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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガードインターバル部及び有効シンボル部を有するシンボルを固定長の送信時間間隔毎
に複数個送信又は受信する直交周波数時分割多重化（ＯＦＤＭ）方式の移動通信システム
で使用される無線パラメータ群を生成する装置であって、
　１組の第１シンボルパラメータ群により定められる有効シンボル部の期間と同じ期間の
有効シンボル部を有し、該１組の第１シンボルパラメータ群により定められるガードイン
ターバル部の期間とは異なる期間のガードインターバル部を有するシンボルを規定する別
の１組の第２シンボルパラメータ群を導出する手段と、
　１組の第１シンボルパラメータ群により定められる１シンボル中のガードインターバル
部の占める割合と別の１組の第３シンボルパラメータ群により定められる１シンボル中の
ガードインターバル部の占める割合が等しく且つシンボルの長さが異なるシンボルを規定
する別の１組の第３シンボルパラメータ群を導出する手段と、
　を有し、第１シンボルパラメータ群、第２シンボルパラメータ群、第３シンボルパラメ
ータ群では、固定長の送信時間間隔中のシンボル数が互いに異なるように、シンボル数が
調整されることを特徴とする無線パラメータ群を生成する装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線パラメータ群を生成する装置、送信機及び受信機に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　映像通信やデータ通信が主に行われる移動通信システムでは、従来の移動通信システム
（ＩＭＴ－２０００）をはるかにしのぐ能力が求められ、大容量化、高速化、ブロードバ
ンド化等を十分に達成する必要がある。この種のシステムでは、屋内や屋外での様々な通
信環境が想定される。屋外では例えば高速移動する移動局に対する高速パケット伝送を可
能にするため、広範な領域を網羅する複数のセル（マルチセル）が用意される。屋内では
電波の減衰が大きいので、屋外基地局で無線通信をサポートするのではなく、アクセスポ
イントが屋内に設けられる。また、通信リソースの利用効率を高める等の観点から、従来
の回線交換型の通信ではなく、無線区間でもパケット伝送による通信が行われる。更に、
基地局より上位の装置と移動局との間の通信、特に下り方向のデータ伝送では、ユニキャ
スト方式だけでなく、マルチキャスト方式やブロードキャスト方式も行われる（将来的な
通信システムの動向については、例えば非特許文献１参照。）。
【０００３】
　一方、広帯域の移動通信システムでは、マルチパス環境による周波数選択性フェージン
グの影響が顕著になる。このため、直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ：Ｏｒｔｈｏｇｏｎ
ａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）方式が、次
世代の通信方式に有望視されている。ＯＦＤＭ方式では、伝送すべき情報を含む有効シン
ボル部にガードインターバル部を付加することで１つのシンボルが形成され、所定の送信
時間間隔（ＴＴＩ：Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）の間に複
数個のシンボルが送信される。ガードインターバル部は、有効シンボル部に含まれている
情報の一部で作成される。ガードインターバル部は、サイクリックプレフィックス（ＣＰ
：ｃｙｃｌｉｃ　ｐｒｅｆｉｘ）又はオーバーヘッドとも呼ばれる。
【０００４】
　受信側では、様々な伝搬遅延を有するパスが受信される。ＯＦＤＭ方式では、伝搬遅延
量がガードインターバル部の期間内に収まっていれば、シンボル間干渉を効果的に抑制す
ることができる。従って、ガードインターバルの期間を比較的長くすることで、様々な遅
延波を有効に合成することができる。このことは、非常に大きなセル半径で通信が行われ
る場合や、マルチキャスト方式で様々なセルから移動局へ同一の情報が同時に伝送される
場合に特に有利である。しかしながら、ガードインターバル部の内容は有効シンボル部の
一部にすぎないので、ガードインターバル部の期間を長くすることは、情報の伝送効率の
観点からは望ましくない。市街地や屋内のような伝搬遅延の比較的短い環境や、ユニキャ
スト方式が行われる環境等では、比較的短い期間のガードインターバル部でも通信品質が
十分に保たれるかもしれない。従って、様々な通信環境に最適な１種類のガードインター
バル部を設定することはできない。このような観点からは、長短様々なガードインターバ
ル部を有するシンボルを規定する無線パラメータ群を多数用意し、その都度最適なシンボ
ルフォーマットで無線通信を行うことも考えられる。しかしながら、多種多様なシンボル
フォーマットに合わせて行う信号処理の負担は極めて大きく、装置構成が比較的簡易な移
動局にとっては不利になる。動作周波数（クロック周波数）に選択肢のない移動局では、
可能な信号処理に関する制約が厳しいので、そのような簡易な移動局では特に不利になる
。
【非特許文献１】大津：“Ｓｙｓｔｅｍｓ　ｂｅｙｏｎｄ　ＩＭＴ－２０００へのチャレ
ンジ～ワイヤレスからのアプローチ～”，ＩＴＵジャーナル，Ｖｏｌ．３３，Ｎｏ．３，
ｐｐ．２６－３０，Ｍａｒ．２００３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記の送信時間間隔（ＴＴＩ）は情報伝送における様々な単位を規定し、例
えば、パケットの送信単位、ＭＣＳ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓ
ｃｈｅｍｅ）におけるデータ変調方式及びチャネル符号化率の更新単位、誤り訂正符号化
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の単位、自動再送制御（ＡＲＱ：Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　ｒｅＱｕｅｓｔ）
における再送単位、パケットスケジューリングの単位等がＴＴＩによって決まる。ＭＣＳ
情報、再送情報、スケジューリング情報等のような制御チャネルは、データチャネルを復
調するのに使用されるので、ＴＴＩ毎に送信されるデータチャネルと共に伝送される必要
がある。一方、ユーザは、通信する情報内容に応じて、１つ又は複数のＴＴＩにわたって
情報を伝送することができる。従って、データ伝送に複数のＴＴＩが使用される場合には
、ＴＴＩの各々で制御チャネルが多重化されて伝送される。しかしながら、同一のユーザ
が時間的に連続的にデータを伝送する場合には（図１参照）、無線パラメータをＴＴＩ毎
に変える必要性は少ないので、制御チャネルは必ずしもＴＴＩ毎に必要ではないかもしれ
ない。このような状況は、データ伝送効率の観点からは好ましいとは言えない。
【０００６】
　広帯域の周波数帯域が複数の周波数ブロックに分割され、周波数方向の情報伝送単位が
その周波数ブロックで規定されるＯＦＤＭ方式の移動通信システムが検討されている。周
波数ブロックはチャンク（ｃｈｕｎｋ）とも呼ばれ、１つの周波数ブロックは１以上のサ
ブキャリアを含む。ユーザは、通信する内容に応じて、１以上の周波数ブロックを用いて
情報を伝送することができる。データチャネルは周波数ブロック毎に伝送されるので、デ
ータ伝送に複数の周波数ブロックが使用される場合には、周波数ブロックの各々で制御チ
ャネルが多重化されて伝送される。この制御チャネルには、上記のＭＣＳ情報等に加えて
周波数ブロックの割り当て情報等が含まれてもよい。この場合についても、同一のユーザ
が複数の周波数ブロックでデータを伝送する場合には（図２参照）、制御チャネルは必ず
しも周波数ブロック毎に必要ではないかもしれない。このような状況もデータ伝送効率の
観点から好ましいとは言えない。
【０００７】
　本発明は、上記問題点の少なくとも１つに対処するためになされたものであり、その課
題は、ＯＦＤＭ方式の移動通信システムにおける情報の伝送効率を向上させる送信装置、
受信装置及びそのための無線パラメータを生成する装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明では、ＯＦＤＭ方式の送信装置が使用される。送信装置は、送信時間間隔毎に更
新される変調多値数及びチャネル符号化率でデータチャネルに対するデータ変調及びチャ
ネル符号化を行う手段と、送信時間間隔毎に制御チャネル及びデータチャネルを多重化す
る手段と、送信時間間隔の長さを調整する手段とを有する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、ＯＦＤＭ方式の移動通信システムにおける情報の伝送効率を向上させ
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明の一態様によれば、送信時間間隔（ＴＴＩ）が通信状況に応じて変更される。制
御チャネルはＴＴＩ毎にデータチャネルに多重化される。制御チャネルは、一部のサブキ
ャリアに多重化されてもよい。時間方向及び／又は周波数方向の情報伝送単位を通信状況
に応じて大きくすることで、制御チャネルの挿入頻度を少なくし、データ伝送効率を向上
させることができる。
【００１１】
　制御チャネルは、変調多値数及びチャネル符号化率の情報を含んでもよい。通信装置は
は、ガードインターバル部の期間の長さが異なり有効シンボル部の期間の長さが等しい２
種類以上のシンボルをそれぞれ規定する２種類以上のパラメータ群を格納してもよい。通
信状況に相応しいシンボルを速やかに設定することができる。
【００１２】
　本発明の一態様によれば、ガードインターバル部及び有効シンボル部を有するシンボル
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を送信時間間隔毎に複数個送信又は受信するＯＦＤＭ方式の移動通信システムで使用され
る無線パラメータ群を生成する装置が使用される。本装置は、１組のシンボルパラメータ
群により定められる有効シンボル部の期間と同じ期間の有効シンボル部を有し、該１組の
シンボルパラメータ群により定められるガードインターバル部の期間とは異なる期間のガ
ードインターバル部を有するシンボルを規定する別の１組のシンボルパラメータ群を導出
する手段を有する。本装置は、１組のシンボルパラメータ群により定められる１シンボル
中のガードインターバル部の占める割合と別の１組のシンボルパラメータ群により定めら
れる１シンボル中のガードインターバル部の占める割合が等しく且つシンボルの長さが異
なるシンボルを規定する別の１組のシンボルパラメータ群を導出する手段を有する。１つ
の送信時間間隔の間に整数個のシンボルが通信されるように、送信時間間隔の長さ、シン
ボルの長さ又は送信時間間隔及びシンボル双方の長さが調整される。これにより、使用さ
れるサブキャリア数、損失率（シンボル中でガードインターバル部の占める割合）及びＴ
ＴＩの１以上が所望の値になる無線パラメータ群が効率的に導出される。例えば、有効シ
ンボル部の期間即ちサブキャリア間隔が等しければ、何れのシンボルパラメータ群が使用
されても、無線通信機は、ＯＦＤＭ方式の変調及び復調処理（高速逆フーリエ変換及び高
速フーリエ変換）における信号処理方法を変えなくて済む。また、損失率は一定に維持さ
れと、何れのシンボルパラメータ群が使用される場合でもデータ伝送効率を一定に維持す
ることができる。
【００１３】
　本発明の一態様によれば、サブキャリア間隔及び損失率が所望の値になるように、シン
ボルパラメータ群が導出される。例えば、ある１組のシンボルパラメータ群で定められる
サブキャリア数は、別の１組のシンボルパラメータ群で定められるサブキャリア数の整数
倍に設定されてもよい。これにより、サブキャリア間隔及び損失率を制御しながら、ガー
ドインターバル部の期間が大きく異なるシンボルパラメータ群を導出することができる。
損失率を一定にしながら導出されたシンボルが１つの送信時間間隔の中に非整数個含まれ
るようになった場合は、送信時間間隔を延長することで、送信時間間隔当たりのシンボル
数を整数個に合わせることができる。これは信号処理の簡易化を図る観点から好ましい。
【実施例１】
【００１４】
　以下の実施例では、下りリンクに直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）方式を採用するシ
ステムが説明されるが、他のマルチキャリア方式のシステムに本発明が適用されてもよい
。
【００１５】
　図３は、本発明の一実施例による送信機の概略ブロック図（その１）を示す。この送信
機は典型的には基地局に設けられるが、同様の送信機が移動局に備えられてもよい。基地
局は、ＮＤ個のデータチャネル処理部３０２－１～ＮＤと、制御チャネル処理部３０４と
、多重部（ＭＵＸ）３０６と、高速逆フーリエ変換部（ＩＦＦＴ）３０８と、ガードイン
ターバル挿入部３１０と、ディジタルアナログ変換部（Ｄ／Ａ）３１２と、シンボルパラ
メータ調整部３２０と、ＴＴＩ調整部３２１とを有する。ＮＤ個のデータチャネル処理部
３０２－１～ＮＤは同様な構成及び機能を有するので、３０２－１がそれらを代表して説
明される。データチャネル処理部３０２－１は、ターボ符号器３２２と、データ変調器３
２４と、インターリーバ３２６と、直並列変換部（Ｓ／Ｐ）３２８とを有する。制御チャ
ネル処理部３０４は、畳込み符号器３４２と、ＱＰＳＫ変調器３４４と、インターリーバ
３４６と、直並列変換部（Ｓ／Ｐ）３４８とを有する。
【００１６】
　ＮＤ個のデータチャネル処理部３０２－１～ＮＤは、トラフィック情報データをＯＦＤ
Ｍ方式で伝送するためのベースバンド処理を行う。ターボ符号器３２２は、トラフィック
情報データの誤り耐性を高めるための符号化を行う。データ変調器３２４は、ＱＰＳＫ、
１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ等のような適切な変調方式で、トラフィック情報データを変調す
る。適応変調符号化（ＡＭＣ：Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏ
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ｄｉｎｇ）が行われる場合には、この変調方式は適宜変更される。インターリーバ３２６
は、トラフィック情報データの並ぶ順序を所定のパターンに従って並べ換える。直並列変
換部（Ｓ／Ｐ）３２８は、直列的な信号系列（ストリーム）を並列的な信号系列に変換す
る。並列的な信号系列数は、サブキャリア数に応じて決定されてもよい。データチャネル
処理部での動作は、ＴＴＩ調整部３２１から通知される送信時間間隔毎になされる。
【００１７】
　制御チャネル処理部３０４は、制御情報データをＯＦＤＭ方式で伝送するためのベース
バンド処理を行う。畳込み符号器３４２は、制御情報データの誤り耐性を高めるための符
号化を行う。ＱＰＳＫ変調器３４４は、制御情報データをＱＰＳＫ変調方式で変調する。
適切ないかなる変調方式が採用されてもよいが、制御情報データの情報量は比較的少ない
ので、本実施例では、変調多値数の少ないＱＰＳＫ変調方式が採用されている。インター
リーバ３４６は、制御情報データの並ぶ順序を所定のパターンに従って並べ換える。直並
列変換部（Ｓ／Ｐ）３４８は、直列的な信号系列を並列的な信号系列に変換する。並列的
な信号系列数は、サブキャリア数に応じて決定されてもよい。
【００１８】
　多重部（ＭＵＸ）３０６は、変調及び符号化等の処理済みのトラフィック情報データと
、処理済みの制御情報データとを送信時間間隔毎に多重化し、出力する。本実施例では、
多重部３０６に、パイロットチャネルが入力され、これも多重化される。他の実施例では
、図中破線で示されるように、パイロットチャネルが直並列変換部３４８に入力され、パ
イロットチャネルが周波数軸方向に多重化されてもよい。多重化は、時間方向、周波数方
向又は時間及び周波数の２方向の何れかの手法でなされてもよい。
【００１９】
　高速逆フーリエ変換部３０８は、そこに入力された信号を高速逆フーリエ変換し、ＯＦ
ＤＭ方式の変調を行う。
【００２０】
　ガードインターバル挿入部３１０は、変調済みの信号にガードインターバルを付加する
ことで、ＯＦＤＭ方式におけるシンボルを作成する。周知のように、ガードインターバル
は、伝送するシンボルの先頭又は末尾の一部を複製することによって得られる。
【００２１】
　ディジタルアナログ変換部（Ｄ／Ａ）３１２は、ベースバンドのディジタル信号をアナ
ログ信号に変換する。
【００２２】
　シンボルパラメータ調整部３２０は、通信に使用されるシンボルのパラメータを調整す
る。シンボルパラメータ（群）は、ＯＦＤＭ方式のシンボルのフォーマットを規定する情
報を含み、ガードインターバル部の期間ＴＧＩ、有効シンボル部の期間、１シンボル中の
ガードインターバル部の占める割合、サブキャリア間隔Δｆ等の値を特定する一群の情報
を含む。なお、有効シンボル部の期間はサブキャリア間隔の逆数１／Δｆに等しい。シン
ボルパラメータ調整部３２０は、通信状況に応じて或いは他の装置からの指示に応じて、
適切なシンボルパラメータ群を設定する。例えば、シンボルパラメータ調整部３２０は、
行われる通信がマルチキャスト方式であるか否かに応じて、使用するシンボルパラメータ
群を使い分けてもよい。例えば、ユニキャスト方式が行われている場合には、より短期間
のガードインターバル部を規定するシンボルパラメータ群が使用され、マルチキャスト方
式が行われる場合には、より長期間のガードインターバル部を規定するシンボルパラメー
タ群が使用されてもよい。シンボルパラメータ調整部３２０は、適切なシンボルパラメー
タ群を、その都度計算して導出してもよいし、或いはシンボルパラメータ群の複数の組を
予めメモリに記憶させておき、必要に応じてそれらの内の１組が選択されてもよい。シン
ボルパラメータ群がどのように導出されるかについては、後述される。
【００２３】
　ＴＴＩ調整部３２１は、送信時間間隔（ＴＴＩ）の長さを決定し、決定された送信時間
間隔の長さをデータチャネル処理部３０２－１～ＮＤの各々に、多重部３０６に及びシン
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ボルパラメータ調整部３２０に通知する。ＴＴＩの長さは、トラフィックサイズのような
アプリケーションにより決定される情報、使用する周波数帯域幅のような基地局情報、マ
ルチキャストやユニキャストやブロードキャストのようなサービス種別情報等に応じて決
定されてもよい。送信時間間隔の長さは、送信側で決定された後に、何らかの制御信号に
より受信側に通知されてもよい。送信時間間隔は例えば呼の確立時に設定されてもよい。
【００２４】
　図４は、本発明の一実施例による送信機の概略ブロック図（その２）を示し、図１のデ
ィジタルアナログ変換部３１２以降の部分（ＲＦ送信部）を示す。ＲＦ送信部は、直交変
調器４０２と、局部発振器４０４と、バンドパスフィルタ４０６と、ミキサ４０８と、局
部発振器４１０と、バンドパスフィルタ４１２と、電力増幅器４１４とを有する。
【００２５】
　直交変調器４０２は、そこに入力された信号から、中間周波数の同相成分（Ｉ）及び直
交成分（Ｑ）を生成する。バンドパスフィルタ４０６は、中間周波数帯域に対する余分な
周波数成分を除去する。ミキサ４０８は、局部発振器４１０を用いて、中間周波数の信号
を高周波数の信号に変換（アップコンバート）する。バンドパスフィルタ４１２は余分な
周波数成分を除去する。電力増幅器４１４は、アンテナ４１６から無線送信を行うために
、信号の電力を増幅する。
【００２６】
　概して、図３のデータチャネル処理部に入力されたトラフィック情報データは、ターボ
符号器３２２で符号化され、データ変調部３２４で変調され、インターリーバ３２６で並
べ換えられ、直並列変換器３２８で並列化される。制御情報データも同様に、符号化され
、変調され、インターリーブされ、並列化される。データチャネル及び制御チャネルは、
多重部３０６でサブキャリア毎に送信時間間隔毎に多重化され、高速逆フーリエ変換部３
０８でＯＦＤＭ方式の変調が行われ、変調後の信号にガードインターバルが付加され、ベ
ースバンドのＯＦＤＭシンボルが出力される。ベースバンドの信号は、アナログ信号に変
換され、図４のＲＦ処理部の直交変調器４０２で直交変調され、帯域制限の後に適切に増
幅されて無線送信される。
【００２７】
　図５は、本発明の一実施例による受信機の概略ブロック図を示す。このような受信機は
、典型的には移動局に設けられるが、基地局に備えられてもよい。受信機は、アンテナ５
０２と、低雑音増幅器５０４と、ミキサ５０６と、局部発振器５０８と、帯域通過フィル
タ５１０と、自動利得制御部５１２と、直交検波器５１４と、局部発振器５１６と、アナ
ログディジタル変換部５１８と、シンボルタイミング検出部５２０と、ガードインターバ
ル除去部５２２と、高速フーリエ変換部５２４と、デマルチプレクサ５２６と、チャネル
推定部５２８と、チャネル補償部５３０と、並直列変換部（Ｐ／Ｓ）５３２と、チャネル
補償部５３４と、デインタリーバ５３６と、データ復調部５３７と、ターボ符号器５３８
と、ビタビデコーダ５４０と、シンボルパラメータ調整部５４２と、ＴＴＩ調整部５４４
とを有する。
【００２８】
　低雑音増幅器５０４は、アンテナ５０２で受信した信号を適切に増幅する。増幅後の信
号は、ミキサ５０６及び局部発振器５０８により中間周波数に変換される（ダウンコンバ
ート）。帯域通過フィルタ５１０は、不要な周波数成分を除去する。自動利得制御部５１
２は、信号レベルが適切に維持されるように、増幅器の利得が制御される。直交検波器５
１４は、局部発振器５１６を用いて、受信した信号の同相成分（Ｉ）及び直交成分（Ｑ）
に基づいて、直交復調する。アナログディジタル変換部５１８は、アナログ信号をディジ
タル信号に変換する。
【００２９】
　シンボルタイミング検出部５２０は、ディジタル信号に基づいて、シンボル（シンボル
境界）のタイミングを検出する。
【００３０】



(7) JP 4732808 B2 2011.7.27

10

20

30

40

50

　ガードインターバル除去部５２２は、受信した信号からガードインターバルに相当する
部分を除去する。
【００３１】
　高速フーリエ変換部５２４は、入力された信号を高速フーリエ変換し、ＯＦＤＭ方式の
復調を行う。
【００３２】
　デマルチプレクサ５２６は、受信した信号に多重化されているパイロットチャネル、制
御チャネル及びデータチャネルを分離する。この分離方法は、送信側の多重化（図１の多
重部３０６での処理内容）に対応して行われる。
【００３３】
　チャネル推定部５２８は、パイロットチャネルを用いて伝搬路の状況を推定し、チャネ
ル変動を補償するように、振幅及び位相を調整するための制御信号を出力する。この制御
信号は、サブキャリア毎に出力される。
【００３４】
　チャネル補償部５３０は、データチャネルの振幅及び位相を、チャネル推定部５２８か
らの情報に従ってサブキャリア毎に調整する。
【００３５】
　並直列変換部（Ｐ／Ｓ）５３２は、並列的な信号系列を直列の信号系列に変換する。
【００３６】
　チャネル補償部５３４は、制御チャネルの振幅及び位相を、チャネル推定部５２８から
の情報に従ってサブキャリア毎に調整する。
【００３７】
　デインタリーバ５３６は、信号の並ぶ順序を所定のパターンに従って送信時間間隔毎に
変更する。所定のパターンは、送信側のインターリーバ（図１の３２６）で行われる並べ
換えの逆パターンに相当する。
【００３８】
　データ復調器５３７は、送信側で行われた変調方式に合わせて受信信号の復調を送信時
間間隔毎に行う。
【００３９】
　ターボ復号器５３８及びビタビデコーダ５４０は、トラフィック情報データ及び制御情
報データをそれぞれ復号する。
【００４０】
　シンボルパラメータ調整部５４２は、図１のシンボルパラメータ調整部３２０と同様に
、通信に使用されるシンボルパラメータを設定する。シンボルパラメータ調整部５４２は
、適切なシンボルパラメータ群を、その都度計算して導出してもよいし、或いはシンボル
パラメータ群の複数の組を予めメモリに記憶させておき、必要に応じてそれらにアクセス
してもよい。シンボルパラメータ群がどのように導出されるかについては、後述される。
【００４１】
　ＴＴＩ調整部５４４は、送信時間間隔の長さを決定し、分離部５２６、デインタリーバ
５３６、データ復調器５３７、ターボ復号器５３８及びシンボルパラメータ調整部５４２
等に通知する。送信時間間隔の長さは、送信側で決定された後に、何らかの制御信号によ
り受信側に通知されてもよい。送信時間間隔は例えば呼の確立時に設定されてもよい。
【００４２】
　アンテナで受信された信号は、ＲＦ受信部内で増幅、周波数変換、帯域制限、直交復調
等の処理を経てディジタル信号に変換される。ガードインターバルの除去された信号に対
して、高速フーリエ変換部５２４によってＯＦＤＭ方式の復調が行われる。復調後の信号
は、分離部５３６でパイロットチャネル、制御チャネル及びデータチャネルにそれぞれ分
離される。パイロットチャネルは、チャネル推定部に入力され、伝搬路の変動を補償する
ための補償信号がそこからサブキャリア毎に出力される。データチャネルはその補償信号
を用いてサブキャリア毎に補償され、直列的な信号に変換される。変換後の信号は、デイ
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ンタリーバ５２６で、インターリーバで施された並べ換えと逆パターンで並べ換えられ、
データ変調器５３７で復調され、ターボ復号器５３８で復号される。制御チャネルも同様
に、補償信号によりチャネル変動が補償され、ビタビデコーダ５４０で復号される。以後
、復元されたデータ及び制御チャネルを利用する信号処理が行われる。
【００４３】
　図６は、本実施例でなされるデータ伝送の様子を示す。本実施例では、送信時間間隔Ｔ
ＴＩは１種類に固定されてはおらず、長短２種類のＴＴＩを通信状況に応じて使い分ける
ことができる。但し、既存の通信システムとの後方互換性を確保する等の要請を満たすた
め、フレーム長は一定に固定される。図示の例では、長い送信時間間隔は、短いものの２
倍の長さを有する。例えば、フレーム長が１０ｍｓであり、短いＴＴＩが０．５ｍｓであ
り、長いＴＴＩが１．０ｍｓである。前者は１フレーム内に２０ＴＴＩを含み、後者は１
フレーム内に１０ＴＴＩしか含まない。説明の便宜上、図示の例ではＴＴＩの長さは２種
類しか用意されていないが、より多くの長さのＴＴＩが用意されてもよい。
【００４４】
　上述したように、ＴＴＩは情報伝送における様々な単位を規定し、例えば、パケットの
送信単位、ＭＣＳ法におけるデータ変調方式及びチャネル符号化率の更新単位、誤り訂正
符号化の単位、自動再送制御（ＡＲＱ）における再送単位、パケットスケジューリングの
単位等がＴＴＩによって決まる。ＭＣＳ情報、再送情報、スケジューリング情報等のよう
な制御チャネルは、データチャネルを復調するのに使用されるので、ＴＴＩ毎に送信され
るデータチャネルと共に伝送される必要がある。この場合に、より長いＴＴＩが使用され
るならば、制御チャネルの挿入頻度も少なくなり、情報の伝送効率を向上させることがで
きる（図７参照）。
【００４５】
　このような手法は、広帯域の周波数帯域が複数の周波数ブロック（又はチャンク）に分
割され、周波数方向の情報伝送単位がその周波数ブロックで規定される場合に応用するこ
ともできる。即ち、同一のユーザが複数の周波数ブロックでデータを伝送する場合に、総
てのチャンクで制御チャネルを伝送せず、１つのチャンクだけで制御チャネルが伝送され
てもよい（図８参照）。
【００４６】
　時間方向及び／又は周波数方向の情報伝送単位を柔軟に変更できるようにすることで、
制御チャネルの挿入率が不必要に大きくなることを抑制し、情報の伝送効率を向上させる
ことができる。特に、図７に示されるように使用可能な周波数帯域が狭い場合には、伝送
効率の良否は伝送遅延に直結するので、ＴＴＩの調整は比較的周波数帯域が狭い場合に特
に有利である。
【実施例２】
【００４７】
　次に、シンボルパラメータ調整部３２０（図３）及び５４２（図５）で設定されるシン
ボルパラメータ群の内容及び導出法が説明される。シンボルパラメータ群は、サブキャリ
ア間隔、サンプリング周波数、有効シンボル部の期間、ガードインターバル部の期間、１
ＴＴＩに含まれるシンボル数等を指定するものとする。但し、これらのパラメータの総て
が独立に設定可能であるわけではない。例えば、サブキャリア間隔と有効シンボル部の期
間は、互いに逆数の関係にある。また、１シンボルの期間（ガードインターバル部と有効
シンボル部の合計期間）にシンボル数を乗じたものが、１つのＴＴＩの期間になる。以下
の説明では、第１のシンボルパラメータ群から第２のシンボルパラメータ群を導出する３
つの方法が説明される。
【００４８】
　まず、図９（Ａ）に示されるように、第１のシンボルパラメータ群が次のように設定さ
れているものとする。
【００４９】
　　　サブキャリア間隔　＝　２２．５ｋＨｚ
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　　　全サブキャリア数　＝　２００
　　　サンプリング周波数　＝　５．７６ＭＨｚ＝３／２×３．８４ＭＨｚ
　　　有効シンボル部の期間　＝　２５６サンプル（４４．４μｓ）
　　　ガードインターバル部の期間　＝　３２サンプル（５．５μｓ）
　　　１シンボルの期間　＝　２８８サンプル（ガードインターバル部＋有効シンボル部
）
　　　損失率　＝　３２／２８８　＝　１１．１％
　　　１ＴＴＩに含まれるシンボル数　＝　１０
　　　１ＴＴＩの期間　＝　０．５ｍｓ
　　　１フレームの期間　＝　１０ｍｓ。
なお、損失率とは１シンボル中のガードインターバル部の占める割合である。この部分は
データ伝送効率を向上させる観点からは冗長な部分になる。損失率ηと、ガードインター
バル部の期間ＴＧＩと、有効シンボル部の期間Ｔｅｆｆとの間には、
　　　η＝ＴＧＩ／（ＴＧＩ＋Ｔｅｆｆ）×１００［％］
の関係が成立する。
【００５０】
　（１）シンボルパラメータ群を導出する第１の方法は、サブキャリア間隔を一定に維持
しつつ、１ＴＴＩ中のシンボル数を減らし、ガードインターバル部の期間を増やす。例え
ば、第１のシンボルパラメータでは１ＴＴＩに１０シンボル含まれているが、これが９シ
ンボルに減らされる。減らした１シンボル（２８８サンプル）分の期間が９等分され、そ
れらがガードインターバル部にそれぞれ追加される。その結果、図９（Ｂ）に示されるよ
うに、有効シンボル部の期間（２５６サンプル）は等しいが、ガードインターバル部の期
間が広くなったシンボルが１ＴＴＩ中に９個含まれる。このようにして導出された第２の
シンボルパラメータ群は、次のような値を有する。
【００５１】
　　　サブキャリア間隔　＝　２２．５ｋＨｚ
　　　全サブキャリア数　＝　２００
　　　サンプリング周波数　＝　５．７６ＭＨｚ＝３／２×３．８４ＭＨｚ
　　　有効シンボル部の期間　＝　２５６サンプル（４４．４μｓ）
　　　ガードインターバル部の期間　＝　６４サンプル（１１．１μｓ）
　　　１シンボルの期間　＝　３２０サンプル
　　　損失率　＝　６４／３２０　＝　２０％
　　　１ＴＴＩに含まれるシンボル数　＝　９
　　　１ＴＴＩの期間　＝　０．５ｍｓ
　　　１フレームの期間　＝　１０ｍｓ。
【００５２】
　この第１の手法により、１ＴＴＩ中のシンボル数が８に減らされた場合、第２のシンボ
ルパラメータ群は次のような値を有する（図９（Ｃ））。
【００５３】
　　　サブキャリア間隔　＝　２２．５ｋＨｚ
　　　全サブキャリア数　＝　２００
　　　サンプリング周波数　＝　５．７６ＭＨｚ＝３／２×３．８４ＭＨｚ
　　　有効シンボル部の期間　＝　２５６サンプル（４４．４μｓ）
　　　ガードインターバル部の期間　＝　１０４サンプル（１８．１μｓ）
　　　１シンボルの期間　＝　３６０サンプル
　　　損失率　＝　１０４／３６０　＝　２８．９％
　　　１ＴＴＩに含まれるシンボル数　＝　８
　　　１ＴＴＩの期間　＝　０．５ｍｓ
　　　１フレームの期間　＝　１０ｍｓ。
【００５４】
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　以下同様にして、１ＴＴＩ中のシンボル数の異なるシンボルパラメータ群を導出するこ
とができる。この場合において、有効シンボル部の期間は常に一定に維持されるので、サ
ブキャリア間隔を一定に維持することができる。即ち、この手法で導出されたシンボルパ
ラメータ群は、いずれも同じサブキャリア間隔を規定するが、ガードインターバル部の期
間及びシンボル数は互いに異なる。
【００５５】
　（２）シンボルパラメータ群を導出する第２の方法は、損失率を一定に維持しながら１
ＴＴＩ中のシンボル数を変更する。損失率の定義から理解できるように、損失率を一定に
するには、ガードインターバル部及び有効シンボル部の割合が一定に維持されなければな
らない。例えば、第１のシンボルパラメータ群に対して、図９（Ｄ）に示されるように、
ガードインターバル部及び有効シンボル部の期間をそれぞれ２倍に増やし、１ＴＴＩ中の
シンボル数を５つにすることができる。この場合の第２のシンボルパラメータ群は次のよ
うな値を有する。
【００５６】
　　　サブキャリア間隔　＝　１１．２５（＝２２．５÷２）ｋＨｚ
　　　全サブキャリア数　＝　４００（＝２００×２）
　　　サンプリング周波数　＝　５．７６ＭＨｚ＝３／２×３．８４ＭＨｚ
　　　有効シンボル部の期間　＝　５１２（＝２５６×２）サンプル（８８．８μｓ）
　　　ガードインターバル部の期間　＝　６４（＝３２×２）サンプル（１１．１μｓ）
　　　１シンボルの期間　＝　５７６サンプル
　　　損失率　＝　６４／５７６　＝　１１．１％
　　　１ＴＴＩに含まれるシンボル数　＝　５
　　　１ＴＴＩの期間　＝　０．５ｍｓ
　　　１フレームの期間　＝　１０ｍｓ。
【００５７】
　更に、第１のシンボルパラメータ群に対して、図９（Ｅ）に示されるように、ガードイ
ンターバル部及び有効シンボル部の期間をそれぞれ４倍に増やし、１ＴＴＩ中のシンボル
数を２．５個にすることもできる。この場合の第２のシンボルパラメータ群は次のような
値を有する。但し、この場合は整数個のシンボルが１つのＴＴＩに含まれるように、１Ｔ
ＴＩの期間を０．５ｍｓから例えば１．０ｍｓに延長することが望ましい。
【００５８】
　　　サブキャリア間隔　＝　５．６２５（＝２２．５÷４）ｋＨｚ
　　　全サブキャリア数　＝　８００（＝２００×４）
　　　サンプリング周波数　＝　５．７６ＭＨｚ＝３／２×３．８４ＭＨｚ
　　　有効シンボル部の期間　＝　１０２４（＝２５６×４）サンプル（１７７．８μｓ
）
　　　ガードインターバル部の期間　＝　１２８（＝３２×４）サンプル（２２．２μｓ
）
　　　１シンボルの期間　＝　１１５２サンプル
　　　損失率　＝　１２８／１１５２　＝　１１．１％
　　　１ＴＴＩに含まれるシンボル数　＝　２．５
　　　１ＴＴＩの期間　＝　０．５ｍｓ
　　　１フレームの期間　＝　１０ｍｓ。
【００５９】
　この手法によれば、損失率を一定に維持することができるので、データ伝送効率の等し
いシンボルパラメータ群を導出することができる。第１の手法では、ＴＴＩ中のシンボル
数が減るにつれて、損失率は徐々に大きくなってしまう。
【００６０】
　（３）シンボルパラメータ群を導出する第３の方法は、第１の手法と第２の手法の組み
合わせである。例えば、第１のシンボルパラメータ群に第１の手法を適用して第２のシン
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ボルパラメータ群を導出し、その第２のシンボルパラメータ群に第２の手法を適用するこ
とで第３のシンボルパラメータ群が導出される。例えば、第１のシンボルパラメータ群に
第１の手法を適用して、図９（Ｂ）に示されるようなシンボルフォーマットを規定する第
２のシンボルパラメータ群が得られたとする。この第２のシンボルパラメータ群による損
失率は６４／３２０＝２０％であった。この第２のシンボルパラメータ群に対して、損失
率を一定にしつつシンボル数が変更される。例えば、ガードインターバル部の期間及び有
効シンボル部の期間をそれぞれ２倍に増やすと、第３のシンボルパラメータ群は次のよう
な値になる（図９（Ｆ））。
【００６１】
　　　サブキャリア間隔　＝　１１．２５ｋＨｚ
　　　全サブキャリア数　＝　４００
　　　サンプリング周波数　＝　５．７６ＭＨｚ＝３／２×３．８４ＭＨｚ
　　　有効シンボル部の期間　＝　５１２サンプル（８８．８μｓ）
　　　ガードインターバル部の期間　＝　１２８サンプル（２２．２μｓ）
　　　１シンボルの期間　＝　６４０サンプル
　　　損失率　＝　１２８／６４０　＝　２０％
　　　１ＴＴＩに含まれるシンボル数　＝　４．５
　　　１ＴＴＩの期間　＝　０．５ｍｓ。
【００６２】
　　　１フレームの期間　＝　１０ｍｓ。
【００６３】
　この場合、整数個のシンボルが１つのＴＴＩに含まれるように、１ＴＴＩの期間を例え
ば１．０ｍｓに延長することが望ましい。
【００６４】
　このようにして導出された第３のシンボルパラメータ群は、図９（Ｂ）に示されるシン
ボルパラメータ群と同じ損失率（２０％）を有し、図９（Ｄ）に示されるシンボルパラメ
ータ群と同じサブキャリア間隔（１１．２５ｋＨｚ）を有する。しかしながら、第３のシ
ンボルパラメータ群によるガードインターバル部の期間（１２８サンプル）は、図９（Ｂ
）及び図９（Ｄ）に示される何れのもの（６４サンプル）よりも長い点に留意を要する。
第３の手法によれば、サブキャリア間隔及び損失率に一定の関係を有するシンボルパラメ
ータ群を効率的に導出することができる。しかも、これらのシンボルパラメータ群は、総
て共通するサンプリング周波数に対するものであるので、クロック周波数をパラメータセ
ット毎に変える必要はない。
【００６５】
　図１０は、ＴＴＩ＝０．５ｍｓの場合のシンボルパラメータ群の幾つかを示す。図示さ
れている全９組のシンボルパラメータ群の内８組は、第１のシンボルパラメータ群に第１
及び／又は第２の手法を適用することで導出できる。本実施例によれば、サブキャリア間
隔及び損失率に関して一定の関係を有するシンボルパラメータ群を組織的且つ効率的に導
出することができる。なお、本実施例では、基準となるシンボルパラメータ群によるサブ
キャリア間隔やシンボル数を減らすようにして新たなシンボルパラメータ群が導出された
が、それらを増やすようにして新たなシンボルパラメータ群が導出されてもよい。
【実施例３】
【００６６】
　実施例１では送信時間間隔ＴＴＩの長さが変更され、実施例２ではガードインターバル
部の長さ及び／又は有効シンボル部の長さが変更された。これらの手法はそれぞれ単独に
使用されてもよいし、以下に説明されるように組み合わせて使用されてもよい。
【００６７】
　まず、図１１（Ａ）に示されるように、第１のシンボルパラメータ群が次のように設定
されているものとする。これは、図９（Ａ）に関連して説明されたものと同様であるが、
１ＴＴＩが１．０ｍｓに拡張されている点が異なる。
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【００６８】
　　　サブキャリア間隔　＝　２２．５ｋＨｚ
　　　全サブキャリア数　＝　２００
　　　サンプリング周波数　＝　５．７６ＭＨｚ＝３／２×３．８４ＭＨｚ
　　　有効シンボル部の期間　＝　２５６サンプル（４４．４μｓ）
　　　ガードインターバル部の期間　＝　３２サンプル（５．５μｓ）
　　　１シンボルの期間　＝　２８８サンプル（ガードインターバル部＋有効シンボル部
）
　　　損失率　＝　３２／２８８　＝　１１．１％
　　　１ＴＴＩに含まれるシンボル数　＝　２０
　　　１ＴＴＩの期間　＝　１．０ｍｓ
　　　１フレームの期間　＝　１０ｍｓ。
【００６９】
　（１）シンボルパラメータ群を導出する第１の方法は、ＴＴＩの期間を延長し、サブキ
ャリア間隔を一定に維持しつつ、１ＴＴＩ中のシンボル数を減らし、ガードインターバル
部の期間を増やす。例えば、第１のシンボルパラメータでは１ＴＴＩに２０シンボル含ま
れているが、これが１９シンボルに減らされる。減らした１シンボル（２８８サンプル）
分の期間が１９等分され、それらがガードインターバル部にそれぞれ追加される。その結
果、図１１（Ｂ）に示されるように、有効シンボル部の期間（２５６サンプル）は等しい
が、ガードインターバル部の期間が広くなったシンボルが１ＴＴＩ中に１９個含まれる。
このようにして導出された第２のシンボルパラメータ群は、次のような値を有する。
【００７０】
　　　サブキャリア間隔　＝　２２．５ｋＨｚ
　　　全サブキャリア数　＝　２００
　　　サンプリング周波数　＝　５．７６ＭＨｚ＝３／２×３．８４ＭＨｚ
　　　有効シンボル部の期間　＝　２５６サンプル（４４．４μｓ）
　　　ガードインターバル部の期間　＝　４７．１６サンプル（８．１８７μｓ）
　　　１シンボルの期間　＝　３０３サンプル
　　　損失率　＝　４７／３０３　＝　１５．５％
　　　１ＴＴＩに含まれるシンボル数　＝　１９
　　　１ＴＴＩの期間　＝　１．０ｍｓ
　　　１フレームの期間　＝　１０ｍｓ。
【００７１】
　この第１の手法により、１ＴＴＩ中のシンボル数が１８に減らされた場合、第２のシン
ボルパラメータ群は次のような値を有する（図９（Ｃ））。
【００７２】
　　　サブキャリア間隔　＝　２２．５ｋＨｚ
　　　全サブキャリア数　＝　２００
　　　サンプリング周波数　＝　５．７６ＭＨｚ＝３／２×３．８４ＭＨｚ
　　　有効シンボル部の期間　＝　２５６サンプル（４４．４μｓ）
　　　ガードインターバル部の期間　＝　６４サンプル（１１．１μｓ）
　　　１シンボルの期間　＝　３２０サンプル
　　　損失率　＝　６４／３２０　＝　２０．０％
　　　１ＴＴＩに含まれるシンボル数　＝　１８
　　　１ＴＴＩの期間　＝　１．０ｍｓ
　　　１フレームの期間　＝　１０ｍｓ。
【００７３】
　以下同様にして、１ＴＴＩ中のシンボル数の異なるシンボルパラメータ群を導出するこ
とができる。この場合において、有効シンボル部の期間は常に一定に維持されるので、サ
ブキャリア間隔を一定に維持することができる。即ち、この手法で導出されたシンボルパ
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ラメータ群は、いずれも同じサブキャリア間隔を規定するが、ガードインターバル部の期
間及びシンボル数は互いに異なる。図９（Ｂ），（Ｃ）及び図１１（Ｂ），（Ｃ）の例で
は共に１つのＴＴＩの中から１，２シンボルが減らされ、減らされたシンボルの期間が残
りのシンボルのガードインターバルに等しく分配される。しかし、図１１に示される例で
は、図９に示される例の場合に比べて送信時間間隔が２倍に延長されている。その結果、
図９（Ｂ）の例での損失率は２０％であったのに対して、図１１（Ｂ）の例での損失率は
１５．５％に抑えられている。更に、図９（Ｃ）の例での損失率は２８．９％であったが
、図１１（Ｃ）に示される例では２０．０％に抑えられている。このように、ＴＴＩ長を
長くすることで、実施例２の第１の手法に関する損失率を改善することができる。
【００７４】
　（２）シンボルパラメータ群を導出する第２の方法は、１ＴＴＩの期間を延長し、損失
率を一定に維持しながら１ＴＴＩ中のシンボル数を変更する。損失率の定義から理解でき
るように、損失率を一定にするには、ガードインターバル部及び有効シンボル部の割合が
一定に維持されなければならない。例えば、第１のシンボルパラメータ群に対して、図１
１（Ｄ）に示されるように、ガードインターバル部及び有効シンボル部の期間をそれぞれ
２倍に増やし、１ＴＴＩ中のシンボル数を１０個にすることができる。この場合の第２の
シンボルパラメータ群は次のような値を有する。
【００７５】
　　　サブキャリア間隔　＝　１１．２５（＝２２．５÷２）ｋＨｚ
　　　全サブキャリア数　＝　４００（＝２００×２）
　　　サンプリング周波数　＝　５．７６ＭＨｚ＝３／２×３．８４ＭＨｚ
　　　有効シンボル部の期間　＝　５１２（＝２５６×２）サンプル（８８．８μｓ）
　　　ガードインターバル部の期間　＝　６４（＝３２×２）サンプル（１１．１μｓ）
　　　１シンボルの期間　＝　５７６サンプル
　　　損失率　＝　６４／５７６　＝　１１．１％
　　　１ＴＴＩに含まれるシンボル数　＝　１０
　　　１ＴＴＩの期間　＝　１．０ｍｓ
　　　１フレームの期間　＝　１０ｍｓ。
【００７６】
　更に、第１のシンボルパラメータ群に対して、図１１（Ｅ）に示されるように、ガード
インターバル部及び有効シンボル部の期間をそれぞれ４倍に増やし、１ＴＴＩ中のシンボ
ル数を５個にすることもできる。この場合の第２のシンボルパラメータ群は次のような値
を有する。
【００７７】
　　　サブキャリア間隔　＝　５．６２５（＝２２．５÷４）ｋＨｚ
　　　全サブキャリア数　＝　８００（＝２００×４）
　　　サンプリング周波数　＝　５．７６ＭＨｚ＝３／２×３．８４ＭＨｚ
　　　有効シンボル部の期間　＝　１０２４（＝２５６×４）サンプル（１７７．８μｓ
）
　　　ガードインターバル部の期間　＝　１２８（＝３２×４）サンプル（２２．２μｓ
）
　　　１シンボルの期間　＝　１１５２サンプル
　　　損失率　＝　１２８／１１５２　＝　１１．１％
　　　１ＴＴＩに含まれるシンボル数　＝　５
　　　１ＴＴＩの期間　＝　１．０ｍｓ
　　　１フレームの期間　＝　１０ｍｓ。
【００７８】
　この手法によれば、損失率を一定に維持することができるので、データ伝送効率の等し
いシンボルパラメータ群を導出することができる。第１の手法では、ＴＴＩ中のシンボル
数が減るにつれて、損失率は徐々に大きくなってしまう。図９（Ｅ）の例では、１ＴＴＩ
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中のシンボル数が２．５個であったが、図１１（Ｅ）の例では５個になっている。このよ
うに、実施例２の方法だけではＴＴＩ中のシンボル数が非整数個になったとしても、ＴＴ
Ｉの長さを増やすことでＴＴＩ中のシンボル数を整数個に合わせることができる。
【００７９】
　（３）シンボルパラメータ群を導出する第３の方法は、ＴＴＩの期間を延長しつつ、第
１の手法と第２の手法を組み合わせることである。例えば、第１のシンボルパラメータ群
に第１の手法を適用して第２のシンボルパラメータ群を導出し、その第２のシンボルパラ
メータ群に第２の手法を適用することで第３のシンボルパラメータ群が導出される。例え
ば、第１のシンボルパラメータ群に第１の手法を適用して、図１１（Ｂ）に示されるよう
なシンボルフォーマットを規定する第２のシンボルパラメータ群が得られたとする。この
第２のシンボルパラメータ群による損失率は１５．５％であった。この第２のシンボルパ
ラメータ群に対して、損失率を一定にしつつシンボル数が変更される。例えば、ガードイ
ンターバル部の期間及び有効シンボル部の期間をそれぞれ２倍に増やすと、第３のシンボ
ルパラメータ群は次のような値になる（図１１（Ｆ））。
【００８０】
　　　サブキャリア間隔　＝　１１．２５ｋＨｚ
　　　全サブキャリア数　＝　４００
　　　サンプリング周波数　＝　５．７６ＭＨｚ＝３／２×３．８４ＭＨｚ
　　　有効シンボル部の期間　＝　５１２サンプル（８８．８μｓ）
　　　ガードインターバル部の期間　＝　９４．３サンプル（１６．３７μｓ）
　　　１シンボルの期間　＝　６０６．３サンプル
　　　損失率　＝　９４．３／６０６．３　＝　１５．５％
　　　１ＴＴＩに含まれるシンボル数　＝　９
　　　１ＴＴＩの期間　＝　１．０ｍｓ。
【００８１】
　　　１フレームの期間　＝　１０ｍｓ。
【００８２】
　このようにして導出された第３のシンボルパラメータ群は、図１１（Ｂ）に示されるシ
ンボルパラメータ群と同じ損失率（１５．５％）を有し、図１１（Ｄ）に示されるシンボ
ルパラメータ群と同じサブキャリア間隔（１１．２５ｋＨｚ）を有する。しかしながら、
第３のシンボルパラメータ群によるガードインターバル部の期間（９４．３サンプル）は
、図１１（Ｂ）及び図１１（Ｄ）に示される何れのものよりも長い点に留意を要する。第
３の手法によれば、サブキャリア間隔及び損失率に一定の関係を有するシンボルパラメー
タ群を効率的に導出することができる。しかも、これらのシンボルパラメータ群は、総て
共通するサンプリング周波数に対するものであるので、クロック周波数をパラメータセッ
ト毎に変える必要はない。更に、１ＴＴＩに含まれるシンボル数を整数個に合わせること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】制御チャネルとデータチャネルが伝送される様子を示す図である。
【図２】制御チャネルとデータチャネルが伝送される様子を示す図である。
【図３】本発明の一実施例による送信機の概略ブロック図（その１）を示す。
【図４】本発明の一実施例による送信機の概略ブロック図（その２）を示す。
【図５】本発明の一実施例による受信機の概略ブロック図を示す。
【図６】長短２種類のＴＴＩ及びフレームの関係を示す図である。
【図７】制御チャネルとデータチャネルが伝送される様子を示す図である。
【図８】制御チャネルとデータチャネルが伝送される様子を示す図である。
【図９】本発明の一実施例により導出されるシンボルパラメータ群でそれぞれ規定される
シンボルフォーマットを示す図である。
【図１０】本発明の一実施例により導出される様々なシンボルパラメータ群を示す図であ
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る。
【図１１】本発明の一実施例により導出されるシンボルパラメータ群でそれぞれ規定され
るシンボルフォーマットを示す図である。
【符号の説明】
【００８４】
　３０２－１～ＮＤ　データチャネル処理部；　３０４　制御チャネル処理部；　３０６
多重部；　３０８　高速逆フーリエ変換部；　３１０　ガードインターバル挿入部；　３
１２　ディジタルアナログ変換部（Ｄ／Ａ）；　３２０　シンボルパラメータ調整部；　
３２１　ＴＴＩ調整部；　３２２　ターボ符号器；　３２４　データ変調器；　３２６　
インターリーバ；　３２８　直並列変換部（Ｓ／Ｐ）；　３４２　畳込み符号器；　３４
４　ＱＰＳＫ変調器；　３４６　インターリーバ；　３４８　直並列変換部（Ｓ／Ｐ）；
　４０２　直交変調器４０２；　４０４　局部発振器；　４０６　バンドパスフィルタ；
　４０８　ミキサ；　４１０　局部発振器；　４１２　バンドパスフィルタ；　４１４　
電力増幅器；
　５０２　アンテナ；　５０４　低雑音増幅器；　５０６　ミキサ；　５０８　局部発振
器；　５１０　帯域通過フィルタ；　５１２　自動利得制御部；　５１４　直交検波器；
　５１６　局部発振器；　５１８　アナログディジタル変換部；　５２０　シンボルタイ
ミング検出部；　５２２　ガードインターバル除去部；　５２４　高速フーリエ変換部；
　５２６　デマルチプレクサ；　５２８　チャネル推定部；　５３０　チャネル補償部；
　５３２　並直列変換部（Ｐ／Ｓ）；　５３４　チャネル補償部；　５３６　デインタリ
ーバ；　５３８　ターボ符号器；　５４０　ビタビデコーダ；　５４２　シンボルパラメ
ータ調整部；　５４４　ＴＴＩ調整部

【図１】

【図２】

【図３】
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【図８】
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