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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プリアンブル信号を有するＯＦＤＭ方式の信号を受信するＯＦＤＭ受信装置において、
　前記受信された信号についてシンボルタイミングを検出するシンボルタイミング検出手
段と、
　前記シンボルタイミング検出手段により検出されたシンボルタイミングに基づいて、前
記受信された信号についてＦＦＴを行うＦＦＴ手段と、
　前記プリアンブル信号用のサブキャリア信号を記憶するプリアンブル記憶手段と、
　前記ＦＦＴ手段により得られたサブキャリア信号であるＲｓｃＩ（ｍ）＋ｊ・ＲｓｃＱ
（ｍ）と、前記プリアンブル記憶手段に記憶されたプリアンブル信号用のサブキャリア信
号であるＰｓｃＩ（ｍ）＋ｊ・ＰｓｃＩ（ｍ）とに対して（式１）の演算を行い、（式１
）の結果であるＣｏｎｐＩ（ｍ）＋ｊ・ＣｏｎｐＱ（ｍ）に対して（式２）の演算を行い
、（式２）の結果であるｒｏｔＩ（ｍ）＋ｊ・ｒｏｔＱ（ｍ）を相互相関結果として取得
するプリアンブル相互相関手段と、
　前記プリアンブル相互相関手段により取得された相互相関結果に基づいて、受信信号の
区間がプリアンブル信号の区間であるか否かを判別する判別手段と、
　を備え、
　更に、（式２）の演算の結果から特定される位相回転量に基づいて、前記シンボルタイ
ミング検出手段により検出されたシンボルタイミングを補正する、
　ことを特徴とするＯＦＤＭ受信装置。
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【数１】

【数２】

　ここで、ｊは虚数を表し、ｍはプリアンブル信号用のサブキャリア信号の番号を表す。
【請求項２】
　請求項１に記載のＯＦＤＭ受信装置において、
　前記ＯＦＤＭ方式の信号は、プリアンブル信号を有するとともにデータシンボルにおけ
るパイロット信号を有し、
　当該ＯＦＤＭ受信装置は、
　前記パイロット信号用のサブキャリア信号を記憶するパイロット記憶手段と、
　前記ＦＦＴ手段により得られたサブキャリア信号であるＲｓｃＩ（ｎ）＋ｊ・ＲｓｃＱ
（ｎ）と、前記パイロット記憶手段に記憶されたパイロット信号用のサブキャリア信号で
あるＰｌｓｃＩ（ｎ）＋ｊ・ＰｌｓｃＩ（ｎ）に対して（式３）の演算を行い、（式３）
の結果であるＤＣｏｎｐＩ（ｎ）＋ｊ・ＤＣｏｎｐＱ（ｎ）を相互相関結果として取得す
るパイロット相互相関手段と、
　を備え、
　前記判別手段は、前記プリアンブル相互相関手段により取得された相互相関結果及び前
記パイロット相互相関手段により取得された相互相関結果に基づいて、受信信号の区間が
プリアンブル信号の区間であるか否かを判別する、
　ことを特徴とするＯＦＤＭ受信装置。
【数３】

　ここで、ｎはパイロット信号用のサブキャリア信号の番号を表す。
【請求項３】
　プリアンブル信号を有するＯＦＤＭ方式の信号を受信するＯＦＤＭ受信装置において、
　前記受信された信号についてシンボルタイミングを検出し、
　前記検出されたシンボルタイミングに基づいて、前記受信された信号についてＦＦＴを
行い、
　前記プリアンブル信号用のサブキャリア信号を記憶し、
　前記得られたサブキャリア信号であるＲｓｃＩ（ｍ）＋ｊ・ＲｓｃＱ（ｍ）と、前記記
憶されたプリアンブル信号用のサブキャリア信号であるＰｓｃＩ（ｍ）＋ｊ・ＰｓｃＩ（
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ｍ）とに対して（式１）の演算を行い、（式１）の結果であるＣｏｎｐＩ（ｍ）＋ｊ・Ｃ
ｏｎｐＱ（ｍ）に対して（式２）の演算を行い、（式２）の結果であるｒｏｔＩ（ｍ）＋
ｊ・ｒｏｔＱ（ｍ）を相互相関結果として取得し、
　前記取得された相互相関結果に基づいて、受信信号の区間がプリアンブル信号の区間で
あるか否かを判別するＯＦＤＭ受信方法であり、
　更に、（式２）の演算の結果から特定される位相回転量に基づいて、前記シンボルタイ
ミング検出手段により検出されたシンボルタイミングを補正する、
　ことを特徴とするＯＦＤＭ受信方法。
【数４】

【数５】

　ここで、ｊは虚数を表し、ｍはプリアンブル信号用のサブキャリア信号の番号を表す。
【請求項４】
　請求項３に記載のＯＦＤＭ受信方法において、
　前記ＯＦＤＭ方式の信号は、プリアンブル信号を有するとともにデータシンボルにおけ
るパイロット信号を有し、
　当該ＯＦＤＭ受信装置は、
　前記パイロット信号用のサブキャリア信号を記憶し、
　前記ＦＦＴ手段により得られたサブキャリア信号であるＲｓｃＩ（ｎ）＋ｊ・ＲｓｃＱ
（ｎ）と、前記パイロット記憶手段に記憶されたパイロット信号用のサブキャリア信号で
あるＰｌｓｃＩ（ｎ）＋ｊ・ＰｌｓｃＩ（ｎ）に対して（式３）の演算を行い、（式３）
の結果であるＤＣｏｎｐＩ（ｎ）＋ｊ・ＤＣｏｎｐＱ（ｎ）を相互相関結果として取得し
、
　前記プリアンブル信号について取得された相互相関結果及び前記パイロット信号につい
て取得された相互相関結果に基づいて、受信信号の区間がプリアンブル信号の区間である
か否かを判別する、
　ことを特徴とするＯＦＤＭ受信方法。
【数６】

　ここで、ｎはパイロット信号用のサブキャリア信号の番号を表す。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ
　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）方式の受信装置（ＯＦＤＭ受信装置）に関し、特に、ＯＦ
ＤＭ受信信号に基づいてプリアンブルシンボルとデータシンボルを精度良く判別するＯＦ
ＤＭ受信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、ＯＦＤＭ受信装置において、受信したＯＦＤＭ信号からシンボル同期タイミン
グを検出することが行われている。
　一例として、ＯＦＤＭ受信信号のプリアンブルとその受信信号をプリアンブルの繰り返
し１周期だけ遅延させたプリアンブルとを比較することで自己相関信号を得て、シンボル
同期タイミングを検出する方法が考えられ、これについて、雑音の影響により自己相関レ
ベルの誤検出が発生する問題が検討されている。
　他の一例として、ＯＦＤＭ受信信号のプリアンブルと予め格納したプリアンブルとの相
互相関を求めて、シンボル同期タイミングを検出する方法が考えられ、これについて、雑
音の影響により相互相関ピークの誤検出が発生する問題が検討されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２２２０２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来のＯＦＤＭ受信装置では、プリアンブルシンボルとデータシンボルを判別する処理
について、更なる開発が望まれていた。
　本発明は、このような従来の事情に鑑み為されたもので、ＯＦＤＭ受信信号に基づいて
プリアンブルシンボルとデータシンボルを精度良く判別することができるＯＦＤＭ受信装
置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するため、本発明では、プリアンブル信号を有するＯＦＤＭ方式の信号
を受信するＯＦＤＭ受信装置において、次のような構成とした。
　すなわち、シンボルタイミング検出手段が、前記受信された信号についてシンボルタイ
ミングを検出する。ＦＦＴ手段が、前記シンボルタイミング検出手段により検出されたシ
ンボルタイミングに基づいて、前記受信された信号についてＦＦＴを行う。プリアンブル
記憶手段が、前記プリアンブル信号用のサブキャリア信号を記憶する。プリアンブル相互
相関手段が、前記ＦＦＴ手段により得られたサブキャリア信号と前記プリアンブル記憶手
段に記憶されたプリアンブル信号用のサブキャリア信号との相互相関をとり所定の相互相
関結果を取得する。判別手段が、前記プリアンブル相互相関手段により取得された相互相
関結果に基づいて、受信信号の区間がプリアンブル信号の区間であるか否かを判別する。
　従って、ＯＦＤＭ受信信号に基づいてプリアンブルシンボルとデータシンボルを精度良
く判別することができる。
【０００６】
　ここで、プリアンブル信号としては、種々な信号が用いられてもよい。
　また、信号のフレームを使用した通信が行われる場合における信号のフレームの構成と
しては、種々なものが用いられてもよい。
　また、シンボルタイミングの検出方法としては、種々なものが用いられてもよい。
【０００７】
　また、プリアンブル記憶手段としては、例えば、メモリを用いて構成することができる
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。
　また、プリアンブル信号用のサブキャリア信号としては、種々な態様で記憶されてもよ
く、例えば、プリアンブル信号に関する相互相関をとることができる情報（信号）が記憶
されればよい。
　また、プリアンブル相互相関手段により取得する所定の相互相関結果としては、種々な
ものが用いられてもよく、例えば、予め設定される。
【０００８】
　また、プリアンブル信号に関する相互相関結果に基づいて受信信号の区間がプリアンブ
ル信号の区間であるか否かを判別する方法としては、種々なものが用いられてもよく、例
えば、相互相関結果の値と所定の閾値との大小関係を比較することにより判別する方法を
用いることができる。
【０００９】
　以下で、他の構成例について説明する。
　一構成例として、本発明では、プリアンブル信号を有するとともにデータシンボルにお
けるパイロット信号を有するＯＦＤＭ方式の信号を受信するＯＦＤＭ受信装置において、
次のような構成とした。
　すなわち、シンボルタイミング検出手段が、前記受信された信号についてシンボルタイ
ミングを検出する。ＦＦＴ手段が、前記シンボルタイミング検出手段により検出されたシ
ンボルタイミングに基づいて、前記受信された信号についてＦＦＴを行う。プリアンブル
記憶手段が、前記プリアンブル信号用のサブキャリア信号を記憶する。プリアンブル相互
相関手段が、前記ＦＦＴ手段により得られたサブキャリア信号と前記プリアンブル記憶手
段に記憶されたプリアンブル信号用のサブキャリア信号との相互相関をとり所定の相互相
関結果を取得する。パイロット記憶手段が、前記パイロット信号用のサブキャリア信号を
記憶する。パイロット相互相関手段が、前記ＦＦＴ手段により得られたサブキャリア信号
と前記パイロット記憶手段に記憶されたパイロット信号用のサブキャリア信号との相互相
関をとり所定の相互相関結果を取得する。判別手段が、前記プリアンブル相互相関手段に
より取得された相互相関結果及び前記パイロット相互相関手段により取得された相互相関
結果に基づいて、受信信号の区間がプリアンブル信号の区間であるか否かを判別する。
　従って、ＯＦＤＭ受信信号に基づいてプリアンブルシンボルとデータシンボルを精度良
く判別することができる。
【００１０】
　ここで、プリアンブル信号としては、種々な信号が用いられてもよい。
　また、パイロット信号としては、種々な信号が用いられてもよい。
　また、信号のフレームを使用した通信が行われる場合における信号のフレームの構成と
しては、種々なものが用いられてもよい。
　また、シンボルタイミングの検出方法としては、種々なものが用いられてもよい。
【００１１】
　また、プリアンブル記憶手段としては、例えば、メモリを用いて構成することができる
。
　また、プリアンブル信号用のサブキャリア信号としては、種々な態様で記憶されてもよ
く、例えば、プリアンブル信号に関する相互相関をとることができる情報（信号）が記憶
されればよい。
　また、プリアンブル相互相関手段により取得する所定の相互相関結果としては、種々な
ものが用いられてもよく、例えば、予め設定される。
【００１２】
　また、パイロット記憶手段としては、例えば、メモリを用いて構成することができる。
　また、パイロット信号用のサブキャリア信号としては、種々な態様で記憶されてもよく
、例えば、パイロット信号に関する相互相関をとることができる情報（信号）が記憶され
ればよい。
　また、パイロット相互相関手段により取得する所定の相互相関結果としては、種々なも
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のが用いられてもよく、例えば、予め設定される。
【００１３】
　また、プリアンブル信号に関する相互相関結果及びパイロット信号に関する相互相関結
果に基づいて受信信号の区間がプリアンブル信号の区間であるか否かを判別する方法とし
ては、種々なものが用いられてもよく、例えば、これら２つの相互相関結果の値の大小関
係を比較することにより判別する方法を用いることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　以上説明したように、本発明に係るＯＦＤＭ受信装置によると、ＯＦＤＭ受信信号に基
づいてプリアンブルシンボルとデータシンボルを精度良く判別することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１実施例に係るＯＦＤＭ受信装置に設けられるデータシンボル判定回
路の構成例を示す図である。
【図２】ＯＦＤＭ方式の送信信号のフレームの構造の一例を示す図である。
【図３】各受信状態での相互相関電力値の分布の一例を示す図である。
【図４】本発明の第２実施例に係るＯＦＤＭ受信装置に設けられるデータシンボル判定回
路の構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明に係る実施例を図面を参照して説明する。
【実施例１】
【００１７】
　本発明の第１実施例を説明する。
　図１には、本発明の一実施例に係るＯＦＤＭ受信装置に設けられるデータシンボル判定
回路の構成例を示してある。
　本例のデータシンボル判定回路は、同期タイミング抽出回路１、ＦＦＴ（Ｆａｓｔ　Ｆ
ｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）回路２、プリアンブルサブキャリアの信号パターン
の記憶部３、相互相関回路４、レベル判定回路５、復調回路６を備えている。
【００１８】
　本例のデータシンボル判定回路において行われる概略的な動作の例を示す。
　送信側（ＯＦＤＭ送信装置）から無線により送信されて本例のＯＦＤＭ受信装置により
受信されたＯＦＤＭ方式の信号（ＯＦＤＭ受信信号）が、Ｉ、Ｑ成分の信号となって、同
期タイミング抽出回路１及びＦＦＴ回路２に入力される。
【００１９】
　同期タイミング抽出回路１は、入力された信号（受信ＩＱ信号）に基づいてＯＦＤＭシ
ンボルのタイミング（同期タイミング）を検出し、その結果の情報をＦＦＴ回路２へ出力
する。
　ここで、ＯＦＤＭシンボルのタイミング（同期タイミング）を検出する方式としては、
種々な方式が用いられてもよく、従来と同様な方式が用いられてもよく、例えば、プリア
ンブルの相互相関ピークの検出を行う方式や、或いは、通常に用いられるＣＰ（Ｃｙｃｌ
ｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）の相関ピークの検出を行う方式などを用いることもできる。
【００２０】
　ＦＦＴ回路２は、同期タイミング抽出回路１から入力された同期タイミングの情報に基
づいて、入力された信号（受信ＩＱ信号）について、ＦＦＴの処理（時間軸周波数変換の
処理）を行い、その結果の信号を相互相関回路４及び復調回路６へ出力する。
　記憶部３は、プリアンブルの信号パターン（プリアンブルサブキャリアの信号パターン
）を記憶しており、その信号パターンを相互相関回路４へ出力する。なお、ＯＦＤＭの各
サブキャリアについて、記憶する信号パターンが異なる場合には、サブキャリア毎に信号
パターンを記憶する。
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【００２１】
　相互相関回路４は、各サブキャリアについて、ＦＦＴ回路２から入力された信号である
受信されたサブキャリアの信号（受信サブキャリア信号）と、記憶部３から入力されたそ
のサブキャリアのプリアンブルの信号パターン（プリアンブルサブキャリアの信号パター
ン）との相互相関を求め、そして、プリアンブルが設けられた全てのサブキャリアについ
ての相互相関結果に基づく情報をレベル判定回路５へ出力する。
【００２２】
　レベル判定回路５は、相互相関回路４から入力された相互相関結果の情報に基づいて、
相互相関結果の値と所定の閾値との大小関係を判定し、これにより、該当する受信シンボ
ルがプリアンブルであるか或いはデータシンボルであるかを判定し、その結果の情報を復
調回路６へ出力する。
　本例では、相互相関結果の値が閾値以上である（又は、閾値を超える）場合に、それに
該当する受信シンボルがプリアンブルのシンボルであると判定し、他の場合つまり相互相
関結果の値が閾値未満である（又は、閾値以下である）場合に、それに該当する受信シン
ボルがデータのシンボルであると判定する。
【００２３】
　復調回路６は、各サブキャリアについて、レベル判定回路５から入力された情報（本例
では、データシンボルである区間を表す信号）に基づいて、ＦＦＴ回路２から入力された
信号である受信されたサブキャリアの信号（受信サブキャリア信号）のデータシンボル部
分を復調し、その結果として得られたデータを出力する。このデータは、例えば、送信側
から受信されたデータとして記憶や再生などされる。
【００２４】
　図２には、本例で用いられるＯＦＤＭ方式の送信信号のフレームの構造の一例を示して
ある。
　本例の送信信号のフレームは、５個のプリアンブル（Ｎｏ．１～Ｎｏ．５のｐｒｅａｍ
ｂｌｅ）と、所定の複数であるＬ個のデータ（Ｎｏ．１～Ｎｏ．ＬのＤａｔａ）から構成
されている。
　本例の送信信号では、フレーム構造を持ったバースト送信を行うとする。
　また、本例では、送信開始時に既知のプリアンブルシンボルをＮシンボル（本例では、
Ｎ＝５）送信し、その後、データシンボルをＬシンボル送信し、その後、送信断となる。
【００２５】
　次に、相互相関回路４により行われる演算などについて更に詳しく説明する。
　同期タイミングで切り出された信号であるＦＦＴ出力のサブキャリア信号（直交ＩＱ信
号）をＲｓｃＩ（ｍ）＋ｊ・ＲｓｃＱ（ｍ）とする。ここで、ｊは虚数を表し、ｍはプリ
アンブルサブキャリアの番号を表す。
　また、プリアンブルサブキャリア信号（直交ＩＱ信号）をＰｓｃＩ（ｍ）＋ｊ・Ｐｓｃ
Ｉ（ｍ）とすると、相互相関結果であるＣｏｎｐＩ（ｍ）＋ｊ・ＣｏｎｐＱ（ｍ）は（式
１）により表される。
【数１】

【００２６】
　（式１）により、プリアンブルの一次変調成分を除去し、各プリアンブルサブキャリア
が同相化され、本例では、これを全てのプリアンブルサブキャリアｍ（ｍ＝１～プリアン
ブルサブキャリアの総数）について合成して二乗和（Ｉ成分の２乗値とＱ成分の２乗値と
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の和）をとることにより相互相関電力を得る。
　なお、プリアンブル信号は、例えば、ＯＦＤＭの全てのサブキャリアに設けられてもよ
く、或いは、所定の一部のサブキャリアのみに設けられてもよい。
【００２７】
　本例のレベル判定回路５では、この相互相関電力の値（相互相関結果の値）と閾値とを
比較して、相互相関電力の値≧閾値であればプリアンブルの受信と判別し、相互相関電力
の値＜閾値であればその他の信号（例えば、データシンボル、受信無し、等）の受信と判
別する。
【００２８】
　なお、別の相互相関演算の例として、（式１）の結果に対して（式２）の演算を行うこ
とにより、シンボル同期タイミングの誤差に対する耐性を与えることができる。この耐性
は、同期タイミングずれによるサブキャリア位相回転（サブキャリア周波数×同期タイミ
ングずれ量に比例）が発生することを隣接プリアンブルサブキャリア間の位相回転（隣接
プリアンブルサブキャリア間隔×同期タイミングずれ量に比例）に限定することで、回転
量を軽減できることによる。
【数２】

【００２９】
　また、（式２）の結果を用いて位相回転量を知ることができ、同期タイミングずれ量に
変換すれば（隣接プリアンブルサブキャリアの間隔は既知）、同期タイミング抽出回路１
により抽出された同期タイミングの高精度な補正が可能である。
【００３０】
　このように、本例では、同期タイミング抽出回路１によりおおよそのシンボルタイミン
グが取れた受信信号をＦＦＴして得られたサブキャリア情報を用いて、既知のプリアンブ
ルサブキャリア情報との相関により同相化された相関信号を合成することにより、プリア
ンブル信号の受信時には高い相関合成電力が出力される一方でデータシンボル等その他の
信号の受信時には相関合成電力が低下することを利用して、現在における受信信号がプリ
アンブルであるか或いはデータシンボル（本例の判定では、その他の信号である場合も含
む）であるかを判定することが可能である。
【００３１】
　図３には、本例における各受信状態での相互相関電力値の分布の一例を示してある。
　図３において、グラフの横軸は相互相関電力値（相関値電力値の正規化値）を表してお
り、グラフの縦軸は発生確率を表している。
　本例では、プリアンブル（Ｐｒｅａｍｂｌｅ）の受信時とデータシンボル（Ｄａｔａ　
ｓｙｍ）の受信時のそれぞれについて、相互相関電力の発生分布を、受信ＳＮＲ（Ｓｉｇ
ｎａｌ　ｔｏ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ）＝∞（雑音無し）、＋３ｄＢ、０ｄＢ、－６ｄ
Ｂ、－９ｄＢについて示した。
【００３２】
　ここで、測定条件としては、ＦＦＴサイズ＝１０２４、プリアンブルサブキャリア数＝
４２０を用いた。
　また、受信信号は、各ＳＮＲにおいて一定の入力レベルとなるように、正規化を行って
いる。
　従って、ＳＮＲ低下（ＳＮＲ＝０ｄＢ以下）時には雑音電力が支配的になるため、プリ
アンブル受信時には相関電力の低下があるが、ＳＮＲ＝－９ｄＢでもデータ受信時と明確
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に識別することが可能であり、誤検出はほとんど発生しない。また、回路規模的には、ほ
とんどの回路を同期タイミング抽出回路１と共用できる利点がある。
【００３３】
　以上のように、本例では、同一の信号が複数回繰り返されるプリアンブル信号を先頭に
持ったフレーム構造のＯＦＤＭ信号を受信して復調するＯＦＤＭ受信装置において、
　受信信号（例えば、受信プリアンブル信号など）のシンボルタイミングを検出（抽出）
するシンボル同期機能（本例では、同期タイミング抽出回路１）と、
　シンボル同期機能により切り出した信号の時間軸周波数変換を行うＦＦＴ機能（本例で
は、ＦＦＴ回路２）と、
　プリアンブル信号の周波数情報であるサブキャリア情報（プリアンブル用サブキャリア
信号）を保持する記録機能（本例では、記憶部３）と、
　ＦＦＴ機能の出力であるサブキャリア信号とプリアンブル用サブキャリア信号との相互
相関を行ってプリアンブル相関信号を出力する相互相関機能（本例では、相互相関回路４
）と、
　プリアンブル相関信号に基いてプリアンブル信号（逆に言えば、その他のデータ信号等
）を検出（判別）する機能（本例では、レベル判定回路５）と、を備えた。
【００３４】
　また、本例では、ＯＦＤＭ受信装置において、相互相関機能により得られたプリアンブ
ル相関信号をシンボル同期機能の出力であるシンボルタイミングの補正に供することも可
能である。
【００３５】
　上述のように、本例のＯＦＤＭ受信装置では、受信したＯＦＤＭ信号からシンボル同期
タイミングを検出した後に、プリアンブルシンボルとデータシンボルを判別する処理を行
い、この場合に、受信した信号から情報を抽出するために必要な、プリアンブル受信区間
とデータシンボル受信区間の判別を、受信状態が良くない状況においても高精度に行うこ
とができる。具体的には、例えば、低ＳＮＲ時においても、受信データの種類（プリアン
ブル／データ）の誤検出確率を軽減することができ、無線通信品質の安定化が可能となる
。
【００３６】
　なお、本例のＯＦＤＭ受信装置では、同期タイミング抽出回路１の機能によりシンボル
タイミング検出手段が構成されており、ＦＦＴ回路２の機能によりＦＦＴ手段が構成され
ており、プリアンブルに関する記憶部３の機能によりプリアンブル記憶手段が構成されて
おり、プリアンブルに関する相互相関回路４の機能によりプリアンブル相互相関手段が構
成されており、レベル判定回路５の機能により判別手段が構成されている。
【実施例２】
【００３７】
　本発明の第２実施例を説明する。
　図４には、本発明の一実施例に係るＯＦＤＭ受信装置に設けられるデータシンボル判定
回路の構成例を示してある。
　本例のデータシンボル判定回路は、同期タイミング抽出回路１１、ＦＦＴ回路１２、プ
リアンブルサブキャリアの信号パターンの記憶部１３、相互相関回路１４、データシンボ
ル用のパイロットサブキャリアの信号パターンの記憶部１５、相互相関回路１６、比較器
（比較回路）１７、復調回路１８を備えている。
【００３８】
　本例のデータシンボル判定回路において行われる概略的な動作の例を示す。
　ここで、同期タイミング抽出回路１１、ＦＦＴ回路１２、プリアンブルサブキャリアの
信号パターンの記憶部１３、相互相関回路１４、復調回路１８の構成や動作については、
図１に示される対応する処理部１、２、３、４、６と概略的には同様であり、本例では、
ＦＦＴ回路１２はＦＦＴ処理の結果の信号を２個の相互相関回路１４、１６及び復調回路
１８へ出力し、相互相関回路１４は全てのサブキャリアについての相互相関結果に基づく
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情報を比較器１７へ出力し、復調回路１８は比較器１７から入力された情報に基づいて復
調処理を行う。
【００３９】
　記憶部１５は、データシンボルに含まれる既知のパイロットの信号パターン（パイロッ
トサブキャリア信号の信号パターン）を記憶しており、その信号パターンを相互相関回路
１６へ出力する。なお、ＯＦＤＭの各サブキャリアについて、記憶する信号パターンが異
なる場合には、サブキャリア毎に信号パターンを記憶する。
【００４０】
　相互相関回路１６は、各サブキャリアについて、ＦＦＴ回路２から入力された信号であ
る受信されたサブキャリアの信号（受信サブキャリア信号）と、記憶部１５から入力され
たパイロットサブキャリアの信号パターンとの相互相関を求め、そして、パイロットが設
けられた全てのサブキャリアについての相互相関結果に基づく情報を比較器１７へ出力す
る。
【００４１】
　比較器１７は、相互相関回路１４から入力された相互相関結果の情報及び相互相関回路
１６から入力された相互相関結果の情報に基づいて、これらの相互相関結果の値を比較し
、これにより、該当する受信シンボルがプリアンブルであるか或いはデータシンボルであ
るかを判定し、その結果の情報を復調回路１８へ出力する。
【００４２】
　次に、相互相関回路１６により行われる演算などについて更に詳しく説明する。
　データシンボルのパイロットサブキャリア信号（直交ＩＱ信号）をＰｌｓｃＩ（ｎ）＋
ｊ・ＰｌｓｃＩ（ｎ）（ｎはパイロットサブキャリアの番号）とすると、相互相関結果で
あるＤＣｏｎｐＩ（ｎ）＋ｊ・ＤＣｏｎｐＱ（ｎ）は（式３）により表される。
【数３】

【００４３】
　（式３）により、パイロットサブキャリアの一次変調成分を除去し、各パイロットサブ
キャリアが同相化され、本例では、これを全てのパイロットサブキャリアｎ（ｎ＝１～パ
イロットサブキャリアの総数）について合成して二乗和（Ｉ成分の２乗値とＱ成分の２乗
値との和）をとることにより相互相関電力を得る。
　なお、パイロット信号は、例えば、ＯＦＤＭの全てのサブキャリアに設けられてもよく
、或いは、所定の一部のサブキャリアのみに設けられてもよい。
【００４４】
　本例の比較器１７では、プリアンブルに関する相互相関回路１４から入力された相互相
関電力の値（相互相関結果の値）と、データのパイロットに関する相互相関回路１６から
入力された相互相関電力の値（相互相関結果の値）に基づいて、該当する受信シンボルが
プリアンブルであるか或いはデータシンボルであるかを判別する。
【００４５】
　具体的には、２種の相互相関電力として、プリアンブルに関して（式１）により得られ
る相互相関電力をＰＲとし、データのパイロットに関して（式３）により得られる相互相
関電力をＤＰとし、本例では、両者（ＰＲ及びＤＰ）をサブキャリア数（それぞれについ
て合成した数）で除した結果を用いて、該当する受信シンボルを次のようにして判別する
。
　すなわち、（ＰＲ／プリアンブルサブキャリア数）＞（ＤＰ／パイロットサブキャリア



(11) JP 5689627 B2 2015.3.25

10

20

30

40

50

数）であればプリアンブルの受信と判別し、（ＰＲ／プリアンブルサブキャリア数）＜（
ＤＰ／パイロットサブキャリア数）であればその他の信号（例えば、データシンボル、受
信無し、等）の受信と判別する。なお、これら２つの値が等しい場合には、いずれに判別
する態様が用いられてもよく、或いは、判別しない態様が用いられてもよい。
【００４６】
　以上のように、本例では、同一の信号が複数回繰り返されるプリアンブル信号を先頭に
持ったフレーム構造のＯＦＤＭ信号を受信して復調するＯＦＤＭ受信装置において、
　受信信号（例えば、受信プリアンブル信号など）のシンボルタイミングを検出（抽出）
するシンボル同期機能（本例では、同期タイミング抽出回路１１）と、
　シンボル同期機能により切り出した信号の時間軸周波数変換を行うＦＦＴ機能（本例で
は、ＦＦＴ回路１２）と、
　プリアンブル信号の周波数情報であるサブキャリア情報（プリアンブル用サブキャリア
信号）を保持する記録機能（本例では、記憶部１３）と、
　ＦＦＴ機能の出力であるサブキャリア信号とプリアンブル用サブキャリア信号との相互
相関を行ってプリアンブル相関信号を出力する相互相関機能（本例では、相互相関回路１
４）と、
　データシンボル信号の周波数情報のうち既知であるパイロットサブキャリア情報（パイ
ロットサブキャリア信号）を保持する記録機能（本例では、記憶部１５）と、
　ＦＦＴ機能の出力であるサブキャリア信号とパイロットサブキャリア信号との相互相関
を行ってパイロット相関信号を出力する相互相関機能（本例では、相互相関回路１６）と
、
　プリアンブル相関信号とパイロット相関信号に基いてプリアンブル信号（逆に言えば、
その他のデータ信号等）を検出（判別）する機能（本例では、比較器１７）と、を備えた
。
【００４７】
　また、本例では、ＯＦＤＭ受信装置において、相互相関機能により得られた相関信号を
シンボル同期機能の出力であるシンボルタイミングの補正に供することも可能である。
【００４８】
　上述のように、本例のＯＦＤＭ受信装置では、受信したＯＦＤＭ信号からシンボル同期
タイミングを検出した後に、プリアンブルシンボルとデータシンボルを判別する処理を行
い、この場合に、受信した信号から情報を抽出するために必要な、プリアンブル受信区間
とデータシンボル受信区間の判別を、受信状態が良くない状況においても高精度に行うこ
とができる。具体的には、例えば、低ＳＮＲ時においても、受信データの種類（プリアン
ブル／データ）の誤検出確率を軽減することができ、無線通信品質の安定化が可能となる
。
【００４９】
　なお、本例のＯＦＤＭ受信装置では、同期タイミング抽出回路１１の機能によりシンボ
ルタイミング検出手段が構成されており、ＦＦＴ回路１２の機能によりＦＦＴ手段が構成
されており、プリアンブルに関する記憶部１３の機能によりプリアンブル記憶手段が構成
されており、プリアンブルに関する相互相関回路１４の機能によりプリアンブル相互相関
手段が構成されており、パイロットに関する記憶部１５の機能によりパイロット記憶手段
が構成されており、パイロットに関する相互相関回路１６の機能によりパイロット相互相
関手段が構成されており、比較器１７の機能により判別手段が構成されている。
【００５０】
　ここで、本発明に係るシステムや装置などの構成としては、必ずしも以上に示したもの
に限られず、種々な構成が用いられてもよい。また、本発明は、例えば、本発明に係る処
理を実行する方法或いは方式や、このような方法や方式を実現するためのプログラムや当
該プログラムを記録する記録媒体などとして提供することも可能であり、また、種々なシ
ステムや装置として提供することも可能である。
　また、本発明の適用分野としては、必ずしも以上に示したものに限られず、本発明は、
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種々な分野に適用することが可能なものである。
　また、本発明に係るシステムや装置などにおいて行われる各種の処理としては、例えば
プロセッサやメモリ等を備えたハードウエア資源においてプロセッサがＲＯＭ（Ｒｅａｄ
　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）に格納された制御プログラムを実行することにより制御され
る構成が用いられてもよく、また、例えば当該処理を実行するための各機能手段が独立し
たハードウエア回路として構成されてもよい。
　また、本発明は上記の制御プログラムを格納したフロッピー（登録商標）ディスクやＣ
Ｄ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ）－ＲＯＭ等のコンピュータにより読み取り可能な記録媒
体や当該プログラム（自体）として把握することもでき、当該制御プログラムを当該記録
媒体からコンピュータに入力してプロセッサに実行させることにより、本発明に係る処理
を遂行させることができる。
【符号の説明】
【００５１】
　１、１１・・同期タイミング抽出回路、　２、１２・・ＦＦＴ回路、　３、１３・・プ
リアンブルサブキャリアの信号パターンの記憶部、　４、１４、１６・・相互相関回路、
　５・・レベル判定回路、　６、１８・・復調回路、　１５・・データシンボル用パイロ
ットサブキャリアの信号パターンの記憶部、　１７・・比較器、

【図１】 【図２】
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