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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｍ個の高データ速度広帯域パケット化ＯＦＤＭ無線通信信号（以下、「Ｍ個の信号」と
いう、Ｍは２以上の整数）を合成出力信号の形に合成する装置であって、少なくともＭ個
の受信アンテナの各々が前記Ｍ個の信号の一つを受信し、前記Ｍ個の信号の各々がＮ個の
周波数（Ｎは正の整数）を含む装置において、
　前記Ｍ個の信号の各々に対応するディジタルデータについて粗信号タイミング共同推算
および周波数ずれ共同推算を行う共同タイミング回復ユニットと、
　前記Ｍ個の信号の一つのディジタルデータを、その一つの信号についてのＮ個の周波数
の各々の副搬送波データの形の周波数領域情報に各々が変換するとともに前記周波数領域
情報を前記Ｍ個の信号の各々について出力するＭ個の高速フーリエ変換（ＦＦＴ）ユニッ
トと、
　前記Ｍ個のＦＦＴユニットからの前記周波数領域情報を重み付けするとともに合成して
、回線障害およびチャネル効果を軽減した合成出力信号を生ずる合成器と
を含み、
　共同タイミング推算を行う前記共同タイミング回復ユニットが前記Ｍ個の信号の中のＰ
個の継続的短符号の粗末尾時間を判定し、
　前記共同タイミング回復ユニットが前記Ｍ個の信号の中のＰ個の短符号のいくつかの自
己相関を用いて前記粗末尾時間を判定し、
　前記共同タイミング回復ユニットが前記Ｍ個の信号の各々について前記共同粗信号タイ



(2) JP 4664920 B2 2011.4.6

10

20

30

40

50

ミング推算を行う粗信号タイミング共同推算ユニットを含み、その粗信号タイミング共同
推算ユニットが、
　前記Ｍ個の信号の一つにおいて、それらＭ個の信号の始点を前記自動利得制御ユニット
が示したあと、前記Ｍ個の信号の一つの中の前記Ｐ個の短符号のいくつか（Ｐは正の整数
）を各々が互いに独立に自己相関にかけるとともに前記一つの信号について前記Ｐ個の短
符号の自己相関を表す自己相関信号を出力するＭ個の自己相関ユニットと、
　信号強度に基づき前記自己相関出力を重み付けするＭ個の重み付けユニットと、
　重みづけおよび加算ずみの自己相関信号を生ずるように前記Ｍ個の重みづけずみの自己
相関信号を加算する加算器と、
　前記重みづけおよび加算ずみの自己相関信号を正規化して正規化ずみの自己相関信号を
出力する正規化ユニットと、
　前記正規化ずみの自己相関信号を受けて、前記Ｍ個の信号の各々につき、前記正規化ず
みの自己相関信号電力と閾値との比較により、前記Ｍ個の信号の中の前記Ｐ個の短符号の
末尾を検出する粗タイミング推算ユニットと
を含む装置。
【請求項２】
　前記Ｍ個のアンテナの一つに接続した入力を各々が備え、前記Ｍ個の信号の各々に対応
するアナログデータを各々が出力するＭ個の無線周波数前置装置と、
　前記Ｍ個の無線周波数前置装置の一つの出力に接続されアナログデータを受ける入力と
、前記Ｍ個の信号の各々に対応するディジタルデータを出力する出力とを各々が有するＭ
個のベースバンドユニットと
をさらに含み、
　前記共同タイミング回復ユニットが、前記Ｍ個の信号の一つに対応する前記ディジタル
データを受けるように前記Ｍ個のベースバンドユニットの一つのユニットの出力に各々が
接続されている複数の入力を備える
請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記ＦＦＴユニットが前記ディジタルデータを前記周波数領域情報に変換する請求項２
記載の装置。
【請求項４】
　自動利得制御ユニット、すなわち前記Ｍ個の信号の始点を示す信号を前記共同タイミン
グ回復ユニットに送る自動利得制御ユニットをさらに含む請求項２記載の装置。
【請求項５】
　前記Ｐが１０に等しい請求項１記載の装置。
【請求項６】
　前記共同タイミング回復ユニットが、前記Ｎ個の信号の中のＰ個の短符号のいくつかと
既知の短符号系列との間の相互相関と、それに続く対応の相互相関出力の自己相関とを用
いて前記末尾の粗タイミングを判定する請求項１記載の装置。
【請求項７】
　前記Ｐが１０に等しい請求項６記載の装置。
【請求項８】
　前記共同タイミング回復ユニットが精タイミング共同推算も行う請求項１記載の装置。
【請求項９】
　前記精タイミング共同推算を、前記Ｍ個の信号の各々の前記Ｐ個の短符号に続く長トレ
ーニング系列に基づいて動作する精タイミング共同推算ユニットで行う請求項８記載の装
置。
【請求項１０】
　前記精タイミング共同推算ユニットが、前記Ｍ個の信号の各々について精タイミングず
れを判定するように、直線的位相ラムプを推算する請求項９記載の装置。
【請求項１１】
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　前記Ｍ個のＦＦＴの各々が周波数領域情報を順次的に出力する請求項１記載の装置。
【請求項１２】
　前記周波数領域情報が振幅および位相を含む請求項１１記載の装置。
【請求項１３】
　前記信号がパケット化した８０２．１１ｇ信号である請求項１記載の装置。
【請求項１４】
　前記パケット化したＯＦＤＭ信号が８０２．１１ａ信号である請求項１記載の装置。
【請求項１５】
　前記合成器の用いる前記重みをチャネル推算値から得る請求項１記載の装置。
【請求項１６】
　前記重みを判定饋還データを用いて更新する請求項１５記載の装置。
【請求項１７】
　前記判定饋還データをハード判定復号データシンボルから得る請求項１６記載の装置。
【請求項１８】
　前記判定饋還データをビタービ復号器出力から得る請求項１６記載の装置。
【請求項１９】
　前記Ｍ個のＦＦＴユニットの各々を前記少なくともＭ個のアンテナの一つに切り換える
切換え動作を行う高速アンテナ切換ユニットをさらに含む請求項１記載の装置。
【請求項２０】
　前記高速アンテナ切換ユニットによる一つのアンテナの選択が、そのアンテナの第１の
短プリアンブル期間内に得られた受信電力が他のアンテナからの受信電力よりも大きいこ
とに基づいている請求項１９記載の装置。
【請求項２１】
　Ｍ個の高データ速度広帯域パケット化ＯＦＤＭ無線通信信号（以下、「Ｍ個の信号」と
いう、Ｍは２以上の整数）を合成出力信号の形に合成する装置であって、少なくともＭ個
の受信アンテナの各々が前記Ｍ個の信号の一つを受信し、前記Ｍ個の信号の各々がＮ個の
周波数（Ｎは正の整数）を含む装置において、
　前記Ｍ個の信号の各々に対応するディジタルデータについて粗信号タイミング共同推算
および周波数ずれ共同推算を行う共同タイミング回復ユニットと、
　前記Ｍ個の信号の一つのディジタルデータを、その一つの信号についてのＮ個の周波数
の各々の副搬送波データの形の周波数領域情報に各々が変換するとともに前記周波数領域
情報を前記Ｍ個の信号の各々について出力するＭ個の高速フーリエ変換（ＦＦＴ）ユニッ
トと、
　前記Ｍ個のＦＦＴユニットからの前記周波数領域情報を重み付けするとともに合成して
、回線障害およびチャネル効果を軽減した合成出力信号を生ずる合成器と
を含み、
　共同タイミング推算を行う前記共同タイミング回復ユニットが前記Ｍ個の信号の中のＰ
個の継続的短符号の粗末尾時間を判定し、
　前記共同タイミング回復ユニットが前記Ｍ個の信号の各々の中のＰ個の短符号のいくつ
かの相互相関とそれに続く対応の相互相関出力の自己相関とを用いて前記粗末尾時間を判
定し、
　前記共同タイミング回復ユニットが、前記Ｍ個の信号の各々につき前記粗信号タイミン
グ共同推算を行う粗信号タイミング共同推算ユニットを含み、その粗信号タイミング共同
推算ユニットが、
　前記Ｍ個の信号の一つにおいて、それらＭ個の信号の始点を前記自動利得制御ユニット
が示したあと、前記Ｍ個の信号の一つの中の前記Ｐ個の短符号のいくつかと既知の短符号
との間の相互相関を各々がとり、前記Ｍ個の信号の各々につき相互相関信号を各々出力す
るＭ個の相互相関ユニットと、
　前記Ｍ個の相互相関ユニットの互いに別々の一つに各々が論理接続され、対応の相互相
関ユニットの出力を互いに別々に各々が自己相関にかけるＭ個の自己相関ユニットと、
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　前記信号強度に基づき前記自己相関出力に重み付けするＭ個の重みづけユニットと、
　重みづけおよび加算ずみの自己相関信号を生ずるように前記Ｍ個の重みづけずみの自己
相関信号を加算する加算器と、
　前記重みづけおよび加算ずみの自己相関信号を正規化して正規化ずみの自己相関信号を
出力する正規化ユニットと、
　前記正規化ずみの自己相関信号を受け、前記Ｍ個の信号について、前記正規化ずみの自
己相関信号の信号電力と閾値との比較により前記Ｍ個の信号の中の前記Ｐ個の末尾タイミ
ングを判定する粗タイミング推算ユニットとを含み、
　前記Ｍ個のアンテナの一つに接続した入力を各々が備え、前記Ｍ個の信号の各々に対応
するアナログデータを各々が出力するＭ個の無線周波数前置装置と、
　前記Ｍ個の無線周波数前置装置の一つの出力に接続されアナログデータを受ける入力と
、前記Ｍ個の信号の各々に対応するディジタルデータを出力する出力とを各々が有するＭ
個のベースバンドユニットと
をさらに含み、
　前記共同タイミング回復ユニットが、前記Ｍ個の信号の一つに対応する前記ディジタル
データを受けるように前記Ｍ個のベースバンドユニットの一つのユニットの出力に各々が
接続されている複数の入力を備える
装置。
【請求項２２】
　前記Ｐが１０に等しい請求項２１記載の装置。
【請求項２３】
　Ｍ個の高データ速度広帯域パケット化ＯＦＤＭ無線通信信号（以下、「Ｍ個の信号」と
いう、Ｍは２以上の整数）を合成出力信号の形に合成する装置であって、少なくともＭ個
の受信アンテナの各々が前記Ｍ個の信号の一つを受信し、前記Ｍ個の信号の各々がＮ個の
周波数（Ｎは正の整数）を含む装置において、
　前記Ｍ個の信号の各々に対応するディジタルデータについて粗信号タイミング共同推算
および周波数ずれ共同推算を行う共同タイミング回復ユニットと、
　前記Ｍ個の信号の一つのディジタルデータを、その一つの信号についてのＮ個の周波数
の各々の副搬送波データの形の周波数領域情報に各々が変換するとともに前記周波数領域
情報を前記Ｍ個の信号の各々について出力するＭ個の高速フーリエ変換（ＦＦＴ）ユニッ
トと、
　前記Ｍ個のＦＦＴユニットからの前記周波数領域情報を重み付けするとともに合成して
、回線障害およびチャネル効果を軽減した合成出力信号を生ずる合成器と
を含み、
　前記共同タイミング回復ユニットが前記Ｍ個の信号の周波数ずれを判定し、
　前記共同タイミング回復ユニットが前記Ｍ個の信号について前記周波数ずれ共同推算を
行う周波数ずれ共同推算ユニットを含み、その周波数ずれ共同推算ユニットが、
　前記Ｍ個の信号の各々の中の前記Ｐ個の短符号のいくつか（Ｐは正の整数）を各々が互
いに独立に自己相関にかけるとともに前記Ｐ個の短符号のいくつかの自己相関出力である
自己相関信号を出力するＭ個の自己相関ユニットと、
　信号強度に基づき前記自己相関出力を重み付けするＭ個の重み付けユニットと、
　重みづけおよび加算ずみの自己相関信号を生ずるように前記Ｍ個の重みづけずみの自己
相関信号を加算する加算器と、
　前記重みづけおよび加算ずみの自己相関信号を正規化して正規化ずみの自己相関信号を
出力する正規化ユニットと、
　前記正規化ずみの自己相関信号から角度を抽出する角度計算器と、
　前記角度を用いて周波数ずれを生ずる粗周波数ずれ推算ユニットと
を含む装置。
【請求項２４】
　前記Ｐが１０に等しい請求項２３記載の装置。
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【請求項２５】
　Ｍ個の高データ速度広帯域パケット化ＯＦＤＭ無線通信信号（以下、「Ｍ個の信号」と
いう、Ｍは２以上の整数）を合成出力信号の形に合成する装置であって、少なくともＭ個
の受信アンテナの各々が前記Ｍ個の信号の一つを受信し、前記Ｍ個の信号の各々がＮ個の
周波数（Ｎは正の整数）を含む装置において、
　前記Ｍ個の信号の各々に対応するディジタルデータについて粗信号タイミング共同推算
および周波数ずれ共同推算を行う共同タイミング回復ユニットと、
　前記Ｍ個の信号の一つのディジタルデータを、その一つの信号についてのＮ個の周波数
の各々の副搬送波データの形の周波数領域情報に各々が変換するとともに前記周波数領域
情報を前記Ｍ個の信号の各々について出力するＭ個の高速フーリエ変換（ＦＦＴ）ユニッ
トと、
　前記Ｍ個のＦＦＴユニットからの前記周波数領域情報を重み付けするとともに合成して
、回線障害およびチャネル効果を軽減した合成出力信号を生ずる合成器と
を含み、
　前記共同タイミング回復ユニットが、前記Ｍ個の信号の重みづけずみの周波数ずれを算
定し、前記Ｍ個の信号の各々につき前記周波数ずれ共同推算を行う周波数ずれ共同推算ユ
ニットを含み、その周波数ずれ共同推算ユニットが、
　前記Ｍ個の信号の一つの始点を前記自動利得制御ユニットが示したあと、前記Ｍ個の信
号の一つの中の前記Ｐ個の短符号のいくつかと既知の短符号との間の相互相関を各々がと
り、前記一つの信号につき相互相関信号を各々出力するＭ個の相互相関ユニットと、
　前記Ｍ個の相互相関ユニットの互いに別々の一つに各々が接続され、対応の相互相関ユ
ニットの出力を互いに別々に各々が自己相関にかけるＭ個の自己相関ユニットと、
　前記信号強度に基づき前記自己相関出力に重みづけするＭ個の重みづけユニットと、
　重みづけおよび加算ずみの自己相関信号を生ずるように前記Ｍ個の重みづけずみの自己
相関信号を加算する加算器と、
　前記重みづけおよび加算ずみの自己相関信号を正規化して正規化ずみの自己相関信号を
出力する正規化ユニットと、
　前記正規化ずみの自己相関信号から角度を抽出する角度計算器と、
　前記角度を用いて周波数ずれを生ずる粗周波数ずれ推算ユニットと
を含む装置。
【請求項２６】
　Ｍ個の高データ速度広帯域パケット化ＯＦＤＭ無線通信信号（以下、「Ｍ個の信号」と
いう、Ｍは２以上の整数）を合成出力信号の形に合成する装置であって、少なくともＭ個
の受信アンテナの各々が前記Ｍ個の信号の一つを受信し、前記Ｍ個の信号の各々がＮ個の
周波数（Ｎは正の整数）を含む装置において、
　前記Ｍ個の信号の各々に対応するディジタルデータについて粗信号タイミング共同推算
および周波数ずれ共同推算を行う共同タイミング回復ユニットと、
　前記Ｍ個の信号の一つのディジタルデータを、その一つの信号についてのＮ個の周波数
の各々の副搬送波データの形の周波数領域情報に各々が変換するとともに前記周波数領域
情報を前記Ｍ個の信号の各々について出力するＭ個の高速フーリエ変換（ＦＦＴ）ユニッ
トと、
　前記Ｍ個のＦＦＴユニットからの前記周波数領域情報を重み付けするとともに合成して
、回線障害およびチャネル効果を軽減した合成出力信号を生ずる合成器と
を含み、
　前記共同タイミング回復ユニットが、前記Ｍ個の信号の重みづけずみの周波数ずれを算
定し、前記Ｍ個の信号につき前記周波数ずれ共同推算を行う周波数ずれ共同推算ユニット
を含み、その周波数ずれ共同推算ユニットが、
　前記Ｍ個の信号の各々の中の前記Ｐ個の短符号のいくつかを互いに別々に各々が自己相
関にかけ、前記Ｐ個の短符号のいくつかの自己相関出力である自己相関信号を出力するＭ
個の自己相関ユニットと、
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　前記信号強度に基づき前記自己相関出力に重み付けするＭ個の重みづけユニットと、
　重みづけおよび加算ずみの自己相関信号を生ずるように前記Ｍ個の重みづけずみの自己
相関信号を加算する加算器と、
　前記重みづけおよび加算ずみの自己相関信号から角度を抽出する角度計算器と、
　前記角度を用いて周波数ずれを生ずる粗周波数ずれ推算ユニットと
を含む装置。
【請求項２７】
　Ｍ個の高データ速度広帯域パケット化ＯＦＤＭ無線通信信号（以下、「Ｍ個の信号」と
いう、Ｍは２以上の整数）を合成出力信号の形に合成する装置であって、少なくともＭ個
の受信アンテナの各々が前記Ｍ個の信号の一つを受信し、前記Ｍ個の信号の各々がＮ個の
周波数（Ｎは正の整数）を含む装置において、
　前記Ｍ個の信号の各々に対応するディジタルデータについて粗信号タイミング共同推算
および周波数ずれ共同推算を行う共同タイミング回復ユニットと、
　前記Ｍ個の信号の一つのディジタルデータを、その一つの信号についてのＮ個の周波数
の各々の副搬送波データの形の周波数領域情報に各々が変換するとともに前記周波数領域
情報を前記Ｍ個の信号の各々について出力するＭ個の高速フーリエ変換（ＦＦＴ）ユニッ
トと、
　前記Ｍ個のＦＦＴユニットからの前記周波数領域情報を重み付けするとともに合成して
、回線障害およびチャネル効果を軽減した合成出力信号を生ずる合成器と
を含み、
　前記共同タイミング回復ユニットが、前記Ｍ個の信号の重みづけずみの周波数ずれを算
定し、前記Ｍ個の信号の各々につき前記周波数ずれ共同推算を行う周波数ずれ共同推算ユ
ニットを含み、その周波数ずれ共同推算ユニットが、
　前記Ｍ個の信号の一つの始点を前記自動利得制御ユニットが示したあと、前記Ｍ個の信
号の一つの中の前記Ｐ個の短符号のいくつかと既知の短符号との間の相互相関を各々がと
り、前記一つの信号につき相互相関信号を各々出力するＭ個の相互相関ユニットと、
　前記Ｍ個の相互相関ユニットの互いに別々の一つに各々が接続され、対応の相互相関ユ
ニットの出力を互いに別々に各々が自己相関にかけるＭ個の自己相関ユニットと、
　前記信号強度に基づき前記自己相関出力に重み付けするＭ個の重みづけユニットと、
　重みづけおよび加算ずみの自己相関信号を生ずるように前記Ｍ個の重みづけずみの自己
相関信号を加算する加算器と、
　前記重みづけおよび加算ずみの自己相関信号から角度を抽出する角度計算器と、
　前記角度を用いて周波数ずれを生ずる粗周波数ずれ推算ユニットと
を含む装置。
【請求項２８】
　Ｍ個の高データ速度広帯域パケット化ＯＦＤＭ無線通信信号（以下、「Ｍ個の信号」と
いう、Ｍは２以上の整数）を合成出力信号の形に合成する装置であって、少なくともＭ個
の受信アンテナの各々が前記Ｍ個の信号の一つを受信し、前記Ｍ個の信号の各々がＮ個の
周波数（Ｎは正の整数）を含む装置において、
　前記Ｍ個の信号の各々に対応するディジタルデータについて粗信号タイミング共同推算
および周波数ずれ共同推算を行う共同タイミング回復ユニットと、
　前記Ｍ個の信号の一つのディジタルデータを、その一つの信号についてのＮ個の周波数
の各々の副搬送波データの形の周波数領域情報に各々が変換するとともに前記周波数領域
情報を前記Ｍ個の信号の各々について出力するＭ個の高速フーリエ変換（ＦＦＴ）ユニッ
トと、
　前記Ｍ個のＦＦＴユニットからの前記周波数領域情報を重み付けするとともに合成して
、回線障害およびチャネル効果を軽減した合成出力信号を生ずる合成器と
を含み、
　前記共同タイミング回復ユニットが前記Ｍ個の信号の重みづけずみの周波数ずれを算定
し、前記合成器が、
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　前記Ｍ個の信号の各々における前記Ｎ個の周波数の各々につき前記Ｍ個のＦＦＴの出力
を受けるとともにチャネル推算値を出力するチャネル推算ユニット（ＣＥＵ）と、
　前記Ｍ個の信号の各々における前記Ｎ個の周波数の各々につき前記ＣＥＵから前記チャ
ネル推算値の対応の一つの値を受けるとともにＭ個のＲＦ利得を受け、前記ＣＥＵへの饋
還を行い、重み値を出力する重み計算器と、
　前記Ｍ個の信号の各々における前記Ｎ個の周波数の各々につき、前記重み計算器から前
記重み値を受け、前記Ｍ個の信号の各々における前記Ｎ個の周波数の各々について前記副
搬送波データを受け、前記Ｍ個の信号の各々における前記Ｎ個の周波数の各々について前
記副搬送波データをそれに対応する前記重み値と乗算して前記Ｍ個の信号の各々の前記Ｎ
個の周波数の各々について重みづけずみの副搬送波データを生ずるＭ個の重みづけブロッ
クと、
　前記重みづけずみの副搬送波データを加算してＮ個の重みづけずみの副搬送波データ加
算出力を生ずる加算器と、
　前記Ｎ個の周波数の各々につき、前記加算器からの出力の対応のパイロットデータを受
け、パイロット追跡情報を出力するパイロット追跡ユニットと、
　前記Ｎ個の周波数の各々につき、前記重み計算器からの前記重み値、前記加算器からの
対応の重みづけずみ副搬送波データ加算出力、および前記パイロット追跡ユニットからの
前記パイロット追跡情報を前記合成出力信号に変換するチャネル相関ユニットと
を含む装置。
【請求項２９】
　前記重み計算器からの前記重み値を判定饋還データを用いて更新する請求項２８記載の
装置。
【請求項３０】
　前記判定饋還データをハード判定復号データシンボルから得る請求項２９記載の装置。
【請求項３１】
　前記判定饋還データをビタービ復号器出力から得る請求項２９記載の装置。
【請求項３２】
　前記Ｍ個の重みの各々が離散化した重みである請求項２８記載の装置。
【請求項３３】
　前記離散化した重みを３ビットの２進数で表した請求項３２記載の装置。
【請求項３４】
　前記周波数領域信号を１２ビットの２進数で表した請求項２８記載の装置。
【請求項３５】
　前記Ｍ個の重みづけブロックの各々が１２ビット×３ビット乗算器である請求項２８記
載の装置。
【請求項３６】
　Ｍ個の高データ速度広帯域パケット化ＯＦＤＭ無線通信信号（以下、「Ｍ個の信号」と
いう、Ｍは２以上の整数）を合成出力信号の形に合成する装置であって、少なくともＭ個
の受信アンテナの各々が前記Ｍ個の信号の一つを受信し、前記Ｍ個の信号の各々がＮ個の
周波数（Ｎは正の整数）を含む装置において、
　前記Ｍ個の信号の各々に対応するディジタルデータについて粗信号タイミング共同推算
および周波数ずれ共同推算を行う共同タイミング回復ユニットと、
　前記Ｍ個の信号の一つのディジタルデータを、その一つの信号についてのＮ個の周波数
の各々の副搬送波データの形の周波数領域情報に各々が変換するとともに前記周波数領域
情報を前記Ｍ個の信号の各々について出力するＭ個の高速フーリエ変換（ＦＦＴ）ユニッ
トと、
　　前記Ｍ個のＦＦＴユニットからの前記周波数領域情報を受けてチャネル推算値を生ず
るチャネル推算ユニットと、
　　前記チャネル推算値およびＭ個の利得、すなわちＭ個の受信チェーンに関連したアナ
ログ利得調整値であるＭ個の利得を用いてＭ個の重み値を生ずる重み計算器と、
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　　前記Ｍ個の重み値と前記Ｍ個のＦＦＴユニットからの前記周波数領域情報とを乗算し
てＭ個の積を生ずるＭ個の重みづけブロックと、
　　前記Ｍ個の積を互いに加算して合成出力信号を生ずる加算器と
を含む合成器と、
　前記Ｎ個の周波数の各々につき、前記加算器からの出力の対応のパイロットデータを受
け、パイロット追跡情報を出力するパイロット追跡ユニットと、
　前記Ｎ個の周波数の各々につき、前記重み計算器からの前記重み値、前記加算器からの
対応の重みづけずみ副搬送波データ加算出力、および前記パイロット追跡ユニットからの
前記パイロット追跡情報を前記合成出力信号に変換するチャネル相関ユニットと
を含む装置。
【請求項３７】
　前記重み計算器が前記Ｍ個の重み値から雑音を除去する平滑化フィルタを含む請求項３
６記載の装置。
【請求項３８】
　前記Ｍ個の利得がＲＦ利得、ＩＦ利得およびベースバンド利得を含む請求項３６記載の
装置。
【請求項３９】
　前記Ｍ個の利得が前記Ｍ個の信号を伝送するチェーンの相互間の基底雑音、すなわち前
記チェーンの相互間の利得の差に対応する基底雑音を含む請求項３６記載の装置。
【請求項４０】
　前記Ｍ個の利得が前記チャネル推算値をスケールアップ／スケールダウンしてＡ－Ｄ変
換器（ＡＤＣ）で十分な分解能を得るようにするディジタルスケーリング利得を含む請求
項３６記載の装置。
【請求項４１】
　前記Ｍ個の利得が、アナログ利得と、Ｍ個の信号を伝送するチェーン相互間の基底雑音
と、ディジタルスケーリング利得との積である利得係数を含む請求項３６記載の装置。
【請求項４２】
　前記Ｍ個のアンテナの一つに接続した入力を各々が備え、前記Ｍ個の信号の各々に対応
するアナログデータを各々が出力するＭ個の無線周波数前置装置と、
　前記Ｍ個の無線周波数前置装置の一つの出力に接続されアナログデータを受ける入力と
、前記Ｍ個の信号の各々に対応するディジタルデータを出力する出力とを各々が有するＭ
個のベースバンドユニットと
をさらに含み、
　前記共同タイミング回復ユニットが、前記Ｍ個の信号の一つに対応する前記ディジタル
データを受けるように前記Ｍ個のベースバンドユニットの一つのユニットの出力に各々が
接続されている複数の入力を備える
請求項３６記載の装置。
【請求項４３】
　自動利得制御ユニット、すなわち前記Ｍ個の信号の始点を示す信号を前記共同タイミン
グ回復ユニットに送る自動利得制御ユニットをさらに含む請求項４２記載の装置。
【請求項４４】
　共同タイミング推算を行う前記共同タイミング回復ユニットが前記Ｍ個の信号の中のＰ
個の継続的短符号の粗末尾時間を判定する請求項３６記載の装置。
【請求項４５】
　前記共同タイミング回復ユニットが前記Ｍ個の信号の中のＰ個の短符号のいくつかの自
己相関を用いて前記粗末尾時間を判定する請求項４４記載の装置。
【請求項４６】
　前記共同タイミング回復ユニットが、前記Ｍ個の信号の各々の中のＰ個の短符号のいく
つかと既知の短符号との間の相互相関と、それに続く対応の相互相関出力の自己相関とを
用いて前記末尾の粗タイミングを判定する請求項４４記載の装置。
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【請求項４７】
　前記タイミング共同回復ユニットが、前記Ｍ個の信号の各々の前記Ｐ個の短符号に続く
長トレーニング系列に基づいて動作する精タイミング共同推算ユニットを含む請求項３６
記載の装置。
【請求項４８】
　前記精タイミング共同推算ユニットが、前記Ｍ個の信号の各々について精タイミングず
れを判定するように、直線的位相ラムプを推算する請求項４７記載の装置。
【請求項４９】
　Ｍ個の高データ速度広帯域パケット化ＯＦＤＭ無線通信信号（以下、「Ｍ個の信号」と
いう、Ｍは２以上の整数）を合成出力信号の形に合成する方法であって、少なくともＭ個
の受信アンテナの各々が前記Ｍ個の信号の一つを受信し、Ｎが正の整数である方法におい
て、
　前記Ｍ個の信号の各々に対応するディジタルデータについて粗信号タイミング共同推算
および周波数ずれ共同推算を行う過程と、
　前記Ｍ個の信号の各々のディジタルデータを、その各々の信号についてのＮ個の周波数
の各々の副搬送波データの形の周波数領域情報に変換するとともに前記Ｍ個の信号の各々
についての周波数領域情報を出力する過程と、
　前記周波数領域情報を用いてチャネル推算値を生ずる過程と、
　前記チャネル推算値およびＭ個の利得値、すなわち前記Ｍ個の受信チェーンに関連した
アナログ利得調整値であるＭ個の利得値を用いてＭ個の重み値を生ずる過程と、
　前記Ｍ個の重み値と前記周波数領域情報とを乗算してＭ個の積を生ずる過程と、
　前記Ｍ個の積を互いに加算して前記合成出力信号を生ずる過程と
　前記Ｎ個の周波数の各々につき、対応のパイロット周波数からパイロットデータを受け
るとともに、それらＮ個の周波数の各々につきパイロット追跡情報を出力する過程と、
　前記Ｎ個の周波数の各々につき、前記Ｍ個の重み値、対応の重みづけずみ副搬送波デー
タ加算出力、および前記パイロット追跡情報を前記合成出力信号に変換する過程と
を含む方法。
【請求項５０】
　前記Ｍ個の重み値から雑音を除去する過程をさらに含む請求項４９記載の方法。
【請求項５１】
　前記Ｍ個の利得値がＲＦ、ＩＦおよびベースバンド利得を含む請求項４９記載の方法。
【請求項５２】
　前記Ｍ個の利得値が前記Ｍ個の信号を伝送する雑音基底値、すなわち前記チェーン相互
間の利得差に対応する雑音基底値を含む請求項４９記載の方法。
【請求項５３】
　前記Ｍ個の利得値が、前記チャネル推算値をスケールアップ／スケールダウンするため
のディジタルスケーリング利得値を含む請求項４９記載の方法。
【請求項５４】
　前記Ｍ個の利得が、利得係数、すなわちアナログ利得、前記Ｍ個の信号を伝送する受信
チェーン相互間の基底雑音およびディジタルスケーリング利得の積である利得係数を含む
請求項４９記載の方法。
【請求項５５】
　前記Ｍ個の重み値を更新する過程をさらに含む請求項５４記載の方法。
【請求項５６】
　前記Ｍ個の重みを更新する過程が、新たに得られたチャネル推算値を用いる過程を含む
請求項５５記載の方法。
【請求項５７】
　前記Ｍ個の重み値を更新する過程が判定饋還データを用いることを含む請求項５６記載
の方法。
【請求項５８】
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　前記判定饋還データをハード判定復号データシンボルから得る請求項５７記載の方法。
【請求項５９】
　前記判定饋還データをビタービ復号器出力から得る請求項５７記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　この出願は２００３年１０月８日提出の同一出願人による米国特許出願第１０／６８２
，３８１号に関連する。同出願をここに参照してその記載内容をこの出願の明細書に組み
入れる。
【技術分野】
【０００２】
　この発明は無線通信に関する。より詳しくいうと、この発明は高データ速度広帯域のパ
ケット化した無線通信信号の多アンテナ受信機合成のための装置および方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　　無線通信システムは信号を伝達するのにアンテナを用いる。無線ローカルエリアネッ
トワーク（ＷＬＡＮ）は特定の領域の中のノード相互間で情報を伝達する一種の無線通信
システムである。
【０００４】
　［信号の種類］
　狭帯域信号および広帯域信号
　現在用いられている無線通信システムの大部分は狭帯域信号用の通信システムである。
狭帯域信号の周波数帯域幅は数十キロヘルツ（ｋＨｚ）（例えば５０ｋＨｚ）から数百キ
ロヘルツ（例えば５００ｋＨｚ）の範囲にある。これに対して、広帯域信号の帯域幅は１
ＭＨｚ以上である。
【０００５】
　８０２．１１規格および８０２．１１ａ規格
　広帯域信号の一つのタイプは、ＩＥＥＥ８０２．１１規格によるＷＬＡＮで用いる信号
である。このＩＥＥＥ８０２．１１規格は、ＷＬＡＮ用の媒体アクセス制御（ＭＡＣ）使
用および物理レイヤ（ＰＨＹ）使用の概要を規定している。
【０００６】
　ＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格は８０２．１１規格の一部であって、動作周波数５ＧＨｚ
乃至６ＧＨｚの範囲の高データ速度広帯域パケット化無線通信システムにおける通信を対
象とする。一方、８０２．１１ａ規格は直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）変調、すなわ
ち広い周波数範囲にわたる多数の搬送波周波数経由でデータを伝送することにより高デー
タ速度通信を可能にするＯＦＤＭ変調を用いる。この明細書においてＩＥＥＥ８０２．１
１ａ規格に該当する説明は８０２．１１ｇ規格にも該当する。この８０２．１１ｇＯＦＤ
Ｍ規格は、２．４ＧＨｚ帯で動作する点を除き、８０２．１１ａ規格と同じである。８０
２．１１ａ規格はパケット伝送の成否を参酌し、パケット伝送問題に対処するように設計
された機構を備える。８０２．１１ａ規格の無線通信システムおよびそれ以外の無線通信
システムは信号の送信中に多様な問題に遭遇し得る。
【０００７】
　［回路障害］
　例えば、無線通信システムは受信機回路における障害に伴う問題に遭遇し得る。より詳
しくいうと、受信機回路は、（１）周波数ずれ、（２）直流（ＤＣ）レベルずれ、（３）
搬送波位相ずれ、（４）タイミングずれ、などの障害に遭遇する。
【０００８】
　通常の従来技術による受信回路１００を図１Ａに示す。この受信回路１００は、アンテ
ナ１１０，アナログ前置装置１２０，およびベースバンドシステム１３０を図示のとおり
接続した形で備える。アナログ前置装置１２０は、局部発振器１２２と、低雑音増幅器（
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ＬＮＡ）１２３と、ミキサ１２４と、アナログ増幅器１２５と、アナログフィルタ１２６
とを備える。ベースバンドシステム１３０は、Ａ－Ｄ変換器１３２と、ディジタルシグナ
ルプロセッサ（ＤＳＰ）とを備える。これらアナログ前置装置１２０およびベースバンド
システム１３０の構成部分の不完全性、すなわち局部発振器１２２，ミキサ１２４，フィ
ルタ１２６，Ａ－Ｄ変換器１３２，およびＤＳＰ１３４の不完全性のために、受信回路１
００には障害が生ずる。
【０００９】
　従来技術による受信機ではこれら障害を障害消去回路などにより補正する試みを行って
いる。例えば、図１Ｂに示した従来技術の受信機１４０は、アナログ前置装置１２０に接
続した改変ベースバンドシステム１５０を備える。この改変ベースバンドシステム１５０
はＡ－Ｄ変換器１３２およびＤＳＰ１３４に相互接続した障害除去ユニット１５２を備え
る。この除去ユニット１５２はＡ－Ｄ変換器１３２のディジタル出力から回線障害を推算
する。次に、この消去ユニット１５２はＡ－Ｄ変換器１３２の出力信号の中の回線障害を
消去する。
【００１０】
　［チャネル効果－フェーディングおよびマルチパス伝送経路］
　例えば、無線通信システムは、フェーディングを伴う通信チャネルを通じて信号を送信
するなどのチャネル効果に遭遇し得る。通信チャネルのフェーディングはマルチパスや伝
送損失などによって生ずる。
【００１１】
　マルチパスの場合は、送信されたＲＦエネルギーが、そのＲＦエネルギーの多数の伝搬
経路により強められたり弱められたりする干渉を受けるとともに、受信アンテナへの到達
の途中で多様な遅延を受ける。そのようなマルチパス干渉は、無線通信システムの用いる
周波数全体にわたって信号の位相を変動させ振幅を減衰させる。ＷＬＡＮでは、この種の
マルチパス干渉のために、受信機によるパケット受信に誤りが生じたり、パケット受信が
完全に欠落したりすることがあり得る。
【００１２】
　従来技術による受信機は、フェーディングやマルチパス干渉などのチャネル効果をチャ
ネル補正回路によって補正している。例えば、図１Ｃに示した従来技術の受信回路１６０
は、アナログ前置回路１２０および復号器１７６に相互接続した改変ベースバンドシステ
ム１７０を含む。この改変ベースバンド１７０は、Ａ－Ｄ変換器１３２および復号器１７
６に接続したチャネル補正ユニット１７２を含む。このユニット１７２はＡ－Ｄ変換器１
３２の出力のうち狭帯域信号についてチャネル等化を行う。
【００１３】
　［アンテナダイバーシティ］
　従来技術による受信回路はフェーディングやマルチパス干渉などのチャネル効果をアン
テナダイバーシティで補正する。アンテナダイバーシティ付きの無線通信システムは多ア
ンテナ受信機を用いる。複数アンテナ付きの受信機を、一つのアンテナにおける受信状態
が悪化した際には受信状態の良いもう一つのアンテナを用いる形で用いる。例えば、図１
ｄに示した従来技術の多アンテナ受信機１８０は、複数のアンテナ１８１および１８２と
、受信部１８３と、ダイバーシティスイッチ１８９とを図示のとおり相互接続した形で備
える。受信部１８３は、アナログ前置装置１８５と、ベースバンドシステム１８７とを備
える。アナログ前置装置１８５およびベースバンドシステム１８７は上述の前置装置１２
０およびベースバンドシステム１３０とそれぞれ同じ構成にすることができる。特定の通
信チャネルがフェーディングを伴う場合は、ダイバーシティスイッチ１８９がフェーディ
ングなしの通信チャネルを選ぶようにダイバーシティスイッチ１８９がアンテナ相互間の
切換えを行う。しかし、このスイッチ１８９は受信信号に切換損失を生じさせる。また、
この切換えダイバーシティでは選択されたアンテナからの信号だけを受信機で用いるので
、ダイバーシティ利得は限られたものとなる。複数のアンテナからの複数の信号を最適状
態で合成できれば、ダイバーシティ利得は増大する。



(12) JP 4664920 B2 2011.4.6

10

20

30

40

50

【００１４】
　［高速切換えアンテナダイバーシティ］
　複数のアンテナ利用のために従来技術では高速切換えアンテナダイバーシティも用いら
れてきた。例えば二つのアンテナを備える高速切換えアンテナダイバーシティ通信システ
ムでは、パケット到着時にその信号の受信に第１のアンテナを用いる。その信号の受信の
あと受信信号の品質の判定に十分な時間の経過ののち、受信システムは第２のアンテナに
切り換わる。次に、その受信信号の品質の判定が完了するまで第２のアンテナを用いる。
最後に、受信信号の品質の良い方のアンテナに受信システムが切り換わる。三つ以上のア
ンテナを用いる上述の高速切換えアンテナダイバーシティを構成する場合もある。
【００１５】
　高速切換えアンテナダイバーシティ受信の試験は、受信パケットのプリアンブル、ヘッ
ダまたはトレーニング部分で行う。データでなくプリアンブルを試験することによって、
アンテナ切換え動作時のデータ喪失が生じないようにする。
【００１６】
　［高速切換えアンテナダイバーシティおよび８０２．１１ａに伴う問題］
　いくつかの理由で高速切換えアンテナダイバーシティは８０２．１１ａ信号およびそれ
以外の高データ速度無線通信信号には望ましくない。
【００１７】
　不十分なチャネル品質推算
　まず、８０２．１１ａ信号およびそれ以外の高データ速度無線通信信号におけるパケッ
ト長のために、高速切換えアンテナダイバーシティ手法ではチャネル品質推算の精度が損
なわれる。例えば、８０２．１１ａ信号におけるパケットプリアンブルは、全体の長さが
８マイクロ秒であってごく短い。高データ速度通信システムでは、システム効率を高い状
態に保つためにプリアンブルは短くするのが好ましい。しかし、データ速度の上昇ととも
にパケットの長さは小さくなる傾向がある。
【００１８】
　［通信性能の低下］
　また、高速切換えアンテナダイバーシティは８０２．１１ａおよびそれ以外の高データ
速度無線通信システムの性能を低下させる。互いに異なるアンテナからの複数の信号の切
換えおよび測定に費やされる時間が、８０２．１１ａ信号およびそれ以外の高データ速度
無線通信信号のパケットプリアンブルの期間中に通常行う必要のある他機能の遂行のため
の時間を短くする。それら機能としては、（１）受信経路の増幅器の利得を適切に設定す
ること、（２）受信信号の周波数ずれを検出すること、および（３）シンボルタイミング
の検出のための正しいシンボル境界の検出などがある。プリアンブルが短い場合は、周波
数ずれ、利得設定、シンボルタイミング判定の品質が最良状態のアンテナの選択の所要時
間のために損なわれる。したがって、アンテナ選択をプリアンブルの時間に限定すると、
８０２．１１ａシステムなどの高データ速度無線通信システムの総合的性能が低下する。
【００１９】
　［アンテナ相互間の差の検出の困難性］
　パケットプリアンブル期間中の高速アンテナ切換えは８０２．１１ａＯＦＤＭ信号など
の広帯域信号にさらに難しい問題をもたらす。プリアンブルは受信信号中の広帯域ノッチ
の検出に必要な周波数精細度を備えていない。したがって、広帯域信号がマルチパス干渉
を受けた結果生ずる狭帯域中の多数のノッチを検出するのにプリアンブルは利用できない
。プリアンブル電力のみに基づくアンテナ切換え判定は、アンテナ切換えで周波数領域の
ノッチを伴うアンテナにする可能性があり、パケット受信の欠落を生じさせる可能性があ
る。
【００２０】
　上記８０２．１１ａＯＦＤＭ信号などの広帯域信号のプリアンブル期間中のチャネル相
互間の差の検出に伴うもう一つの問題は、組合せ短および長トレーニングシンボル系列が
ごく短い期間であること、とくに短トレーニングシンボル系列がごく限られた短い期間で
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あることである。この期間がごく短いために、最良のアンテナの選択をこの短い期間内に
行うことのできない慣用の手法は採用できなくなる。
【００２１】
　［信号の合成］
　アンテナからの信号の合成はダイバーシティ受信のもう一つの手法である。複数のアン
テナからの複数の信号は、コヒーレント合成の利得を得るためにまず位相を一致させたの
ち合成する。この動作は信号が狭帯域の場合は比較的容易であるが広帯域の場合はより難
しくなる。
【００２２】
　［狭帯域信号の合成］
　狭帯域無線通信システムでは、二つ以上のアンテナからの二つ以上の受信信号は周波数
帯域全体にわたり目立った差を示さない（すなわち、それら信号は比較的平坦な周波数分
布を示す）。したがって、それら二つ以上の狭帯域信号は、（１）真信号からの偏移によ
る情報の喪失、または（２）受信信号同士による相殺のリスクはほとんどなく、合成手法
を用いて比較的簡単にコヒーレント合成できる。概括的にいうと、狭帯域信号の振幅およ
び位相応答は、８０２．１１ａ信号などの広帯域信号の振幅および位相応答に比べて、周
波数帯域全体にわたり大幅に変動することはない。したがって、狭帯域信号の合成のため
の重みは周波数依存性を備えず、互いに異なるアンテナからの狭帯域信号は容易に位相補
正して合成できる。
【００２３】
　［広帯域信号の合成における問題］
　狭帯域信号の合成と対照的に、従来技術の合成手法または狭帯域ダイバーシティ手法に
よる広帯域無線信号の合成は、周波数選択性の問題を解決しようとすれば、ずっと複雑に
なる。すなわち、広い周波数領域にわたって信号の位相および振幅に大幅な違いが生ずる
ためである。
【００２４】
　［アンテナダイバーシティ合成］
　従来技術によるアンテナダイバーシティ合成には、いくつかの手法がある。これらの手
法の多くは、二つ以上のアンテナからの信号の組合せの試験に基づいている。一つの合成
手法は、最大比合成（ＭＲＣ）、すなわち二つ以上のアンテナからの信号を位相合わせし
たあと信号対雑音比（ＳＮＲ）に比例して重みづけをし、加算して重みづけずみの合成信
号を生ずる手法である。ＭＲＣは、合成ずみの信号のＳＮＲが各アンテナからの信号のＳ
ＮＲの和になり、最適ＳＮＲ改善をもたらす。
【００２５】
　もう一つの合成手法は等利得合成（ＥＧＣ）である。等利得合成では、互いに等しい大
きさで互いに異なる位相の重みづけを全信号に施す。図１Ｅを参照すると、従来技術によ
る等利得コンバイナ１９０は、アナログ前置装置１９１および１９２と、ベースバンドユ
ニット１９４および１９５と、位相補正ユニット１９６および１９７と、加算器１９８と
を図示のとおり相互接続して構成する。しかし、ＥＧＣの性能は、合成後のＳＮＲは各ア
ンテナからの信号のＳＮＲよりは通常大きいもののそれらＳＮＲの値よりも小さいので最
適値以下である。
【００２６】
　これらの従来技術による合成手法は、位相および重みが周波数依存性を示さない狭帯域
信号では十分に好ましい機能を発揮する。しかし、これら従来技術による手法は、８０２
．１１ａ信号のように、受信信号帯域幅全体にわたり位相および電力が一定でなく周波数
依存性を示す広帯域信号では十分に好ましい機能を発揮し得ない。したがって、従来技術
によるアンテナダイバーシティ合成手法は８０２．１１ａ信号などの広帯域無線通信信号
には適用できない。
【００２７】
【特許文献１】ＵＳＰ　６　１２８　２７６
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【特許文献２】ＵＳＰ　６　５２２　８９８
【特許文献３】ＵＳＰ　６　５６３　８５８
【特許文献４】ＷＯ　００／０７７９６１
【特許文献５】ＷＯ　０３／０２３９９５
【特許文献６】ＷＯ　０３／０７５３９６
【非特許文献１】Schmidt et al "RobustFrequency and Timing Synchronization for OF
DM", IEEE Transactions onCommunications, Vol.45, No.12 (December 1997), pages 16
13-1621
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２８】
　したがって、８０２．１１ａ信号などの高データ速度広帯域パケット化無線通信信号に
伴う上記問題に対処するのに適合するとともに、この種の信号の合成に周波数依存性の重
みづけを与える費用効率の高い多アンテナ受信信号合成手法が必要である。
【課題を解決するための手段】
【００２９】
　一つの実施例では、この発明は、Ｍ個の高データ速度パケット化ＯＦＤＭ通信信号（「
Ｍ個の信号」）を一つの出力信号に合成する装置、すなわちＮ個の周波数（Ｎは正の整数
）を各々が含むＭ個の受信アンテナの各々でＭ個の信号の一つを受信（Ｍは２以上の整数
）する受信装置においてそれらＭ個の信号を一つの合成出力信号に合成する装置を提供す
る。一つの好ましい実施異例では、この装置はＭ個の信号の各々に対応のディジタルデー
タについて、粗信号タイミング共同推算、精タイミング共同推算および周波数ずれの共同
推算を行うタイミング共同回復ユニットを備える。また、この装置は、上記Ｍ個の信号の
一つについてのディジタルデータを、その一つの信号対応のＮ個の周波数の各々について
の副搬送波の形の周波数領域情報に各々が変換するＭ個の高速フーリエ変換（ＴＦＴ）ユ
ニットを備える。さらに、この装置は、上記Ｍ個のＴＦＴユニットからの周波数領域情報
を重みづけおよび合成して回線障害およびチャネル効果軽減ずみの合成出力信号を生ずる
合成装置を備える。
【００３０】
　一つの実施例では、タイミング共同回復ユニットは、Ｍ個の信号の各々を用いて粗信号
タイミング共同推算を行う粗信号タイミング推算ユニットを備える。一つの実施例では、
アンテナの数Ｍは１であり、その場合は粗タイミング共同推算ユニットの中の加算器の入
力は単一である。
【００３１】
　一つの実施例では、タイミング共同回復ユニットは、信号全部について周波数ずれ推算
を行う周波数ずれ共同推算ユニットを備える。
【００３２】
　もう一つの実施例では、多アンテナを各々が備える送信機および受信機でシステムを構
成する。一つの実施例では、多数の互いに異なる送信アンテナから一つのアンテナを選択
するのに低速アンテナ切換え手法を用い、多数の互いに異なる受信アンテナから一つのア
ンテナを選択するのに高速アンテナ切換え手法を用いる。
【００３３】
　また、この発明は、Ｍ個の高データ速度パケット化ＯＦＤＭ通信信号（「Ｍ個の信号」
）を一つの合成出力に合成する手法、すなわちＮ個の周波数（Ｎは正の整数）を各々が含
むＭ個の信号の一つを各々が受信する（Ｍは２以上の整数）Ｍ個の受信アンテナからの信
号を一つの合成出力信号に合成する方法を提供する。この方法は、上記Ｍ個の信号の各々
に対応するディジタルデータについて信号タイミング共同推算および周波数ずれ共同推算
を行う過程と、上記Ｍ個の信号の各々についてのディジタルデータをそれらＭ個の信号の
各々に対応のＮ個の周波数についての副搬送波データの形の周波数領域情報に変換すると
ともにそれらＭ個の信号の各々について上記周波数領域情報を出力する過程と、回線障害
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およびチャネル効果を軽減ずみの合成出力信号を生ずるように上記周波数領域情報を重み
づけのうえ合成する過程とを含む方法を提供する。
【発明の効果】
【００３４】
　高データ速度の広帯域パケット化無線通信信号を多アンテナ受信機において効率よく低
コストで合成するシステムおよび方法を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　この発明は高データ速度広帯域パケット化無線通信信号を多アンテナ受信機で合成する
システムおよび方法を提供する。一つの実施例では、高データ速度広帯域無線通信信号は
パケット化したＯＦＤＭ信号であり、移動車両の運転者に伴う車載装置の信号でも、建物
内で移動する歩行者に伴う可搬型ユニットの信号でもあり得る。この明細書では移動車両
の車載移動機を検討対象とするが、説明は上記可搬型ユニットにも該当する。図２を参照
すると、この発明の一つの実施例の多アンテナ受信機合成装置２１５は、タイミング共同
回復ユニット２１６，Ｍ個のＦＦＴユニット２２０乃至２２２，およびコンバイナ２２４
を図示のとおり相互接続した形で含む（ここで、Ｍは２以上の整数）。一つの実施例では
、上記高データ速度広帯域パケット化無線通信信号は８０２．１１ａ信号である。一つの
実施例では、Ｍは２である。
【００３６】
　もう一つの実施例では、Ｍは４である。
【００３７】
　多アンテナ受信機合成装置２１５は、図２に示すとおり、Ｍ個のアンテナ２０２乃至２
０４，Ｍ個の受信チェーン２０５乃至２０７と、自動利得制御（ＡＧＣ）ユニット２１４
，および復号器２２６に相互接続された多アンテナ受信機２００を構成する。図２に示す
とおり、受信チェーン２０５は互いに接続したＲＦ前置装置２０６およびベースバンドユ
ニット２１０を備え、受信チェーン２０７は互いに接続したＲＦ前置装置２０８およびベ
ースバンドユニット２１２を備える。
【００３８】
　多アンテナＲＦ前置装置は、共通の水晶発振器つきのＭ個のシンセサイザを含むＭ個の
互いに独立のＲＦチェーンを含む。共通の水晶発振器は複数のチェーン相互間の共通同期
を確保する。これら互いに独立のＲＦ前置装置は互いに独立の位相雑音を伴うが、この発
明による合成方法および合成システムは、それら独立の位相雑音に対する耐性を備える。
【００３９】
　もう一つの実施例では、この多アンテナＲＦ前置装置は、Ｍ個の互いに独立のＲＦチェ
ーンと共通の水晶発振器つきのＫ個のシンセサイザ（ＫはＭ以下の整数）とを含む。この
実施例では、一つのシンセサイザを二つ以上のＲＦチェーンに用いることができる。ＡＧ
Ｃユニット２１４は、全搬送波および全周波数にわたり多アンテナ受信機２００の受信し
た信号の利得を調整して、後段で信号を検出できるようにする。ＡＧＣユニット２１４の
構成の詳細については、本願と同一出願人による出願中の米国特許出願番号第０９／８４
９，４４２号「自動利得較正システム用の帯域内および帯域外信号検出」（２００１年５
月４日出願）および同第１０／３６７，０４９号「ミドパケット利得変化を用いた受信機
性能最適化方法および装置」（２００３年２月１４日出願）をここに参照してそれら出願
の明細書の記載内容をこの明細書に組み入れる。
【００４０】
　［動作］
　多アンテナ受信合成装置２１５は、アンテナ２０２乃至２０４で受信した高データ速度
広帯域パケット化無線通信信号を副搬送波ベースで合成できるように受信アンテナダイバ
ーシティ合成を行う。したがって、周波数選択性チャネルについては、一つのアンテナに
おける無入力を他のアンテナにおける同一副搬送波の寄与により補うことができる。これ
によって、そのチャネルにおけるマルチパス効果を軽減する。また、多アンテナ受信合成
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装置２１５は、ダイバーシティスイッチ１８９のようなダイバーシティスイッチを必要と
しないので、切換損失を軽減できる。さらに、多アンテナ受信合成装置２１５では受信ア
ンテナ２０２乃至２０４の各々の最適利用がパケットの受信とともに自動的に達成できる
ので、切換え利用のダイバーシティは不要である。これによって、無線チャネルへのフェ
ーディング効果は軽減される。また、多アンテナ受信合成装置２１５の出力での平均ＳＮ
Ｒはチェーン２０５乃至２０７の各々のＳＮＲの和に等しいので、この合成装置２１５は
電力およびＳＮＲを確保しながらチャネル効果を軽減するのに役立つ。
【００４１】
　図２に示すとおり、アンテナ２０２乃至２０４の各々は対応の受信チェーン２０５乃至
２０７に直接に接続する。ＲＦ前置装置２０６乃至２０８はアンテナ２０２乃至２０４へ
の受信信号をベースバンド信号にそれぞれ復調する。ベースバンドユニット２１０乃至２
１２はベースバンド信号をディジタル信号にそれぞれ変換する。ＡＧＣユニット２１４は
受信チェーン２０５乃至２０７の利得を最適値に設定する。また、ＡＧＣユニット２１４
は、ベースバンドユニット２１０乃至２１２の出力をサンプリングし、それにしたがって
ＲＦ前置装置２０６乃至２０８のアナログ利得を設定する。タイミング共同回復ユニット
２１６は、（１）粗信号タイミング推算、（２）精信号タイミング推算、および（３）周
波数ずれ推算を共通に行う。ベースバンドユニット２１０乃至２１２の出力はいずれも時
間領域信号であり、チャネル推算用の長いトレーニング系列を含み、ＦＦＴユニット２２
０乃至２２２に供給される。コンバイナ２２４はＦＦＴ２２０乃至２２２の出力を副搬送
波ごとに受信周波数の各々について重みづけするとともに合成し、合成信号を生ずる。さ
らに、復号器２２６がコンバイナ２２４の出力を復号化する。一つの実施例では、復号器
２２６はビタービ復号器で構成する。
【００４２】
　［タイミング回復］
　図２に示すとおり、タイミング共同回復ユニット２１６は、ベースバンドユニット２１
０乃至２１２のベースバンド出力をいくつかのタスクの実行により時間領域で処理する。
より詳細に述べると、共同タイミング回復ユニット２１６は、ベースバンドユニット２１
０乃至２１２の出力につき、（１）粗信号タイミング共同推算、（２）周波数ずれ共同推
算、および（３）精信号タイミング共同推算を行う。
【００４３】
　［粗信号タイミング共同推算］
　共同タイミング回復ユニット２１６はベースバンドユニット２１０乃至２１２の出力に
ついて粗信号タイミング共同推算を行う。すなわち、共同タイミング回復ユニット２１６
は、ＡＧＣユニット２１４に対して、ベースバンドユニット２１０乃至２１２からの出力
信号の中のデータの始点を示す。粗信号タイミング共同推算は、多アンテナ受信機２００
の中の受信チェーン２０５乃至２０７の全部に共通の粗信号タイミングの推算を含む。す
なわち、粗信号タイミング共同推算は、多アンテナ受信機２００の受信信号の始点を、短
いトレーニングシンボルの末尾対応の長いトレーニングシンボルの始点の特定により判定
する。
【００４４】
　図３Ａ－１を参照すると、一つの実施例では、粗信号タイミング共同推算を、ベースバ
ンドユニット２１０乃至２１２の出力について、粗信号タイミング共同推算システム３０
０によって行う。このシステム３００は、Ｍ個の相互相関ユニット３１０および３１２と
、Ｍ個の自己相関ユニット３１１および１１３と、Ｍ個の重みづけユニット３１８および
３１９と、加算器３２０と、正規化ユニット３３０と、粗タイミング推算ユニット３５０
とを図示のとおり相互接続した形で備える。
【００４５】
　もう一つの実施例では、システム３００は、図３Ａ－２に示した相互接続の形で、Ｍ個
の自己相関ユニット３１０および３１２と、Ｍ個の重みづけユニット３１５および３１７
と、加算器３２０と、正規化ユニット３３０と、粗信号タイミング推算ユニット３５０と



(17) JP 4664920 B2 2011.4.6

10

20

30

40

50

を備える。
【００４６】
　［相互相関および自己相関の組合せ利用による粗信号タイミング共同推算動作］
　図３Ａ－１に示した粗信号タイミング推算システム３００は、ベースバンドユニット２
１０および２１２からの出力における信号電力に対する自己相関の大きさの低下で表され
る遷移時間を検出することにより粗信号タイミング推算を行う。
【００４７】
　相互相関ユニット３１０は、ベースバンドユニット２１０からの出力の中の受信パケッ
トのパケットヘッダからＰ個の短符号３０４を受け、相互相関ユニット３１２は、ベース
バンドユニット２１２からの出力の中の受信パケットのパケットヘッダからＰ個の短符号
３０６を受ける（ここでＰは正の整数である）。これら短符号の各々は自己相関特性を備
えるトレーニングシンボルである。受信した短符号が相互相関を含む場合は、その短符号
はもう一つの既知の系列（無雑音）との間で相関しており、雑音軽減時により強い信号が
得られる。一つの実施例では、Ｐは１０，すなわち８０２．１１ａパケットの中の短符号
の数以下の数を表す。
【００４８】
　相互相関ユニット３１１および３１３は、ユニット３１０および３１２の出力の自己相
関をそれぞれ別々にとる。その結果、自己相関ユニット３１１および３１３は、Ｍ個の位
相整合ずみの相関出力信号３１５および３１７をそれぞれ生じ、これら信号３１５および
３１７はコヒーレント合成可能である。
【００４９】
　重みづけユニット３１８および３１９は、信号強度に基づき、上記自己相関出力に重み
づけする。したがって、強度の大きい信号ほど組合せ自己相関に対する寄与が大きくなる
。
【００５０】
　加算器３２０は重みづけユニット３１８および３１９からの出力信号３２１および３２
２を加算し、それら信号の中の雑音を軽減する。加算器３２０の出力を正規化ユニット３
３０で信号電力により正規化する。
【００５１】
　次段の粗タイミング推算ユニット２５０は、正規化ユニット３３０の出力３４４の信号
電力に対する低下を閾値と比較することにより、上記短トレーニングシンボル系列の末尾
を検出する。この閾値はハードウェア構成によって定めるが、誤検出の確率を最小に抑え
るように設定する。粗タイミング推算ユニット３５０などの粗タイミング推算ユニットの
例は同時出願中の米国特許出願第０９／９６３，１１５号「微小周波数ずれ推算および計
算、並びに通信システム性能改善への応用」（２００１年９月２４日出願）に記載してあ
るので、ここに参照してその記載内容をこの明細書に組み入れる。
【００５２】
　［自己相関のみの利用による粗信号タイミング共同推算動作］
　図３Ａ－２に示した粗信号タイミング共同推算システム３００は、ベースバンドユニッ
ト２１０および２１２からの出力における信号電力に対する自己相関の大きさの低下で表
される遷移時間を検出することにより粗信号タイミング推算を行う。
【００５３】
　自己相関ユニット３１０はベースバンドユニット２１０からの出力の中の受信パケット
のパケットヘッダからＰ個の短符号３０４を受け、自己相関ユニット３１２はベースバン
ドユニット２１２からの出力の中の受信パケットのパケットヘッダからＰ個の短符号３０
６を受ける（ここでＰは正の整数である）。これら短符号の各々は自己相関特性を備える
トレーニングシンボルである。短符号が自己相関を含む場合は、その短符号はそれ自身と
の間に相関を示す。一つの例では、Ｐは１０，すなわち８０２．１１ａパケットの中の短
符号の数である。
【００５４】
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　自己相関ユニット３１０および３１２は、受信短符号３０４および３０６をそれぞれ別
々に自己相関にかける。
【００５５】
　重みづけユニット３１５および３１７は、信号強度に基づき、上記自己相関出力に重み
づけする。したがって、強度の大きい信号ほど組合せ自己相関に対する寄与が大きくなる
。
【００５６】
　加算器３２０は重みづけユニットの出力３１４および３１６を加算し、それら信号の中
の雑音を軽減する。加算器３２０の出力を正規化ユニット３３０で信号電力により正規化
する。
【００５７】
　次段の粗タイミング推算ユニット２５０は、正規化ユニット３３０の出力３４４の信号
電力に対する低下を閾値と比較することにより、上記短トレーニングシンボル系列の末尾
を検出する。この閾値はハードウェア構成によって定めるが、誤検出の確率を最小に抑え
るように設定する。
【００５８】
　［周波数ずれ共同推算］
　共同タイミング回復ユニット２１６は、多アンテナ受信機２００の全搬送波周波数にわ
たる周波数ずれ共同推算を行う。すなわち、共同タイミング回復ユニット２１６はベース
バンド２１０および２１２からの信号の周波数ずれを補正する。この周波数ずれ共同推算
は、多アンテナ受信機２００の中の受信チェーン２０５および２０７すべてについて周波
数ずれを共同推算することを含む。
【００５９】
　図３Ｂ－１に示した実施例を参照すると、共同周波数ずれ推算を周波数ずれ共同推算シ
ステム３６０によって行う。このシステム３６０は、Ｍ個の相互相関ユニット３６１およ
び３６３，Ｍ個の自己相関ユニット３６２および３６４，Ｍ個の重みづけユニット３７１
および３７２，加算器３７０，正規化ユニット３７６，角度計算器３８０，および粗周波
数ずれ共同推算ユニット３９０を図示のとおり相互接続した形で備える。
【００６０】
　もう一つの実施例を示す図３Ｂ－２を参照すると、共同周波数ずれ推算を周波数ずれ共
同検出システム３６０により行う。このシステム３６０はＭ個の自己相関ユニット３６１
および３６３と、Ｍ個の重みづけユニット３７１および３７２と、加算器３７０と、正規
化ユニット３７６と、角度計算器３８０と、粗周波数ずれ推算ユニット３９０とを図示の
とおり相互接続した形で備える。
【００６１】
　［相互相関および自己相関の組合せ利用による周波数ずれ共同推算動作］
　図３Ｂ－１に示した周波数ずれ共同推算システム３６０は、ベースバンドユニット２１
０および２１２からの信号について、周波数ずれ共同推算をいくつかの段階で行う。
【００６２】
　相互相関ユニット３６１はベースバンドユニット２１０からの出力の中の受信パケット
のパケットヘッダからＰ個の短符号３０４を受け、相互相関ユニット３６３はベースバン
ドユニット２１２からの出力の中の受信パケットのパケットヘッダからＰ個の短符号３０
６を受ける。相互相関ユニット３６１および３６３は、受信短符号３０４および３０６と
既知の短符号との間の相互相関をそれぞれ別々にとる。
【００６３】
　自己相関ユニット３６２および３６４は相互相関ユニット３６１および３６３の出力の
自己相関をそれぞれ別々による。その結果、自己相関ユニット３６２および３６４はＭ個
の位相整合ずみの相関出力信号３６６および３６８をそれぞれ生じ、これら出力信号はコ
ヒーレント合成できる。
【００６４】
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　重みづけユニット３７１および３７２は信号強度に基づき自己相関出力を重みづけする
。したがって、信号強度が大きいほど組合せ自己相関への寄与が大きい。
【００６５】
　これら重みづけユニット３７１および３７２の出力信号３７４および３７５を加算器３
７０で加算し、それら信号の中の雑音成分を軽減する。加算器３７０の出力を正規化ユニ
ット３７６で信号電力により正規化する。この正規化過程は、角度計算に相関を用いる場
合は、その角度計算には位相情報のみを用いるから、オプションとなる。
【００６６】
　角度計算手段３８０は正規化ユニット３７６の出力から角度を抽出し、その角度から粗
周波数ずれ推算ユニット３９０がその角度の周波数ずれを算出する。
【００６７】
　［自己相関のみの利用による周波数ずれ共同推算動作］
　相互相関ユニット３６１はベースバンドユニット２１０からの出力の中の受信パケット
のパケットヘッダからＰ個の短符号３０４を受け、相互相関ユニット３６３はベースバン
ドユニット２１２からの出力の中の受信パケットのパケットヘッダからＰ個の短符号３０
６を受ける。自己相関ユニット３６１および３６３は、受信した短符号３０４および３０
６の自己相関をそれぞれ別々にとる。
【００６８】
　重みづけユニット３７１および３７２で信号強度に基づき上記自己相関の出力にそれぞ
れ重みづけする。したがって、信号強度が大きいほど組合せ自己相関への寄与が大きくな
る。
【００６９】
　加算器３７０は重みづけずみの自己相関ユニット出力３６６および３６８をコヒーレン
トに加算して、それら信号３６６および３６８の中の雑音の軽減を可能にする。上記加算
器の加算出力を正規化手段３７６で信号電力により正規化する。この正規化の過程は、角
度計算に自己相関を用いる場合は、その角度計算には位相情報のみを用いるから、オプシ
ョンとなる。
【００７０】
　角度計算手段３８０は正規化ユニット３７６の出力から角度を抽出し、その角度から粗
周波数ずれ推算ユニット３９０がその角度の周波数ずれを算出する。
【００７１】
　［精タイミング共同推算］
　共同タイミング回復ユニット２１６はベースバンドユニット２１０および２１２の出力
に基づき精タイミング共同推算を行う。精タイミング推算は、信号周波数帯全体にわたり
、Ｍ個の信号の各々の直線的な位相ラムプの推算を伴う。信号のタイミングの微細なずれ
はＭ個の直線的位相ラムプ推算値から共通に抽出する。一つの実施例では、微細なタイミ
ングずれは、直線的位相ラムプの重みづけ平均値である。位相ラムプは周知のとおり通常
は長トレーニング系列により推算する。
【００７２】
　［高速フーリエ変換］
　図２を参照すると、ＦＦＴユニット２２０および２２２は多アンテナ受信機２００の受
けるＮ個の周波数について周波数領域情報を出力する。これらＦＦＴユニット２２０およ
び２２２の各々は受信周波数の各々について周波数領域情報を順次的に出力する。すなわ
ち、受信周波数ｆｉについてはＦＦＴユニット２２０および２２２の両方が振幅Ａｉおよ
び位相Ｐｉを含むｉ番目の周波数領域情報を出力する。一つの実施例では、Ｎは１２８で
ある。その実施例は、入力データストリームのサンプリングに２倍のオーバサンプリング
を施した場合である。このようなＦＦＴユニットの例は米国特許第６，５０７，６１９号
、および同特許の一部継続出願である米国特許出願第０９／８１６，８１０号「ディジタ
ル通信用の復号化システムおよび方法」（２００１年３月２３日出願）に記載してある。
【００７３】
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　［コンバイナ］
　多アンテナ受信機２００の受信した周波数の各々についてコンバイナ２２４がＦＦＴユ
ニット２２０および２２２の出力を合成する。一つの実施例を示す図４を参照すると、こ
のコンバイナ２２４は、ＣＥＵ４１６と、重み計算手段４２０と、Ｍ個の重みづけブロッ
ク４３０乃至４３３と、加算器４３６と、パイロット追跡ユニット４１４と、チャネル相
関ユニット４４０とを図示のとおり相関接続して備える。
【００７４】
　受信周波数ｆｉの各々について、コンバイナ２２４は、（１）ＦＦＴユニット２２０乃
至２２２の出力における位相ずれを四つのパイロットで補正するとともに、（２）ＤＣオ
フセットおよびチャネル効果に起因する減衰をＦＦＴユニットの出力の振幅の調整により
補正する。
【００７５】
　［コンバイナの動作］
　チャネル推算ユニットＣＥＵ
　周波数ｆｉの各々につき、ＣＥＵ４１６はＦＦＴユニット２２０乃至２２２の出力を受
けて、Ｍ個のチャネル推算値４１８を重みづけ計算手段４２０に出力する。チャネル推算
値４１８はＭ個のチャネル推算値

を含む。受信周波数の各々につき、ＣＥＵ４１６は、次式すなわち

で与えられる値をもつ合成ずみチャネル推算値を出力する。ここで、

はＦＦＴユニット２２０の出力に基づく第１のチャネルＨ１のチャネル推算値、

はＦＦＴユニット２２２の出力に基づき第ＭチャネルＨＭのチャネル推算値である。Ｗ１

はアンテナ１についての合成重みであり、ＷＭは周波数ｆｉにおけるアンテナＭについて
の合成重みである。これら重みの値は「重み計算手段」の項において説明してある。
 
【００７６】
　［ビタービ重みづけ］
　上述の組合せチャネル推算は復号器用のビタービ重みの発生にも用いる。上記米国特許
第６，５０７，６１９号および米国特許出願第０９／８１６，８１０号はビタービ重みづ
けを記載しているので、ここに参照してその記載内容をこの明細書に組み入れる。
【００７７】
　単一アンテナの場合、すなわち上記米国特許第６，５０７，６１９号および特許出願第
０９／８１６，８１０号記載の単一アンテナの場合は、ビタービ重みづけはチャネル推算
値の大きさに基づいており、チャネル推算電力に基づいていない。したがって、多アンテ
ナの場合は、各周波数についてのチャネル推算の合成値をビタービ復号器の重みづけ係数
として用いて対応の周波数におけるビットを復号化する。
【００７８】
　［重み計算器］
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　受信周波数の各々について、重み計算器４２０はＭ個のアナログ利得２０９乃至２１１
，すなわち受信チェーン２０５に伴うアナログ利得２０９乃至受信チェーン２０７に伴う
アナログ利得２１１を受ける。周波数ｆｉの各々について、重み計算器４２０は、（１）
ＣＥＵ４１６からチャネル推算値を受け、（２）重みブロック４３０乃至４３３にＭ個の
重み４３１乃至４３４をそれぞれ供給する。
【００７９】
　周波数ｆｉの各々について、重み計算器４２０は、第１の重みづけ値に第１の利得調整
値を乗算した値を含む第１の重み４３１を第１の重みづけブロック４３０に供給する。上
記第１の重みは
 
の共役値を平滑化フィルタを通過させることによって発生し、第１の利得調整値は（Ｇｍ

ｉｎ／Ｇ１）２を有する（ここで、ＧｍｉｎはＭ個のアナログ利得Ｇ１（２０９）乃至Ｇ

Ｍ（２１１）のうちの最小のものである）。上記平滑化フィルタは重み推算値から雑音を
除去する低域フィルタであって、ごく低いＳＮＲ環境の動作、すなわちチャネル推算値の
雑音成分が非常に大きい場合の動作を行うのに必要である。また、受信周波数の各々につ
いて、重み計算器４２０は、重みづけブロック４３３に、Ｍ番目の重みづけ値およびＭ番
目の利得調整を含むＭ番目の重み４３４を出力する。このＭ番目の重みづけ値は、
 
の共役値を平均化フィルタを通過させることによって生じ、一方Ｍ番目の利得調整値は（
Ｇｍｉｎ／ＧＭ）２である。
【００８０】
　［利得調整の方法］
　重みづけの重み値は複数の受信チェーンの利得相互間の差を生じさせる。それらの利得
には次のもの、すなわち、
１．ＲＦ、ＩＦおよびベースバンドを通じた総アナログ利得、
２．受信チェーン相互間の利得差に対応するチェーン雑音最低値、および
３．ディジタルスケーリング利得を含む総ディジタル利得
が含まれる。なお、ディジタルスケーリング利得は、Ａ－Ｄ変換における十分な精細度の
確保のためのスケールアップまたはスケールダウンに用いる。上記利得の積は重み計算ブ
ロックにおける利得率Ｇで表すのが好ましい。
【００８１】
　［チャネル／重みづけ推算のための判定饋還］
　重み計算のもう一つの実施例ではチャネル推算、したがって重みづけの精度向上のため
に判定饋還を用いる。判定饋還データとしては、ビタービ復号器の出力を、またはビター
ビ復号器入力におけるハード判定複合データシンボルからのデータを用いることができる
。好ましい実施例では、ビタービ復号器入力におけるハード判定複合データシンボルを用
いている。ビタービ復号器の出力における複合データシンボルは誤り訂正ずみであり、し
たがって信頼性は高いが、ビタービ復号器における所要処理時間、すなわち５乃至１０シ
ンボル相当の長い時間の分だけ遅延を生ずる。
【００８２】
　ＦＦＴユニットの出力をビタービ復号器入力におけるハード判定復号データで除算し、
その出力を新たなチャネル推算値として用いる。この新たなチャネル推算値の位相を補正
する一方、その推算値と既存のチャネル推算値との間の平均値をとる。その結果、雑音成
分が平均化されることになり、合成重みの計算のためのより高精度のチャネル推算値を生
ずる。上述の処理は多数のハード判定復号データシンボルの利用により反復できる。一つ
の実施例では、１０個以下のハード判定符号データシンボルを用いる。上記米国特許第６
，５０７，６１９号および米国特許出願第０９／８１６，８１０号は上述の判定饋還を説
明しているので、ここに参照してその内容をこの明細書に組み入れる。
【００８３】
　［重みづけブロック］
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　一つの実施例では、受信周波数ｆｉの各々について重みづけブロック４３０がＦＦＴユ
ニット２２０の出力を重み４３１と乗算し、重みづけブロック４３３がＦＦＴユニット２
２２の出力を重み４３４で重みづけする。
【００８４】
　［加算器］
　受信周波数ｆｉの各々について、加算器４３６が重みづけブロック４３０乃至４３３の
出力を加算する。受信周波数ｆｉの各々について加算器４３６は合成ずみの周波数領域情
報、合成ずみの振幅Ａｉおよび合成ずみの位相ｐｉを出力する。また、受信信号の各々に
ついて、加算器４３６はＱ個の合成ずみのパイロット信号を生ずる（ここで、Ｑは正の整
数である）。
【００８５】
　［パイロット追跡ユニット］
　受信信号の各々について、パイロット追跡ユニット４１４は加算器４３６の出力を受け
てチャネル補正ユニット４４０に位相補正情報を供給する。このパイロット追跡ユニット
４１４はパイロット周波数の中の各パイロット信号の位相を推算し、その推算値を既知の
パイロット信号位相と比較し、それ以外の全周波数のデータ信号の位相を補正する。パイ
ロット追跡ユニット４１４は、パイロット信号の位相が既知であることに基づいて位相ず
れを算定するように、加算器４３６からのＱ個の合成ずみのパイロット信号を用いて位相
補正を行う。一つの実施例では、Ｑは８０２．１１ａ信号のパイロット信号の数に等しい
４である。
【００８６】
　一つの実施例では、受信周波数の各々について、パイロット追跡ユニット４１４がＱ個
の合成ずみのパイロット信号を合成し、Ｑ個の合成ずみのパイロット信号の雑音を軽減す
る。
【００８７】
　［チャネル補正ユニット］
　受信周波数の各々について、チャネル補正ユニット４４０は、（１）重み計算器４２０
からの重み４１７，加算器４３６の出力およびパイロット追跡ユニット４１４からのパイ
ロット追跡情報を受け、（２）合成した重みづけずみチャネルの逆数を算出し、（３）上
記合成ずみのデータ信号出力に上記合成したチャネルの逆数を乗算する。一つの実施例で
は、受信周波数ｆｉの各々について、チャネル補正ユニット４４０が加算器４３６の出力
、すなわち合成ずみのチャネル出力４３７を、出力のダイナミックレンジの最小化のため
に出力４３７の二乗根で除算する。
【００８８】
　［重み精細度］
　一つの実施例では、重み４３１乃至４３４をＫ個の値から一つの値をとって低精細度で
表す。一つの実施例ではＫの値は８である。低い精細度では、重みづけブロック４３０乃
至４３３をより小さいハードウェア量および半導体チップ上の面積で具体化できる。
【００８９】
　Ｋの値が８である場合は、重み４３１乃至４３４の各々は８個の値の一つの値をとるこ
とができ、重みづけブロック４３０乃至４３４は３ビット重みづけブロックで構成できる
。すなわち、３ビット×１２ビット重み乗算器を用いればよく、重みが１２ビット表示で
ある場合に必要な１２ビット×１２ビット乗算器よりもずっと小さくなる。したがって、
この構成は、３ビット×１２ビット乗算器の利用により、回路構成の複雑さを軽減したア
ンテナ受信機２００の性能低下を最小に抑える。
【００９０】
　一つの実施例では重み４３１乃至４３４は最大精細度、すなわち８ビット精細度を備え
る。乗算器の複雑さを軽減するために乗算器出力の上位１２ビットのみを用いる。もう一
つの実施例では、重み４３１乃至４３４の精細度をデータの精細度の半分以下とし、それ
によって、乗算器の複雑さを大幅に軽減する。
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【００９１】
　さらにもう一つの実施例では、重み４３１乃至４３４の精細度を１ビットとする。その
場合は重みの値は１または０となり、重みづけ合成過程は複雑さ最小となる。チャネルの
信号強度を閾値よりも大きくとる場合は、重みの大きさを１とし、それ以外の場合は重み
の大きさを０とする。
【００９２】
　一方、コンバイナ２２４はＦＦＴユニット２２０乃至２２２の出力の発生に伴って乗算
を順次的に行う。Ｍ個のＦＦＴユニット２２０乃至２２２の出力の乗算を順次的に行うこ
とにより、コンバイナ２２４は、図４に示すとおり、Ｍ個の乗算器４３０乃至４３３と一
つの加算器４３６だけで構成できる。すなわち、一つのＦＦＴユニットだけを備えるコン
バイナは二つの乗算器と一つの加算器とを備えるだけでよい。このように、この構成は回
路複雑性を軽減し、多アンテナ受信機２００の性能低下を抑える。
【００９３】
　［送信機との組合せ］
　一つの実施例では、多アンテナ受信機２００は、多アンテナ受信機／送信機コンバイナ
を構成するように多アンテナ送信機コンバイナとともに単一の半導体チップにパッケージ
することもできる。この出願と同一の出願人による米国特許出願第１０／６８２，３８１
号「高データ速度広帯域パッケージ化無線通信信号の多アンテナ送信機ビーム形成装置お
よび方法」（２００３年１０月８日出願）は上記多アンテナ送信機コンバイナの例を記載
している。上述のチャネル推算ユニットおよび重みづけユニットは多アンテナ送信機にチ
ャネル推算値および送信重みを与えるのに用いているが、これら送信機重みは正規化率を
除き受信機合成重みと同じである。
【００９４】
　［多アンテナ切換えおよび合成］
　この発明の一つの実施例は多アンテナ切換えと組み合わせた多アンテナ受信機のシステ
ムおよび方法を含む。高速アンテナ切換えおよび低速アンテナ切換えの両方を用いること
ができる。
【００９５】
　低速アンテナ切換えはパケットの送信中に用いることができる。同一出願人による同時
出願中の米国特許出願第０９／８３２，０２９号「アンテナダイバーシティ達成のための
方法およびシステム］（２００１年４月９日出願）記載の低速アンテナ切換え方法をこの
発明に組み合わせて用いることができる。パケットをデフォルトアンテナから送信し、受
信確認を多アンテナ受信機で受信する。送信Ｋ回にわたり（Ｋは整数）受信確認信号の受
信がない場合は、送信アンテナをもう一つのアンテナに切り換える。Ｋの値は例えば２と
する。
【００９６】
　高速アンテナ切換えはパケット受信中に用いることができる。上記米国特許出願第０９
／８３２，０２９号記載の高速アンテナ切換え方法をこの発明に組み合わせて用いること
ができる。プリアンブルの期間中には各受信チェーンが多数の高速切換えアンテナの一つ
を選択することができる。受信電力最大値をもたらすアンテナを最初のプリアンブル期間
中に選択する。各受信チェーンが最良状態の受信アンテナに切り換わったのち、受信パケ
ットを上述の多アンテナ受信機と同様にプロセスする。
【００９７】
　上掲の特許出願をここに参照してそれら出願の内容をこの明細書に組み入れる。
【００９８】
　［結び］
　この発明は無線通信に関する。より詳しくいうと、この発明は高データ速度広帯域パケ
ット化無線通信信号の多アンテナ受信機合成のシステムおよび方法に関する。
【００９９】
　この発明の好ましい実施例および多様な変形を上に述べてきたが、この発明の真意を逸
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脱することなく多様な変形および改変がこの発明にさらに可能であることは当業者には理
解されよう。したがって、この発明は上述の説明によって限定されるものではなく、添付
の特許請求の範囲のみによって限定されるものである。
【産業上の利用可能性】
【０１００】
　無線ディジタル加入者電話システムなどの無線通信システムのシステム容量の更なる拡
大に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１Ａ】従来技術による受信機のブロック図。
【図１Ｂ】回線障害消去手段つきの従来技術による受信機のブロック図。
【図１Ｃ】チャネル補正回路つきの従来技術による受信機のブロック図。
【図１Ｄ】従来技術による多アンテナ受信機のブロック図。
【図１Ｅ】従来技術による等利得コンバイナのブロック図。
【図２】この発明の一つの実施例による多アンテナ受信機コンバイナのブロック図。
【図３Ａ１】この発明による粗信号タイミング共同推算システムの実施例の説明図。
【図３Ａ２】この発明による粗信号タイミング共同推算システムの実施例の説明図。
【図３Ｂ１】この発明による周波数ずれ共同推算システムの実施例の説明図。
【図３Ｂ２】この発明による周波数ずれ共同推算システムの実施例の説明図。
【図４】この発明の一つの実施例によるコンバイナのブロック図。
【符号の説明】
【０１０２】
１００，１４０，１６０，１８０　　　受信機
１１０，１８１，１８２　　　　　　　アンテナ
１２０　　　　　　アナログ前置装置
１３０，１５０　　ベースバンドシステム
１７０　　　　　　改変したベースバンドシステム
１８３　　　　　　受信チェーン
１８９　　　　　　アンテナ切換スイッチ
２０２，２０４　　アンテナ
２２４　　　　　　コンバイナ
２１５　　　　　　多アンテナ受信機合成装置
２０５，２０７　　受信チェーン
２１４　　　　　　ＡＧＣ回路
２１６　　　　　　タイミング共同回復ユニット
２２０，２２２　　高速フーリエ変換ユニット（ＦＦＴ）
２２６　　　　　　復号器
３１０，３１２　　相互相関ユニット
３１１，３１３　　自己相関ユニット
３１８，３１９　　重みづけユニット
３２０　　　　　　加算器
３３０　　　　　　正規化ユニット
３５０　　　　　　粗タイミング推算ユニット
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【図１Ａ】 【図１Ｂ】

【図１Ｃ】 【図１Ｄ】



(26) JP 4664920 B2 2011.4.6

【図１Ｅ】 【図２】

【図３Ａ１】 【図３Ａ２】
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【図３Ｂ１】 【図３Ｂ２】

【図４】
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