した残留周波数誤差を保持し、当該残留周波数
誤差を周波数補正部１０３に入力する。周波数補正部１０３は、同期シンボル終了タイミ
ング以降の受信信号を、先に保持されている搬送波周波数誤差に加えて、新たに保持され
た残留周波数誤差を修正するように、受信周波数を補正する。
【０１０１】
　シンボル間位相差検出部１１０は、サブバンド毎に、同期シンボルタイミングでの位相
変化量（シンボル間位相差）をサブバンド間位相差検出部１１１に入力する。
【０１０２】
　サブバンド間位相差検出部１１１は、シンボル間位相差検出部１１０によって求められ
たサブバンド毎の同期シンボル間隔の位相変化量（シンボル間位相差）を、任意のサブバ
ンド間で比較する。サブバンド間位相差検出部１１１は、比較結果に基づいて、クロック
周波数誤差を検出する。
【０１０３】
　たとえば、シンボル間位相差が、式９のθkのように表される場合を考える。θkの時間
方向の差、すなわち、シンボル間位相差のサブバンド間の位相差θk+q－θkは、式１０の
ように表される。
【数１０】

【０１０４】
　式１０より、シンボル間位相差のサブバンド間の位相差を求めることによって、クロッ
ク周波数誤差Δｔを求めることができる。
【０１０５】
　式８に示すように、クロック周波数誤差Δｔを含む項は、サブバンドの帯域Ｗkを含ん
でいる。したがって、図４Ｃで説明したように、クロック周波数誤差が生じると、サブバ
ンド毎に、送受間位相差が変化することとなる。送受信間位相差の変化の度合いは、サブ
バンド周波数に比例する。
【０１０６】
　図８は、サブバンド相関部を二つとしたときの、サブバンド相関のシンボル間位相差お
よびサブバンド間位相差を示す図である。シンボル間位相差検出部１１０は、同期シンボ
ルタイミング毎に、サブバンド相関の位相変化量（シンボル間位相差）をサブバンド間位
相差検出部１１１に入力する。クロック周波数誤差がある場合、シンボル間位相差検出部
１１０から入力されるサブバンド相関の位相変化量は、サブバンド毎に異なることとなる
。サブバンド間位相差検出部１１１は、サブバンド間でサブバンド相関の位相変化量の差
（サブバンド間位相差）を求め、求めたサブバンド間位相差を平均化して、クロック周波
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数誤差を求める。式１０の例では、サブバンド間位相差検出部１１１は、任意の組み合わ
せでサブバンド間位相差を求める。より好ましくは、複数の組み合わせでサブバンド間位
相差を求め、それらを平均化する。任意の間隔のサブバンド間位相差からサブバンド周波
数に対する位相変化（図４Ｃの右図の点線の傾きに相当）を複数求めて平均化することで
、雑音の影響を少なくすることができる。
【０１０７】
　タイミング判定部１０６によって同期シンボル終了タイミングが検出されると、サブバ
ンド間位相差検出部１１１は、サブバンド間位相差の平均値に基づくクロック周波数誤差
を保持し、クロック発生部１０２に入力する。
【０１０８】
　クロック発生部１０２は、保持されたクロック周波数誤差に基づいて、クロック周波数
を補正する。Ａ／Ｄ変換部１０１は、補正されたクロック周波数に基づいて、同期シンボ
ル終了タイミング以降の受信信号をサンプリングする。
【０１０９】
　同期シンボル終了タイミング以降の受信データシンボル列は、搬送波周波数誤差および
クロック周波数誤差が補正されており、データ復調部１１２での復調誤りが軽減される。
【０１１０】
　このように、本実施形態によれば、受信装置は、まず、シンボル間隔よりも短い間隔の
同期パターン間隔における同期パターン相関値の位相差に基づいて、搬送波周波数誤差を
検出して、受信周波数の誤差を補正する。これによって、粗い搬送波周波数誤差が補正さ
れる。次に、受信装置は、サブバンドシンボルの相関の位相変化に基づいて、残留周波数
誤差を検出する。残留周波数誤差を検出する際、すでに粗い搬送波周波数誤差が補正され
ているので、受信装置は、精度良く、残留周波数誤差を検出することができる。受信装置
は、検出した残留周波数誤差に基づいて、受信周波数の誤差を補正する。これにより、大
きな搬送波周波数誤差がある場合でも、受信装置は、精度良く、搬送波周波数誤差を補正
することができる。受信装置は、各サブバンドのシンボル間位相差に基づいて、サブバン
ド間位相差を求め、サブバンド間位相差に基づいて、サンプリングクロック周波数誤差を
検出し、補正する。これにより、データシンボルの復調誤りを低減することができる。受
信装置は、同一の同期シンボルを用いて、タイミング検出、搬送波周波数誤差検出、およ
びクロック周波数誤差検出を行うことができるので、短時間で、送信側との間の同期を確
立することができる。
【０１１１】
　なお、サブバンド相関部は、少なくとも二つ存在すれば、残留周波数誤差およびクロッ
ク周波数誤差を求めることができる。
【０１１２】
　なお、それぞれのサブバンド相関部に割り当てられているサブバンドは、隣接している
サブバンドでなくてもよい。隣接していないサブバンドを用いる場合であっても、サブバ
ンド間位相差を求める際、サブバンド間位相差検出部１１１は、二つのサブバンド間の帯
域幅を考慮して、クロック周波数誤差を求めればよい。たとえば、式１０の例では、サブ
バンド間位相差検出部１１１は、クロック周波数誤差Δｔを求めるに際し、サブバンド間
位相差を二つのサブバンド間の帯域幅で除算することによって、クロック誤差を求めるこ
とができる。
【０１１３】
　なお、上記では、離散フーリエ変換による直交基底を用いた数式表現によって、本発明
の原理を説明した。しかし、本発明は、離散フーリエ変換による直交基底以外にも適用す
ることができ、その場合も、数式表現によって、本発明が実施可能であることを確認する
ことができる。
【０１１４】
　なお、上記実施形態において、シンボル間位相差検出部１１０は、サブバンド相関の位
相の比較を、同期シンボルタイミング毎に行うこととした。しかし、サブバンド相関の位
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相比較の間隔は、可変にしてもよい。つまり、位相比較の間隔を短くすれば、シンボル間
位相差検出部１１０は、搬送波周波数誤差の検出範囲を広くすることができる。逆に、位
相比較の間隔を長くすれば、搬送波周波数誤差の検出範囲は狭くなるが、シンボル間位相
差検出部１１０は、より精密な検出を行うことができる。よって、受信装置の動作開始時
など、周波数誤差が大きな場合は、シンボル間位相差検出部１１０は、例えば、１同期シ
ンボルタイミング毎に位相比較を行い、搬送波周波数誤差の検出範囲を広くすればよい。
その後複数回伝送フレームを受信し、周波数誤差が小さくなっている場合は、シンボル間
位相差検出部１１０は、例えば伝送フレーム間隔の同期シンボルタイミング毎に、位相比
較を行い、搬送波周波数誤差の検出範囲を狭めてより精密な検出をすることもできる。た
とえば、位相比較間隔Ｔｃ＝１［ｓｅｃ］である場合、位相差がπまで存在すれば、０．
５Ｈｚまでの周波数誤差が検出できる。位相比較間隔Ｔｃ＝０．１［ｓｅｃ］である場合
、位相差がπまで存在すれば、５Ｈｚまでの周波数誤差が検出できる。位相比較間隔Ｔｃ
＝１０［ｓｅｃ］である場合、位相差がπまで存在すれば、０．０５Ｈｚまでの周波数誤
差が検出できる。なお、位相差がΔφ以下の場合、位相差は、検出できない精度であった
とする。このような場合、周波数誤差が小さく、ある位相比較間隔Ｔｃでは位相差がΔφ
以下であっても、シンボル間位相差検出部１１０は、Ｔｃをｕ倍して位相比較すれば、位
相差がΔφより大きくなるので、位相差を検出すことができる。シンボル間位相差検出部
１１０は、値をｕで割れば、搬送波周波数誤差を推定することができる。
【０１１５】
　なお、本発明の受信装置は、直交ウエーブレット関数を用いてマルチキャリア変調され
ているデータシンボル列を受信するのに有効である。直交ウエーブレット関数を用いたマ
ルチキャリア変調では、サブキャリア間隔をＯＦＤＭ変調よりも狭くすることができる。
サブキャリア間隔が狭くなると、サイドローブが急峻となり、パイロット信号を用いて広
範囲の搬送波周波数誤差の補正およびクロック周波数誤差の補正が困難となる。なぜなら
、サブキャリア間隔が狭くなると、サブキャリア間干渉無くサブキャリアを分離するため
には、より精度のよい周波数補正が、サブキャリア分離演算（フーリエ変換などの直交変
換）の前に必要となり、データシンボルに埋め込まれたパイロット信号による周波数誤差
検出だけでは、周波数誤差の検出範囲は、サブキャリア間隔の数分の１程度となるからで
ある。したがって、本発明の同期シンボル列を用いた周波数誤差補正は、直交ウエーブレ
ット関数を用いてマルチキャリア変調されているデータシンボル列を受信するのに有効で
ある。
【０１１６】
　なお、本実施形態の各機能ブロックは、それぞれの機能を実行することができる手段と
して実現されていればよく、それぞれ一つのハードウエアの中に実現されていてもよいし
、別々のハードウエアの中に実現されていてもよい。
【０１１７】
　なお、本実施形態の受信装置は、ソフトウエア的に実現することも可能である。具体的
には、図９に示す動作を汎用のコンピュータ装置に実行させることができるプログラムを
受信装置内の記録媒体に格納しておき、当該コンピュータ装置で当該プログラムを実行さ
せることによって、本実施形態の受信装置を実現することができる。
【０１１８】
　図９は、本実施形態のプログラムを実行したときの受信装置の動作を示すフローチャー
トである。以下、図９を参照しながら、本実施形態のプログラムを実行したときの順装置
の動作について説明する。
【０１１９】
　まず、受信装置は、受信信号Ｒと同期パターンＰとの間の相関を求め、同期パターン相
関値とする（ステップＳ１０１）。次に、受信装置は、同期パターン相関値の大きさがピ
ークとなるタイミングを求め、ピークタイミングとする（ステップＳ１０２）。次に、受
信装置は、ピークタイミング毎に、前回のピークタイミングにおける同期パターン相関値
の位相と、今回のピークタイミングにおける同期パターン相関値の位相との差を求め、同
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期パターン間位相差とする（ステップＳ１０３）。
【０１２０】
　次に、受信装置は、ピークタイミングＴが所定回数検出されたか否かを判断し、所定回
数検出されたら、同期シンボル開始タイミングが到来したと判断して、それまでに求めた
同期パターン間位相差を平均化して、平均値に基づいて、粗い搬送波周波数誤差を推定し
、推定した粗い搬送波周波数誤差を保持する（ステップＳ１０４）。ステップＳ１０１か
らＳ１０４の処理は、同期シンボル列の前半部分での処理である。
【０１２１】
　受信装置は、粗い搬送波周波数誤差を保持したら、その後の受信信号の周波数を当該粗
い搬送波周波数誤差に基づいて、補正する（ステップＳ１０５）。
【０１２２】
　次に、受信装置は、同期シンボルが到来するタイミング毎に、サブバンドシンボルと周
波数が補正された受信信号との間の相関を求め、サブバンド相関とする（ステップＳ１０
６）。サブバンド相関は、少なくとも二つのサブバンドシンボルについて求められる。
【０１２３】
　次に、受信装置は、所定のシンボル間隔（たとえば、同期シンボル間隔）毎に、前回の
サブバンド相関の位相と、今回のサブバンド相関の位相との差を求め、シンボル間位相差
とする（ステップＳ１０７）。シンボル間位相差は、少なくとも二つのサブバンドシンボ
ルについて求められる。
【０１２４】
　次に、受信装置は、ステップＳ１０７で求められたシンボル間位相差について、サブバ
ンド間での差を求め、サブバンド間位相差とする（ステップＳ１０８）。
【０１２５】
　次に、受信装置は、同期パターン相関値の大きさのピークが到来しなくなると、同期シ
ンボル列が終了したと判断して、求めていたサブバンド間位相差を平均化して、クロック
周波数誤差を推定する（ステップＳ１０９）。
【０１２６】
　次に、受信装置は、求めていたシンボル間位相差を平均化して、残留周波数誤差を求め
る（ステップＳ１１０）。ステップＳ１０５～Ｓ１１０までの処理は、同期シンボル列の
後半部分を受信しているときの処理である。
【０１２７】
　次に、受信装置は、ステップＳ１０９で求めたクロック周波数誤差に基づいて補正され
たクロックを用いて、その後入力される信号をサンプリングする（ステップＳ１１１）。
【０１２８】
　次に、受信装置は、ステップＳ１１０で求めた残留周波数誤差に基づいて、サンプリン
グされた信号の周波数を補正する（ステップＳ１１２）。
【０１２９】
　次に、受信装置は、ステップＳ１１２で周波数が補正された信号を復調し（ステップＳ
１１３）、処理を終了する。ステップＳ１１１～ステップＳ１１３の処理は、データシン
ボル列を受信しているときの処理である。
【０１３０】
　このように、本実施形態に係る受信装置は、ソフトウエア的に実現することも可能であ
る。
【０１３１】
　なお、図１に示した各機能ブロックは、集積回路であるＬＳＩとして実現されてもよい
。これらの機能ブロックは、１チップ化されていてもよいし、一部又は全てを含むように
１チップ化されていてもよい。ここでは、ＬＳＩといったが、集積度の違いによっては、
ＩＣ、システムＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと称呼されることもある。また
、集積回路化の手法は、ＬＳＩに限られるものではなく、専用回路または汎用プロセッサ
で集積回路化を行ってもよい。また、ＬＳＩ製造後にプログラムすることが可能なＦＰＧ
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Ａ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）や、ＬＳＩ内部の
回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサーを用いてもよ
い。さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回
路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックを集積化してもよい。バ
イオ技術の適応等が可能性としてあり得る。
【０１３２】
　以上、本発明を詳細に説明してきたが、前述の説明はあらゆる点において本発明の例示
にすぎず、その範囲を限定しようとするものではない。本発明の範囲を逸脱することなく
種々の改良や変形を行うことができることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【０１３３】
　本発明にかかる受信装置は、搬送波周波数誤差が大きな場合でも、マルチキャリア同期
プリアンブルを用いてシンボル同期、搬送波周波数同期およびクロック周波数同期を短時
間で行えるため、有線または無線伝送装置等に用いるものとして有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１３４】
【図１】本発明の実施形態における受信装置１の機能的構成を示すブロック図
【図２】受信装置１で受信する伝送フレームの一例を示す図
【図３Ａ】同期シンボルＳの周波数軸表現を模式的に示す図
【図３Ｂ】図３Ａに示すように周波数配置されたサブバンドシンボルが合成された同期シ
ンボルの時間軸表現を模式的に示す図
【図４Ａ】搬送波周波数誤差およびクロック周波数誤差が存在しなかった場合を示す図
【図４Ｂ】受信時に搬送波周波数誤差がある場合を示す図
【図４Ｃ】受信時にクロック周波数誤差がある場合を示す図
【図５】同期パターン間位相差検出部１０７における動作を説明するための図
【図６】一つの同期シンボルが四つの同期パターンの繰り返しから構成され、同期シンボ
ル列が四つの同期シンボルから構成されるときの同期パターン相関値、ピークタイミング
、同期シンボル開始タイミング、同期シンボルタイミング、同期シンボル終了タイミング
の例を示す図
【図７】サブバンド相関部を二つとしたときの、サブバンド相関の位相およびシンボル間
位相差の平均を示す図
【図８】サブバンド相関部を二つとしたときの、サブバンド相関のシンボル間位相差およ
びサブバンド間位相差を示す図
【図９】本実施形態のプログラムを実行したときの受信装置の動作を示すフローチャート
【図１０】特許文献１で開示されている従来のＯＦＤＭ受信装置２１０の構成を示す図
【符号の説明】
【０１３５】
１０１　Ａ／Ｄ変換部
１０２　クロック発生部
１０３　周波数補正部
１０４　同期パターン相関部
１０５　ピーク検出部
１０６　タイミング判定部
１０７　同期パターン間位相差検出部
１０８－１～１０８－Ｖ　　サブバンド相関部
１１０　シンボル間位相差検出部
１１１　サブバンド間位相差検出部
１１２　データ復調部
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
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【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図４Ｃ】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】
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