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(57)【要約】
［課題］位相雑音や、熱雑音を主要因とする劣悪なノイ
ズ環境下にあっても、ビット誤り率特性に優れ、大容量
かつ高品質なデータ通信を可能にすること。
［解決手段］順系列の受信シンボルに基づいて第１位相
差分値および第１位相誤差推定値を生成する第１位相誤
差検出フィルタと、逆系列の受信シンボルに基づいて第
２位相差分値および第２位相誤差推定値を生成する第２
位相誤差検出フィルタと、第１位相誤差推定値および第
２位相誤差推定値と、第１位相差分値および第２位相差
分値のいずれか一方とに基づいて、第３位相誤差推定値
を生成する位相誤差合成手段と、受信シンボルの位相誤
差を第３位相誤差推定値に対応して補償する位相誤差補
償手段と、を備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　順系列の受信シンボルに基づいて第１位相差分値および第１位相誤差推定値を生成する
第１位相誤差検出フィルタと、
　逆系列の前記受信シンボルに基づいて第２位相差分値および第２位相誤差推定値を生成
する第２位相誤差検出フィルタと、
　前記第１位相誤差推定値および前記第２位相誤差推定値と、前記第１位相差分値および
前記第２位相差分値のいずれか一方とに基づいて、第３位相誤差推定値を生成する位相誤
差合成手段と、
　前記受信シンボルの位相誤差を前記第３位相誤差推定値に対応して補償する位相誤差補
償手段と、
　を備える位相誤差補償装置。
【請求項２】
　前記第１位相誤差検出フィルタおよび前記第２位相誤差検出フィルタと、前記位相誤差
合成手段とが使用する係数を生成するパラメータ生成手段を、さらに備える請求項１に記
載の位相誤差補償装置。
【請求項３】
　前記第１位相誤差検出フィルタおよび前記第２位相誤差検出フィルタは、
　位相補償された受信シンボルに最も近い送信シンボルを算出する判定手段と、
　前記算出した送信シンボルと前記位相補償された受信シンボルとの位相差分値を算出す
る位相検出手段と、
　基準発振器の位相雑音パラメータと信号対雑音比とに基づいて算出されたタップ係数を
使用して、前記位相検出手段の出力に含まれる高周波成分を除去する１タップフィルタと
、
　前記基準発振器の前記位相雑音パラメータと前記信号対雑音比とに基づいて算出された
フィードバック係数を使用して、前記１タップフィルタの出力に基づいて位相雑音によっ
て前記受信シンボルに生じた位相誤差の推定値を算出する累積加算手段と、
　前記位相誤差の推定値を受信シンボルの位相補償データに変換するデータ変換手段と、
　前記データ変換手段の出力によって受信シンボルの位相を補償する乗算器と、
を有することを特徴とする請求項１または２に記載の位相誤差補償装置。
【請求項４】
　前記第１位相誤差検出フィルタおよび前記第２位相誤差検出フィルタの位相検出手段は
、　前記送信シンボルと、位相誤差補償された受信シンボルに基づいて変換された復調デ
ータから逆変換された位相参照用シンボルと、から選択されたいずれかのシンボルと、前
記位相補償された受信シンボルとの位相差分値を算出する請求項３に記載の位相誤差補償
装置。
【請求項５】
　前記位相誤差合成手段は、
　前記第１位相誤差推定値と、前記第２位相誤差推定値とを加算する第１加算器と、
　基準発振器の位相雑音パラメータと信号対雑音比とから算出された第１乗算係数を、前
記加算器の加算結果に乗算する第２乗算器と、
　前記基準発振器の前記位相雑音パラメータと前記信号対雑音比とから算出された第２乗
算係数を、前記第１位相差分値および前記第２位相差分値のいずれか一方に乗算する第３
乗算器と、
　前記第２乗算器の乗算結果と前記第３乗算器の乗算結果とを加算した結果を、位相雑音
によって受信シンボルの位相に生じた前記第３位相誤差推定値とする第２加算器と、
　を有する請求項１乃至４のいずれか１項に記載の位相誤差補償装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の位相誤差補償装置を含み、
　前記位相誤差補償装置が位相誤差の補償を行った受信シンボルをデマッピングするシン



(3) JP WO2015/107897 A1 2015.7.23

10

20

30

40

50

ボルデマッピング手段と、
　前記シンボルデマッピング手段の出力に基づいて、前記位相誤差の補償が行われた受信
シンボルに含まれるエラーを訂正して復調データを出力する誤り訂正復号手段と、
　を備える搬送波再生装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の搬送波再生装置を含み、
　固定周波数のリファレンス信号を出力する基準発振器と、
　中間周波数の入力信号を直交検波して、ＩｃｈとＱｃｈとの各ベースバンド信号を生成
する検波器と、
　生成されたベースバンド信号をデジタル信号に変換して、前記受信シンボルとして前記
搬送波再生装置に入力するアナログデジタル変換器と、
　を備える復調装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の復調装置を少なくとも含み、
　アンテナが受信する電波から所定周波数帯域の電波を選択して中間周波数の信号に変換
して、前記復調装置に入力する受信回路と、
　前記復調装置が入力した復調データをデコードして受信データを生成する受信データデ
コード手段と、
　備える通信装置。
【請求項９】
　受信シンボルの系列と参照シンボルの系列との位相差分値からなる系列φ(1)，φ(2)，
…，φ（M）（Mは正整数）を生成し、
　前記位相差分値の系列に基づいて、系列中に含まれる位相雑音によって生じる第１位相
誤差推定値θ+(1)，θ+(2)，…，θ+(M)，θ+(M+1)を順次算出し、
　θ+(M+1)を初期値として、前記位相差分値の系列φ(M)，φ(M-1)，…，φ（1）に基づ
いて第２位相誤差推定値θ-(M)，θ-(M-1)，…，θ-(1)を順次算出し、
　前記第１位相誤差推定値θ+(1)，θ+(2)，…，θ+(M)と、前記２位相誤差推定値θ-(1)
，θ-(2)，…，θ-(M)と、前記位相差分値φ(1)，φ(2)，…，φ（M）との線形演算によ
って、第３位相誤差推定値θ±(1)，θ±(2)，…，θ±(M)を算出し、
　前記各算出の処理によって、正整数kについて、位相差分値φ(kM+1)，φ(kM+2)，…，
φ（(k+1)M）に含まれる前記第１位相誤差推定値と、前記第２位相誤差推定値と、前記第
３位相誤差推定値とを順次算出し、
　前記第３位相誤差推定値θ±(kM+1)，θ±(kM+2)，…，θ±((k+1)M)を前記位相差分値
φ(kM+1)，φ(kM+2)，…，φ（(k+1)M）から減算することにより、位相誤差の補償を行う
、
　位相誤差補償方法。
【請求項１０】
　受信シンボルの系列と参照シンボルの系列との位相差分値からなる系列φ(1)，φ(2)，
…，φ（M）（Mは正整数）を生成し、
　前記位相差分値の系列に基づいて系列中に含まれる位相雑音によって生じる第１位相誤
差推定値θ+(1)，θ+(2)，…，θ+(M)，θ+(M+1)を順次算出し、
　θ+(M+1)を初期値として、前記位相差分値の系列φ(M)，φ(M-1)，…，φ（1）に基づ
いて第２位相誤差推定値θ-(M)，θ-(M-1)，…，θ-(1)を順次算出し、
　前記第１位相誤差推定値θ+(1)，θ+(2)，…，θ+(M)と、前記２位相誤差推定値θ-(1)
，θ-(2)，…，θ-(M)と、前記位相差分値φ(1)，φ(2)，…，φ（M）との線形演算によ
って、第３位相誤差推定値θ±(1)，θ±(2)，…，θ±(M)を算出し、
　前記各算出の処理によって、正整数kについて、位相差分値φ(kM+1)，φ(kM+2)，…，
φ（(k+1)M）に含まれる前記第１位相誤差推定値と、前記第２位相誤差推定値と、前記第
３位相誤差推定値とを順次算出し、
　前記第３位相誤差推定値θ±(kM+1)，θ±(kM+2)，…，θ±((k+1)M)を前記位相差分値
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φ(kM+1)，φ(kM+2)，…，φ（(k+1)M）から減算することにより、位相誤差の補償を行う
、
　処理をコンピュータに実行させる位相誤差補償プログラムが記憶された記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信装置、復調装置、搬送波再生装置、位相誤差補償装置およびその制御方
法ならびにその制御プログラムが記憶された記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタル通信において、効率的なデータ伝送を行うための変復調方式として、位相情報
と振幅情報との両方をデータの識別に利用する直交振幅変調（ＱＡＭ；Quadrature Ampli
tude Modulation）方式がよく知られている。近年、通信システムの大容量化への要請に
従い、変調多値数の増加が求められている。しかし、変調多値数の増加は、ノイズによる
伝送誤り確率を増大させ、ノイズ耐性を低下させるという問題がある。特に、送信装置お
よび受信装置の、主として基準発振器（ＬＯ；Local Oscillator）によって生じる位相雑
音は、位相情報の不確定さを増大させ、ビット誤り率特性（ＢＥＲ；Bit Error Rate）を
著しく劣化させる要因となる。そのため、信号点数が、例えば２５６以上の多値ＱＡＭ方
式によって信頼性が高いデータ通信を行うためには、この位相雑音によって生じる位相誤
差を高い精度で推定して、補償する必要があり、同時に熱雑音など他の要因による誤りに
対しても、耐性を向上させる必要がある。
【０００３】
　上記技術分野において、位相ロックループによって位相誤差補償を行い、その後段にお
いて、尤度情報を反映したビット列を出力するＱＡＭシンボルデマッピング装置とその尤
度情報を入力して誤り訂正処理を行う誤り訂正復号器とを設けた、エラー耐性の向上を実
現する復調装置が知られている。特許文献１には、ＱＡＭシンボルデマッピング装置の一
例が記載されている。
【０００４】
　しかしながら、検波器が出力するベースバンド信号に含まれる位相雑音の大きさ、ある
いは熱雑音等に起因する位相検出の精度劣化により、十分に良好なビット誤り率特性を得
られない場合がある。そのような場合に、位相ロックループにおけるループフィルタの帯
域幅を適応的に調整することにより、位相誤差補償の精度を向上させる技術が知られてお
り、特許文献２、特許文献３、特許文献４等に示されている。しかし、それでもエラー耐
性が十分でない場合がある。
【０００５】
　また、位相誤差補償の精度向上のため位相ロックループを改良した平滑化位相ロックル
ープ（スムーシング位相ロックループＳ－ＰＬＬ；Smoothing Phase Locked Loop）を利
用する復調方法が知られている。このような平均化による位相雑音補償の原理については
、例えば、非特許文献１、非特許文献２に示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】再公表特許ＷＯ２０１１／０６８１１９号公報
【特許文献２】特開２０００－１０１６６６号公報
【特許文献３】特表２００３－５３１５２３号公報
【特許文献４】特開２０１１－１０１１７７号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】J．Yang，B．Geller，C．Herzet，J．M．Brossier, "Smoothing PLLs f
or QAM Dynamical Phase Estimation," IEEE ICC 2009 Proceedings, 2009/6/14
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【非特許文献２】J．Yang，B．Geller, "Near Optimal Low Complexity Smoothing Loops
 for Dynamical Phase Estimation-Application to BPSK Modulated Signal," IEEE Tran
sactions on Signal Processing, 2009/9/1
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記文献に記載の技術において、位相ロックループによる位相雑音補償
の効果は限定的である。すなわち、ＱＡＭ方式の信号多値数に比して、検波器が出力する
ベースバンド信号に含まれる位相雑音レベルが大きい場合には、十分に良好なビット誤り
率特性を得られず、大容量かつ高品質なデータ通信が困難である。また、平滑化位相ロッ
クループについても同様であり、特に信号対雑音比（ＳＮＲ；Signal to Noise Ratio）
が大きな場合には位相ロックループと比較して改善が望めないため、十分なビット誤り率
特性が得られず、大容量かつ高品質なデータ通信をすることが困難である。
【０００９】
　本発明の目的は、上述の課題を解決する技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するため、本発明に係る位相誤差補償装置は、
　順系列の受信シンボルに基づいて第１位相差分値および第１位相誤差推定値を生成する
第１位相誤差検出フィルタと、
　逆系列の前記受信シンボルに基づいて第２位相差分値および第２位相誤差推定値を生成
する第２位相誤差検出フィルタと、
　前記第１位相誤差推定値および前記第２位相誤差推定値と、前記第１位相差分値および
前記第２位相差分値のいずれか一方とに基づいて、第３位相誤差推定値を生成する位相誤
差合成手段と、
　前記受信シンボルの位相誤差を前記第３位相誤差推定値に対応して補償する位相誤差補
償手段と、
　を備える。
【００１１】
　上記目的を達成するため、本発明に係る搬送波再生装置は、
　上記位相誤差補償装置を含み、
　前記位相誤差補償装置が位相誤差の補償を行った受信シンボルをデマッピングするシン
ボルデマッピング手段と、
　前記シンボルデマッピング手段の出力に基づいて、前記位相誤差の補償が行われた受信
シンボルに含まれるエラーを訂正して復調データを出力する誤り訂正復号手段と、
　を備える。
【００１２】
　上記目的を達成するため、本発明に係る復調装置は、
　上記搬送波再生装置を含み、
　固定周波数のリファレンス信号を出力する基準発振器と、
　中間周波数の入力信号を直交検波して、ＩｃｈとＱｃｈとの各ベースバンド信号を生成
する検波器と、
　生成されたベースバンド信号をデジタル信号に変換して、前記受信シンボルとして前記
搬送波再生装置に入力するアナログデジタル変換器と、
　を備える。
【００１３】
　上記目的を達成するため、本発明に係る通信装置は、
　上記復調装置を少なくとも含み、
　アンテナが受信する電波から所定周波数帯域の電波を選択して中間周波数の信号に変換
して、前記復調装置に入力する受信回路と、
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　前記復調装置が入力した復調データをデコードして受信データを生成する受信データデ
コード手段と、
　を備える。
【００１４】
　上記目的を達成するため、本発明に係る位相誤差補償方法は、
　受信シンボルの系列と参照シンボルの系列との位相差分値からなる系列φ(1)，φ(2)，
…，φ（M）（Mは正整数）を生成し、
　前記位相差分値の系列に基づいて系列中に含まれる位相雑音によって生じる第１位相誤
差推定値θ+(1)，θ+(2)，…，θ+(M)，θ+(M+1)を順次算出し、
　θ+(M+1)を初期値として、前記位相差分値の系列φ(M)，φ(M-1)，…，φ（1）に基づ
いて第２位相誤差推定値θ-(M)，θ-(M-1)，…，θ-(1)を順次算出し、
　前記第１位相誤差推定値θ+(1)，θ+(2)，…，θ+(M)と、前記２位相誤差推定値θ-(1)
，θ-(2)，…，θ-(M)と、前記位相差分値φ(1)，φ(2)，…，φ（M）との線形演算によ
って、第３位相誤差推定値θ±(1)，θ±(2)，…，θ±(M)を算出し、
　前記各算出の処理によって、正整数kについて、位相差分値φ(kM+1)，φ(kM+2)，…，
φ（(k+1)M）に含まれる前記第１位相誤差推定値と、前記第２位相誤差推定値と、前記第
３位相誤差推定値とを順次算出し、
　前記第３位相誤差推定値θ±(kM+1)，θ±(kM+2)，…，θ±((k+1)M)を前記位相差分値
φ(kM+1)，φ(kM+2)，…，φ（(k+1)M）から減算することにより、位相誤差の補償を行う
。
【００１５】
　上記目的を達成するため、本発明に係る記憶媒体に記憶された位相誤差補償プログラム
は、
　受信シンボルの系列と参照シンボルの系列との位相差分値からなる系列φ(1)，φ(2)，
…，φ（M）（Mは正整数）を生成し、
　前記位相差分値の系列に基づいて系列中に含まれる位相雑音によって生じる第１位相誤
差推定値θ+(1)，θ+(2)，…，θ+(M)，θ+(M+1)を順次算出し、
　θ+(M+1)を初期値として、前記位相差分値の系列φ(M)，φ(M-1)，…，φ（1）に基づ
いて第２位相誤差推定値θ-(M)，θ-(M-1)，…，θ-(1)を順次算出し、
　前記第１位相誤差推定値θ+(1)，θ+(2)，…，θ+(M)と、前記２位相誤差推定値θ-(1)
，θ-(2)，…，θ-(M)と、前記位相差分値φ(1)，φ(2)，…，φ（M）との線形演算によ
って、第３位相誤差推定値θ±(1)，θ±(2)，…，θ±(M)を算出し、
　前記各算出の処理によって、正整数kについて、位相差分値φ(kM+1)，φ(kM+2)，…，
φ（(k+1)M）に含まれる前記第１位相誤差推定値と、前記第２位相誤差推定値と、前記第
３位相誤差推定値とを順次算出し、
　前記第３位相誤差推定値θ±(kM+1)，θ±(kM+2)，…，θ±((k+1)M)を前記位相差分値
φ(kM+1)，φ(kM+2)，…，φ（(k+1)M）から減算することにより、位相誤差の補償を行う
、
　処理をコンピュータに実行させる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、位相雑音や、熱雑音を主要因とする劣悪なノイズ環境下にあっても、
ビット誤り率特性に優れ、大容量かつ高品質なデータ通信を可能にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１実施形態における位相誤差補償装置の構成を示すブロック図である
。
【図２Ａ】本発明の第２実施形態における位相誤差補償装置を含む通信装置の構成を示す
ブロック図である。
【図２Ｂ】本発明の第２実施形態における位相誤差補償装置を含む復調装置の構成を示す
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ブロック図である。
【図３】本発明の第２実施形態における位相誤差補償装置の構成を示すブロック図である
。
【図４Ａ】前提技術としての位相誤差補償装置の構成を示すブロック図である。
【図４Ｂ】前提技術としての位相誤差補償装置の構成を示すブロック図である。
【図５】本発明の第２実施形態における位相誤差検出フィルタの構成を示すブロック図で
ある。
【図６】本発明の第２実施形態における位相誤差合成部の構成を示すブロック図である。
【図７Ａ】本発明の第２実施形態におけるパラメータ生成部の構成を示すブロック図であ
る。
【図７Ｂ】本発明の第２実施形態における係数算出用テーブルの構成を示す図である。
【図８】本発明の第２実施形態におけるパラメータ生成のための基準発振器の位相雑音ス
ペクトルの一例を示した図である。
【図９】本発明の第２実施形態における位相雑音補償方法の処理手順を示すフローチャー
トである。
【図１０】本発明の第２実施形態の位相誤差補償方法を用いたＱＰＳＫおよび２５６ＱＡ
Ｍ伝送時の位相誤差に関する平均自乗誤差と搬送波対雑音比の関係を、従来技術と対比し
て示したグラフ図である。
【図１１】本発明の第３実施形態における位相誤差補償装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図１２】本発明の第３実施形態における位相誤差合成部の構成を示すブロック図である
。
【図１３】本発明の第４実施形態における位相誤差補償装置を含む復調装置の構成を示す
ブロック図である。
【図１４】本発明の第４実施形態における位相誤差補償装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図１５】本発明の第４実施形態における位相誤差検出フィルタの構成を示すブロック図
である。
【図１６】本発明の第５実施形態における位相誤差補償装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図１７】本発明の第６実施形態における復調装置の構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下に、図面を参照して、本発明の実施の形態について例示的に詳しく説明する。ただ
し、以下の実施の形態に記載されている構成要素は単なる例示であり、本発明の技術範囲
をそれらのみに限定する趣旨のものではない。
【００１９】
　［第１実施形態］
　本発明の第１実施形態としての位相誤差補償装置１００について、図１を用いて説明す
る。位相誤差補償装置１００は、基準発振器で発生する位相雑音や、熱雑音を補償する装
置である。
【００２０】
　図１に示すように、位相誤差補償装置１００は、第１位相誤差検出フィルタ１０１と、
第２位相誤差検出フィルタ１０２と、位相誤差合成部１０３と、位相誤差補償部１０４と
、を含む。第１位相誤差検出フィルタ１０１は、順系列の受信シンボルに基づいて第１位
相差分値１０１ｂおよび第１位相誤差推定値１０１ａを生成する。第２位相誤差検出フィ
ルタ１０２は、逆系列の前記受信シンボルに基づいて第２位相差分値１０２ｂおよび第２
位相誤差推定値１０２ａを生成する。第１位相誤差推定値１０１ａおよび第２位相誤差推
定値１０２ａと、第１位相差分値１０１ｂおよび第２位相差分値１０２ｂのいずれか一方
とに基づいて、第３位相誤差推定値１０３ａを生成する。位相誤差補償部１０４は、受信
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シンボルの位相誤差を第３位相誤差推定値１０３ａに応じて補償する。
【００２１】
　本実施形態によれば、順系列および逆系列の受信シンボルに基づいて生成した位相誤差
推定値と位相差分値とを合成して位相誤差を補償する。従って、位相雑音や、熱雑音を主
要因とする劣悪なノイズ環境下にあっても、ビット誤り率特性に優れ、大容量かつ高品質
なデータ通信を可能にすることができる。
【００２２】
　［第２実施形態］
　次に、本発明の第２実施形態における位相誤差補償装置について説明する。本実施形態
の位相誤差補償装置は、順系列および逆系列の受信シンボルに基づいて生成した位相誤差
推定値と位相差分値とを合成して位相誤差を補償する。さらに、本実施形態においては、
位相誤差補償装置を含む搬送波再生装置と、当該搬送波再生装置を含む復調装置と、当該
復調装置を含む通信装置とについて説明する。
【００２３】
　本実施形態では、データの識別に位相情報を使用する変調方式を対象とする。本実施形
態では、一例として変調方式がＱＡＭである場合について説明するが、データの識別に位
相情報を使用する変調方式であれば、本実施形態を適用可能である。また、本実施形態で
は、復調方式の検波方法として、復調回路がみずから生成する固定周波数の周期信号に基
づいて検波を行い、検波後に位相誤差を差し引く準同期検波方式を対象とする。この検波
方式は、搬送波に完全に同期する信号を生成する必要がないという利点を持つ。本実施形
態は、準同期検波方式位相雑音による位相誤差を補償する位相誤差補償装置を提供する。
なお、準同期検波方式による復調装置全体の構成については説明を簡略化し、以下、本実
施形態の核である位相誤差推定部分を中心に説明する。
【００２４】
　変復調の方式であるＱＡＭ方式において、信号点数が２ｍ個の場合（ｍは正整数）、送
信側では伝送するビット列をｍビットごとに区切り、各ｍビットを２ｍ個の信号点の１つ
にマッピングする。マッピングされた信号点は複素数値で表現可能であり、これを送信シ
ンボルと呼ぶことにする。受信側で検波後デジタル信号に変換されたベースバンド信号は
、送信シンボルに対応する受信シンボルであり、Ｉｃｈ、Ｑｃｈのベースバンド信号を各
々実部と虚部とに対応する複素数値で表現することができる。以下では、この複素数値を
受信シンボルと呼び、本実施形態の位相誤差補償装置への入力とする。
【００２５】
　《通信装置の構成》
　図２Ａは、本実施形態における位相誤差補償装置２４１を含む通信装置の構成を示すブ
ロック図である。本実施形態の通信装置を、携帯電話サービスや、デジタルデータ固定回
線サービス等に必要不可欠なバックホール回線を提供するために使用することができる。
特に、携帯電話サービスを行なう基地局間を結ぶ、高品質、かつ大容量のデジタル通信回
線として使用することができる。なお、通信装置の構成は図２Ａに示す構成に限定される
ものではない。
【００２６】
　本実施形態の通信装置は、受信系として、受信回路２０２と、復調装置２００と、受信
データデコード部２０３と、を有する。受信回路２０２は、アンテナ２０１が受信した電
波から所定周波数帯域の電波を選択して中間周波数の信号に変換して、本実施形態の復調
装置２００に出力する。受信データデコード部２０３は、復調装置２００が出力する復調
データをデコードして受信データを生成する。また、本実施形態の通信装置は、送信系と
して、送信データエンコード部２０５と、変調装置２０４と、送信回路２０６と、を有し
てもよい。送信データエンコード部２０５は、送信データをエンコードする。変調装置２
０４は、エンコードされた送信データを復調装置２００の復調方式に対応して変調し、中
間周波数の信号を生成する。送信回路２０６は、中間周波数の信号に基づいて送信用の所
定周波数帯域の電波を生成してアンテナ２０１から送信する。
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【００２７】
　《復調装置の構成および動作》
　図２Ｂは、本実施形態における位相誤差補償装置２４１を含む復調装置２００の構成を
示すブロック図である。
【００２８】
　復調装置２００は、ＱＡＭ方式で変調されて伝送されたデータ信号を復調する装置であ
って、基準発振器２２０と、検波器２１０と、アナログ－デジタル変換器（以下、Ａ／Ｄ
変換器）２３０と、搬送波再生装置２４０とを備える。
【００２９】
　基準発振器２２０は、固定周波数のリファレンス信号を検波器２１０に入力する。検波
器２１０は、中間周波数（ＩＦ；Intermediate Frequency）の入力信号を直交検波して、
同相成分（Ｉｃｈ）のベースバンド信号と直交成分（Ｑｃｈ）のベースバンド信号とを生
成する。生成されたベースバンド信号は、Ａ／Ｄ変換器２３０によってデジタル信号に変
換され、受信シンボルとして搬送波再生装置２４０に入力される。
【００３０】
　搬送波再生装置２４０は、本実施形態の位相誤差補償装置２４１と、ＱＡＭシンボルデ
マッピング部２４２と、誤り訂正復号器２４３と、を備える。ＱＡＭシンボルデマッピン
グ部２４２には、位相誤差補償装置２４１によって位相誤差の補償がなされた受信シンボ
ルが入力され、後段の誤り訂正復号器２４３への入力データを生成する。誤り訂正復号器
２４３は、ＱＡＭシンボルデマッピング部２４２から入力されたデータに基づいて、受信
シンボルに含まれるビットエラーの訂正処理を行う。誤り訂正処理後のデータは、復調装
置２００の出力である復調データとなる。このとき、位相誤差補償装置２４１による位相
誤差の補償回数があらかじめ定められた規定回数に達した場合、または誤り訂正復号器２
４３において誤りなしと判定された場合には、誤り訂正復号器２４３の出力が復調装置２
００の復調データとして出力される。そうでない場合には、位相誤差補償装置２４１にお
いて受信シンボル中の位相誤差を繰り返し補償して、補償の精度を高める。
【００３１】
　このような場合に、搬送波再生装置２４０が、入力された受信シンボルをバッファに一
時的に保持し、バッファに保持された受信シンボルの位相誤差を、位相誤差補償装置２４
１を複数回使用して補償するような構成であってもよい。
【００３２】
　《位相誤差補償装置》
　次に、本実施形態における位相誤差補償装置２４１の構成について説明するが、その特
徴を明瞭にするため、位相誤差補償装置の構成に関する前提技術について説明する。
【００３３】
　《前提技術の位相誤差補償装置の構成》
　図４Ａは、前提技術としての位相誤差補償装置２４１Ａの構成を示すブロック図である
。図２Ｂに示す位相誤差補償装置２４１を図４Ａに示す位相誤差補償装置２４１Ａに置き
換えることにより、前提技術としての復調装置になる。
【００３４】
　図４Ａに示す位相誤差補償装置２４１Ａは、ループ状に結線された、回転行列乗算器４
１１と、位相検出部４１２と、ループフィルタ４１３と、累積加算部４１４と、データ変
換部４１５と、からなる位相ロックループ（ＰＬＬ；Phase Locked Loop）を備える。
【００３５】
　回転行列乗算器４１１は、Ａ／Ｄ変換器２３０によりデジタル化されたＩｃｈ、Ｑｃｈ
の各ベースバンド信号に対応する受信シンボルの位相を、データ変換部４１５の出力情報
に応じて回転させることにより、位相誤差を補償する。回転行列乗算器４１１の出力信号
は、位相検出部４１２に入力される。
【００３６】
　位相検出部４１２は、受信シンボルに残された位相誤差を検出し、ループフィルタ４１
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３に入力する。ループフィルタ４１３は、位相誤差中に含まれる不要な高周波成分を除去
し、累積加算部４１４に、高周波成分の除去後の位相誤差を入力する。累積加算部４１４
は、ループフィルタ４１３による入力に基づいて、回転行列乗算器４１１における位相回
転量を指定する位相誤差情報を生成し、データ変換部４１５に入力する。データ変換部４
１５は、累積加算部４１４が入力した位相誤差情報を、それに対応する正弦（サイン）、
余弦（コサイン）データに変換し、回転行列乗算器４１１に入力する。
【００３７】
　以上のように、ループ状に結線された回転行列乗算器４１１と、位相検出部４１２と、
ループフィルタ４１３と、累積加算部４１４と、データ変換部４１５と、からなる位相ロ
ックループの動作によって、安定した位相ロック状態を実現でき、位相誤差の補償を行う
ことができる。
【００３８】
　なお、回転行列乗算器４１１によって位相誤差を補償された受信シンボルは、位相検出
部４１２の他に、搬送波再生装置２４０のＱＡＭシンボルデマッピング部２４２にも入力
される。
【００３９】
　以上のように、図４Ａに示す位相誤差補償装置２４１Ａは、位相ロックループによって
位相誤差の補償を行い、後段の誤り訂正処理によって、エラー耐性の向上を実現している
。しかしながら、検波器２１０が出力するベースバンド信号に含まれる位相雑音の大きさ
、または熱雑音等に起因する位相検出部４１２の精度劣化により、十分に良好なビット誤
り率特性を得られない場合がある。
【００４０】
　図４Ｂは、前提技術としての位相誤差補償装置２４１Ｂの構成を示すブロック図である
。図２Ｂに示す位相誤差補償装置２４１を図４Ｂに示す位相誤差補償装置２４１Ｂに置き
換えることにより、前提技術としての復調装置になる。図４Ｂに示す位相誤差補償装置２
４１Ｂは、位相誤差補償の精度向上のため位相ロックループを改良した平滑化位相ロック
ループ（Ｓ－ＰＬＬ）を利用する復調方法を用いる。
【００４１】
　平滑化位相ロックループを用いる位相誤差補償装置２４１Ｂは、バッファ４２１と、２
つの位相ロックループ４２２および４２３と、平均化部４２４と、からなる。バッファ４
２１は、位相誤差補償装置２４１Ｂへの入力を一時的に保持し、入力順序に応じたデータ
系列と、入力順序を逆転したデータ系列との２種類のデータ系列のうちいずれかを、各々
位相ロックループ４２２および４２３にそれぞれ入力する。各位相ロックループ４２２お
よび４２３は、各入力データを処理し、その処理結果を平均化部４２４に入力する。平均
化部４２４は、異なる順序で処理された２つのデータの平均を算出して出力する。
【００４２】
　しかし、このような平滑化位相ロックループは、熱雑音に関するＳＮＲが大きい場合に
、その位相誤差補償精度が通常の位相ロックループと同程度となり、計算量の増加に見合
う改善が見られないという問題点がある。
【００４３】
　《本実施形態の位相誤差補償装置の構成》
　図３は、本実施形態における位相誤差補償装置２４１の構成を示すブロック図である。
本実施形態の位相誤差補償装置２４１は、受信シンボルが入力され、基準発振器の位相雑
音による位相誤差の推定を行い、位相誤差の補償を施した受信シンボルを出力する。
【００４４】
　図３に示す位相誤差補償装置２４１は、順系列受信シンボル用の位相誤差検出フィルタ
３０１と、逆系列受信シンボル用の位相誤差検出フィルタ３０２と、ＦＩＬＯバッファ３
０３および３０４と、位相誤差合成部３００と、を備える。また、位相誤差補償装置２４
１は、データ変換部３０６と、回転行列乗算器３０５と、ＦＩＬＯバッファ３０７と、パ
ラメータ生成部３０８と、を備える。
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【００４５】
　位相誤差検出フィルタ３０１には、順系列受信シンボルが入力され、順系列受信シンボ
ルの位相と位相誤差補償装置２４１の内部で生成する推定送信シンボルの位相との差分、
および位相雑音によって受信シンボルの位相に生じた位相誤差の推定値を出力する。位相
誤差検出フィルタ３０２には、逆系列受信シンボルが入力され、逆系列受信シンボルの位
相と位相誤差補償装置２４１の内部で生成する推定送信シンボルの位相との差分、および
位相雑音によって受信シンボルの位相に生じた位相誤差の推定値を出力する。
【００４６】
　ＦＩＬＯバッファ３０３および３０４は、受信シンボル、および位相誤差検出フィルタ
３０１の出力データ列をあらかじめ定められた一定数分保持し、入力順序とは逆順に出力
するファーストイン・ラストアウト型の一時記憶部である。また、ＦＩＬＯバッファ３０
７は、位相誤差を補償された逆系列受信シンボルを順系列受信シンボルに変換するファー
ストイン・ラストアウト型の一時記憶部である。なお、ＦＩＬＯバッファ３０７の代わり
に、所定容量の記憶部を接続し、書込アドレスおよび読出アドレスを制御してもよい。
【００４７】
　位相誤差合成部３００は、位相誤差検出フィルタ３０１および３０２からの入力に基づ
いて、位相雑音により受信シンボルの位相に生じた位相誤差の推定値を出力する。図３に
示す位相誤差補償装置２４１には、位相誤差検出フィルタ３０１からの位相誤差推定値３
０１ａがＦＩＬＯバッファ３０４によって逆系列にされた位相誤差推定値３０４ａと、位
相誤差検出フィルタ３０２からの位相誤差推定値３０２ａおよび位相差分値３０２ｂとが
入力される。
【００４８】
　データ変換部３０６は、位相誤差合成部３００の出力データである位相誤差推定値３０
０ａが入力され、入力値の正弦値（サイン）と余弦値（コサイン）との位相補償データを
出力する。回転行列乗算器３０５は、受信シンボル、およびデータ変換部３０６の出力で
ある正弦値と余弦値とを入力し、正弦値と余弦値とを成分とする回転行列を受信シンボル
に乗算して位相を回転し、ＦＩＬＯバッファ３０７を介して出力する。
【００４９】
　パラメータ生成部３０８は、位相誤差検出フィルタ３０１および３０２における処理と
、位相誤差合成部３００における処理とのうちいずれかで使用する、各係数Ｋ1～Ｋ5を基
準発振器２２０の位相雑音パラメータと信号対雑音比とに基づいて生成する。
【００５０】
　（位相誤差補償装置の動作）
　次に、図３に示す位相誤差補償装置２４１の動作について説明する。位相誤差補償装置
２４１には、受信シンボルが入力され、受信シンボルの位相が含む位相誤差を補償して出
力する。位相誤差補償装置２４１への入力受信シンボルをr(1)，r(2)，…，r(M)と記す（
Ｍは正整数）。受信シンボルに対応する送信シンボルをs(1)，s(2)，…，s(M)、発振器に
よる位相雑音をθ(1)，θ(2)，…，θ(M)、熱雑音によるノイズをw(1)，w(2)，…，w(M)
と表すと、受信シンボルは、次の式(1)のように表現できる。
【００５１】
【数１】

【００５２】
ここで、ｅはネイピア数、ｊは虚数単位を表す。
【００５３】
　熱雑音はスペクトルが平坦な白色雑音であるが、位相雑音はスペクトルが平坦でない。
一例として、位相雑音のスペクトルが図８に示す形状である場合について説明する。
【００５４】
　図３に示す位相誤差補償装置２４１へのさらなる入力である位相参照用シンボルをa(1)
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，a(2)，…，a(M)と記す。位相参照用シンボルは、送信シンボルが事前に明らかである場
合には送信シンボルと合致するものとする。送信シンボルが明らかでなく、誤り訂正処理
を行った後に得られる誤り訂正後の推定送信シンボルを利用できる場合には、該推定送信
シンボルと合致するものとする。さらに、送信シンボル、および誤り訂正後の推定送信シ
ンボルを利用できない場合には、位相誤差補償装置２４１が内部で生成する推定送信シン
ボルを利用する。したがって、送信シンボルおよび誤り訂正後の推定送信シンボルを利用
する場合には、位相参照用シンボルは外部から入力されるが、これらを利用せず、位相誤
差補償装置２４１が内部で生成する推定送信シンボルを利用する場合には、位相参照用シ
ンボル入力はNULLであるとする。なお、図３に示す位相誤差補償装置２４１は、位相誤差
補償装置２４１が内部で生成する推定送信シンボルを利用する。
【００５５】
　位相誤差補償装置２４１への入力シンボルは、位相誤差検出フィルタ３０１に入力され
る。位相誤差検出フィルタ３０１は、受信シンボルと推定送信シンボルとに基づいて、位
相誤差推定値と位相差分値とを算出し、出力する。各出力データは位相を表す数値データ
であって、位相誤差検出フィルタ３０１の位相誤差推定値に関する出力データをθ+(1)，
θ+(2)，…，θ+(M)と表記する。位相差分値に関しては、φ(1)，φ(2)，…，φ（M）と
表記する。
なお、図３に示す例では、位相誤差検出フィルタ３０１から出力される位相差分値は使用
されない。
【００５６】
　受信シンボルと、位相誤差検出フィルタ３０１からの位相誤差推定値３０１ａとは、各
々ＦＩＬＯバッファ３０３と３０４とに一時的に保持され、入力順序とは逆順に出力され
る。即ち、受信シンボルがr(1)，r(2)，…，r(M)の順序で入力された場合に、r(M)，r(M-
1)，…，r(1)の順序で出力する。また、位相誤差推定値に関する出力データがθ+(1)，θ
+(2)，…，θ+(M)の順序で入力された場合に、θ+(M)，θ+(M-1)，…，θ+(1)の順序で出
力する。各ＦＩＬＯバッファ３０３と３０４から出力された、受信シンボルは位相誤差検
出フィルタ３０２に入力され、位相誤差推定値３０４ａは、位相誤差合成部３００に入力
される。
【００５７】
　位相誤差検出フィルタ３０２は、位相誤差検出フィルタ３０１と同様に、受信シンボル
と推定送信シンボルとに基づいて、位相誤差推定値３０２ａと位相差分値３０２ｂとを算
出し、出力する。位相誤差検出フィルタ３０１との違いは、入力順序と初期値設定とであ
って、ＦＩＬＯバッファ３０３によって、受信シンボルはr(M)，r(M-1)，…，r(1)の順序
で位相誤差検出フィルタ３０２に入力される。また、初期値が係数Ｋ3に基づいて設定さ
れる。位相誤差検出フィルタ３０２の位相誤差推定に関する出力データをθ-(M)，θ-(M-
1)，…，θ-(1)と表記し、位相差分値の出力については、位相誤差検出フィルタ３０１の
出力と同様の記号を用いて、φ(M)，φ(M-1)，…，φ（1）と記す。
【００５８】
　位相誤差検出フィルタ３０１、３０２の出力は、位相誤差合成部３００に入力される。
位相誤差合成部３００は、位相誤差推定値３０４ａおよび３０２ａと位相差分値３０２ｂ
とを合成し、位相誤差推定値３００ａを出力する。位相誤差合成部３００ａの出力をθ±

(M)，θ±(M-1)，…，θ±(1)と記す。
【００５９】
　位相誤差合成部３００の出力は、データ変換部３０６を介して、正弦値データsin(θ±

(M))，sin(θ±(M-1))，…，sin(θ±(1))と、余弦値データcos(θ±(M))，cos(θ±(M-1
))，…，cos(θ±(1))とに変換される。正弦値データ、および余弦値データは、回転行列
乗算器３０５に入力され、受信シンボルの位相を補償する。回転行列乗算器３０５の出力
がＦＩＬＯバッファ３０７によって逆順とされたものは、位相誤差補償装置２４１の出力
データであり、前述記法を用いて次の式(2)のように表記できる。
【００６０】
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【数２】

【００６１】
　（位相誤差検出フィルタの構成）
　図５は、本実施形態における位相誤差検出フィルタ３０１、３０２の構成を示すブロッ
ク図である。なお、位相誤差検出フィルタ３０１と３０２とは、位相誤差検出フィルタ３
０２が初期値を係数Ｋ3に基づいて設定する他は同様の構成であるので、図５で兼用する
。
【００６２】
　図５に示す位相誤差検出フィルタ３０１、３０２には、受信シンボルが入力され、受信
シンボルの位相と推定送信シンボルの位相との差分、および位相雑音によって受信シンボ
ルの位相に生じた位相誤差の推定値を出力する。
【００６３】
　図５に示す位相誤差検出フィルタ３０１、３０２は、位相検出部５０３と、１タップフ
ィルタ５０４と、フィードバック係数付きの累積加算部５０５と、データ変換部５０６と
、回転行列乗算器５０１と、判定部５０２と、を備える。
【００６４】
　位相検出部５０３には、回転行列乗算器５０１からの出力シンボルと、判定部５０２か
らの出力シンボルとが入力され、両者の間の位相差分値を出力する。出力データは、次段
である１タップフィルタ５０４の入力になると共に、加算器５０７によって、フィードバ
ック係数付きの累積加算部５０５の出力に加算され、位相誤差検出フィルタ３０１、３０
２の出力の１つである位相差分値３０１ｂ、３０２ｂとなる。
【００６５】
　１タップフィルタ５０４は、高周波成分を除去するための、タップ数が１つのフィルタ
であり、乗算器５４１からなる。１タップフィルタ５０４には、位相検出部５０３の出力
が入力されて、タップ係数Ｋ2を乗算して出力する。タップ係数Ｋ2はパラメータ生成部３
０８によって与えられる。なお、タップ係数Ｋ2は、突然発生するノイズを位相誤差の補
償に反映させる程度を表わし、１よりかなり小さな値となる。
【００６６】
　フィードバック係数付きの累積加算部５０５は、加算器５５１と、フリップフロップ５
５２と、乗算器５５３とからなり、１タップフィルタ５０４の出力が入力され、フリップ
フロップ５５２に保持されたデータを出力する。なお、位相誤差検出フィルタ３０２にお
いて、フリップフロップ５５２に、初期値として初期係数Ｋ3に基づく値が設定される。
フィードバック係数付きの累積加算部５０５の出力は、位相誤差検出フィルタ３０１、３
０２の出力の１つである位相誤差推定値３０１ａ、３０２ａであると共に、データ変換部
５０６と加算器５０７とへの入力となる。また、乗算器５５３のフィードバック係数Ｋ1

は、パラメータ生成部３０８によって与えられる。なお、フィードバック係数Ｋ1は、従
前の受信シンボルの影響を位相誤差補償に反映させる程度を表わし、１より小さな値とな
る。
【００６７】
　データ変換部５０６には、累積加算部５０５が出力した位相誤差推定値が入力され、そ
れに対応する正弦値（サイン）、および余弦値（コサイン）を出力する。回転行列乗算器
５０１は、複素数表示された受信シンボルに、データ変換部５０６の出力である正弦値、
および余弦値を成分とする回転行列を乗じ、累積加算部５０５の出力数値分だけ受信シン
ボルの位相を回転して、位相を補償する。
【００６８】
　判定部５０２には、回転行列乗算器５０１によって位相補償された受信シンボルが入力
され、入力された受信シンボルに最も近い送信シンボルを、位相検出部５０３に入力する
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。
【００６９】
　（位相誤差検出フィルタの動作）
　次に、位相誤差検出フィルタ３０１、３０２の動作について説明する。位相誤差補償装
置２４１は、位相誤差検出フィルタ３０１、３０２を備えるが、入力データに応じて出力
データを生成する動作は同様であるため、位相誤差検出フィルタ３０１の動作を例に説明
する。なお、初期設定として、フィードバック係数付きの累積加算部５０５のフリップフ
ロップ５５２の初期値を適切に定めた値に設定する必要があるが、特に指定がない場合は
“０”とする。
【００７０】
　位相誤差検出フィルタ３０１に入力された受信シンボルは、回転行列乗算器５０１に入
力される。回転行列乗算器５０１は、回転行列乗算器３０５と同様であり、データ変換部
５０６からの出力データに応じて、受信シンボルの位相を回転する。時点ｎにおける入力
受信シンボルをr(n)とし、フリップフロップ５５２に保持されたデータをθ+(n)と記す（
ｎは１以上、Ｍ以下の整数）と、回転行列乗算器５０１の出力は以下の式(3)のように表
記できる。
【００７１】
【数３】

【００７２】
　式(3)に示した回転行列乗算器５０１の出力は、判定部５０２と位相検出部５０３とに
入力される。判定部５０２は、式(3)のデータに最も近い送信シンボルを出力する。判定
部５０２の出力は、位相検出部５０３に入力される。位相検出部５０３は、２つの入力シ
ンボルの間の位相差を計算し、出力する。受信シンボルと判定部５０２の出力シンボルと
の間の位相差をφ(1)，φ(2)，…，φ（M）と記すと、時点ｎにおける位相検出部５０３
の出力は、式(3)に基づいて、式(4)に示す数値データとなる。
【００７３】
【数４】

【００７４】
　位相検出部５０３の出力は、１タップフィルタ５０４と加算器５０７とに入力される。
加算器５０７へのもう一方の入力は位相誤差出力θ+(1)，θ+(2)，…，θ+(M)であるため
、上記式(4)によって、加算器５０７の出力は位相差分値φ(1)，φ(2)，…，φ（M）とな
る。一方、１タップフィルタ５０４では、位相検出部５０３の出力と、パラメータ生成部
３０８から供給されるタップ係数Ｋ2とが乗算器５４１で乗算処理され、その結果はフィ
ードバック係数付きの累積加算部５０５に入力される。
【００７５】
　フィードバック係数付きの累積加算部５０５では、１タップフィルタ５０４の出力と、
乗算器５５３でパラメータ生成部３０８から供給されるフィードバック係数Ｋ1が乗算さ
れたフリップフロップ５５２のデータとを、加算器５５１において加算する。そして、加
算結果に基づいてフリップフロップ５５２のデータを更新する。時点ｎに保持されたフリ
ップフロップ５５２のデータθ+(n)は、次の時点（ｎ＋１）で式(5)に示すように更新さ
れる。
【００７６】
【数５】
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【００７７】
　フリップフロップ５５２の出力データは、位相誤差推定値３０１ａとして位相誤差検出
フィルタ３０１から出力されると共に、データ変換部５０６によって、時点（ｎ＋１）の
入力受信シンボルr(n+1)の位相の回転に用いられる。以下同様の動作により、位相誤差推
定値θ+(1)，θ+(2)，…，θ+(M)および位相差分値φ(1)，φ(2)，…，φ（M）が生成さ
れ、出力される。
【００７８】
　なお、Ｍ番目の入力受信シンボルr(M)と時点Ｍにおけるフリップフロップ５５２のデー
タθ+(M)とから、上記式(5)の形式に纏められた上記手順によってデータθ+(M+1)が生成
される。そして、データθ+(M+1)は、位相誤差検出フィルタ３０２におけるフリップフロ
ップ５５２の初期値として使用される。位相誤差検出フィルタ３０２は、次の式(6)に示
す手順に従って、相誤差推定値θ-(M)，θ-(M-1)，…，θ-(1)を生成し、出力する。
【００７９】
【数６】

【００８０】
　（位相誤差合成部の構成）
　図６は、本実施形態における位相誤差合成部３００の構成を示すブロック図である。位
相誤差合成部３００には、位相誤差検出フィルタ３０１、３０２からの出力が入力され、
位相雑音により受信シンボルの位相に生じた位相誤差の推定値を出力する。
【００８１】
　図６に示す位相誤差合成部３００は、２つの加算器６０１、６０４と、２つの乗算器６
０２、６０３と、を備える。加算器６０１は、位相誤差検出フィルタ３０１からの逆順化
された位相誤差推定値３０４ａと位相誤差検出フィルタ３０２からの位相誤差推定値３０
２ａとを加算し、乗算器６０２に入力する。乗算器６０２は、加算器６０１による加算結
果にパラメータ生成部３０８が生成した乗算係数Ｋ4を乗算し、乗算結果を加算器６０４
に入力する。
【００８２】
　乗算器６０３は、位相誤差検出フィルタ３０２からの位相差分値３０２ｂにパラメータ
生成部３０８が生成した乗算係数Ｋ5を乗算し、乗算結果を加算器６０４へ入力する。
【００８３】
　加算器６０４は、乗算器６０２による入力と乗算器６０３による入力とを加算し、加算
結果を位相誤差合成部３００の出力とする。
【００８４】
　（位相誤差合成部の動作）
　次に、位相誤差合成部３００の動作について説明する。位相誤差合成部３００は、位相
誤差検出フィルタ３０１、３０２の出力が入力され、位相誤差推定値３００ａを出力する
。位相誤差推定値３０１ａ：θ+(1)，θ+(2)，…，θ+(M)、および、位相誤差推定値３０
２ａ：θ-(M)，θ-(M-1)，…，θ-(1)に基づいて、加算器６０１が、θ+(n)＋θ-(n)，n
＝M，M-1，…，1を順次算出する。そして、乗算器６０２が、θ+(n)＋θ-(n)にパラメー
タ生成部３０８から供給される乗算係数Ｋ4を乗算して、Ｋ4×(θ+(n)＋θ-(n))，n＝M，
M-1，…，1を得る。一方、乗算器６０３は、位相誤差検出フィルタ３０２からの位相差分
値３０２ｂに、パラメータ生成部３０８から供給される乗算係数Ｋ5を乗算し、Ｋ5×φ(M
)，Ｋ5×φ(M-1)，…，Ｋ5×φ（1）を得る。
【００８５】
　乗算器６０２の出力と乗算器６０３の出力とが加算器６０４において加算され、次の式
(7)に示す、位相誤差推定値３００ａ：θ±(M)，θ±(M-1)，…，θ±(1)を得る。すなわ
ち、乗算係数Ｋ4およびＫ5は、位相誤差推定値３００ａに対して位相誤差検出フィルタ３
０１、３０２が出力した位相誤差推定値と位相差分値との信頼性に対応して、いずれを反
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映させるかの重み付け係数の役割を果たしている。
【００８６】
【数７】

【００８７】
　（パラメータ生成部の構成）
　図７Ａは、本実施形態におけるパラメータ生成部３０８の構成を示すブロック図である
。
【００８８】
　図７Ａに示すパラメータ生成部３０８は、雑音特性値取得部７１０と、係数算出部７２
０と、係数算出用テーブル７３０と、係数保持部７４０と、を備える。雑音特性値取得部
７１０は、基準発振器２２０の雑音特性値を取得する。なお、基準発振器２２０の雑音特
性値はオペレータがマニュアルで入力しても、装置が自動的に検出してもよい。係数算出
部７２０は、係数算出用テーブル７３０を使用して、所定アルゴリズムに従って、各係数
Ｋ1～Ｋ5を算出する。係数保持部７４０は、係数算出部７２０が算出した各係数Ｋ1～Ｋ5

を保持する。なお、各係数Ｋ1～Ｋ5の算出を、別途用意されたコンピュータで行ない、そ
の結果を係数保持部７４０に保持するように構成されてもよい。
【００８９】
　（係数算出用テーブル）
　図７Ｂは、本実施形態における係数算出用テーブル７３０の構成を示す図である。係数
算出用テーブル７３０は、基準発振器２２０の雑音特性値に基づいて係数算出部７２０が
各係数Ｋ1～Ｋ5を生成するために使用される。
【００９０】
　係数算出用テーブル７３０には、雑音特性値記憶部７３１に対応づけられて、中間値記
憶部７３２と、係数記憶部７３３とが記憶される。雑音特性値記憶部７３１には、係数算
出に必要な基準発振器２２０の雑音特性値である、ｆp、ｆz、ｆs、Ｋpn、σw

2、が記憶
される。中間値記憶部７３２には、係数算出への中間値である、例えば、ａ0、ａ1、ｂ1

、α、γ、λ、η、などが記憶される。係数記憶部７３３には、算出された各係数Ｋ1、
Ｋ2、Ｋ3、Ｋ4、Ｋ5が記憶される。
【００９１】
　（パラメータ生成部の動作）
　次に、各係数Ｋ1～Ｋ5の算出について説明する。
【００９２】
　図８は、本実施形態におけるパラメータ生成のための基準発振器の位相雑音スペクトル
の一例を示した図である。以下の各係数Ｋ1～Ｋ5の算出においては、基準発振器の位相雑
音スペクトルを図８に示す形にモデル化した場合を例に説明する。図８に示すように、位
相雑音スペクトルは、ｆｐ(Hz)以下およびfｚ(Hz)以上で一定であり、ｆｐ(Hz)とfｚ(Hz
）の間は-20dBc/Decの傾き特性を持っている。周波数０(Hz)における電力スペクトル密度
を、図８に示すように、Ｋpnと記し、伝送シンボルレートをｆs(Hz)とする。基準発振器
２２０の位相雑音は、この４つのパラメータｆp，ｆz，ｆs，Ｋpnで指定される。熱雑音
の分散に関するパラメータσw

2と合わせて、ノイズについては、これら５つのパラメータ
で指定される。
【００９３】
　パラメータ生成部３０８は、これら５つのパラメータに基づいて、位相誤差検出フィル
タ３０１、３０２に関するフィードバック係数Ｋ1，タップ係数Ｋ2と、位相誤差検出フィ
ルタ３０２に関する初期係数Ｋ3と、位相誤差合成部３００に関する乗算係数Ｋ4，Ｋ5と
を生成する。以下、その生成工程の一例を説明する。
【００９４】
　３つの定数ａ0，ａ1，ｂ1は次の式(8)によって定められる。
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【数８】

【００９６】
なお、円周率をπと記す。
【００９７】
　式(8)によって定まる３つの定数ａ0，ａ1，ｂ1を使って、２つの定数α，γを次の式(9
)によって定める。
【００９８】

【数９】

【００９９】
　式(9)に示すα，γ、および、式(8) に示すｂ1、さらに熱雑音の分散値から定まる定数
σw

2に基づいて、定数λとηとは次の式(10)で定められる。
【０１００】

【数１０】

【０１０１】
　パラメータ生成部３０８が生成するフィードバック係数Ｋ1と、タップ係数Ｋ2とは、次
に示す式(11)によって算出される。
【０１０２】
【数１１】

【０１０３】
　パラメータ生成部３０８が生成する乗算係数Ｋ4とＫ5とは、次に示す式(12)によって算
出される。
【０１０４】
【数１２】

【０１０５】
　また、初期係数Ｋ3は、各々式(8)、式(10)、式(11)に示したｂ1，λ，Ｋ1によって、次
の式(13)のように定められる。
【０１０６】
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【数１３】

【０１０７】
　《位相雑音補償方法の処理手順》
　図９は、本実施形態における位相雑音補償方法の処理手順を示すフローチャートである
。このフローチャートは、位相誤差補償装置２４１を構成するＣＰＵがＲＡＭを使用しな
がら実行する位相誤差補償プログラムに対応し、図３に示す各機能構成部を実現する。
【０１０８】
　位相誤差補償装置２４１は、ステップＳ９０１において、初期化（ｋ←0；θ+(1)←0）
を行なう。ここで初期化する２つのパラメータのうち、ｋは処理フレームを示すインデッ
クスであり、θ+(1)は時点１の順系列受信シンボルに基づく位相誤差推定値である。
【０１０９】
　位相誤差補償装置２４１は、ステップＳ９０３において、受信シンボルと推定送信シン
ボルとの位相差分値からなる系列φ(1)，φ(2)，…，φ（M）の生成と初期化（ｎ←１）
とを行う。ここで、Ｍは処理単位となるフレームの長さを表す正整数である。
【０１１０】
　位相誤差補償装置２４１は、ステップＳ９０５において、式(5)に従って、位相差分値
の系列から系列中に含まれる位相雑音によって生じる位相誤差推定値θ+(1)，θ+(2)，…
，θ+(M)，θ+(M+1)を順次算出する。
【０１１１】
　位相誤差補償装置２４１は、ステップＳ９０７において、θ+(M+1)を用いてθ-(M)を初
期化する。ここで、θ-(M)は時点Ｍの逆系列受信シンボルに基づく位相誤差推定値である
。
【０１１２】
　位相誤差補償装置２４１は、ステップＳ９０９において、式(6)に従って、位相差分値
の系列φ(M)，φ(M-1)，…，φ（1）から位相誤差推定値θ-(M)，θ-(M-1)，…，θ-(1)
を順次算出する。また、位相誤差補償装置２４１は、ステップＳ９０７において、式(7)
に従って、位相誤差推定値θ+(1)，θ+(2)，…，θ+(M)と、位相誤差推定値θ-(1)，θ-(
2)，…，θ-(M)と、位相差分値φ(1)，φ(2)，…，φ（M）との線形演算によって、位相
誤差推定値θ±(1)，θ±(2)，…，θ±(M)を算出する。
【０１１３】
　位相誤差補償装置２４１は、ステップＳ９１１において、上記各ステップの処理に基づ
き、正整数kについて、位相差分φ(kM+1)，φ(kM+2)，…，φ（(k+1)M）に含まれる位相
誤差推定値θ+(kM+i)（ｉ＝１～Ｍ＋１）、θ-(kM+i)（ｉ＝１～Ｍ）、θ±(kM+i)（ｉ＝
１～Ｍ）の算出を順次繰り返す。そして、各位相誤差推定値θ±(kM+1)，θ±(kM+2)，…
，θ±((k+1)M)を出力する。
【０１１４】
　上記各ステップは、正整数kに関し、k+1として同様に繰り返される。正整数kがあらか
じめ定められた整数値（L-1）に達したら終了する。以上の手順によって、位相差分φ(1)
，…，φ(kM+2)，…，φ（LM）に対する位相誤差の推定値θ±(1)，…，θ±(kM+2)，…
，θ±(LM)を算出できる。
【０１１５】
　そして、それぞれ、算出され位相誤差推定値θ±(kM+1)，θ±(kM+2)，…，θ±((k+1)
M)を位相差分φ(kM+1)，φ(kM+2)，…，φ（(k+1)M）から減算することによって、位相誤
差の補償を行う。
【０１１６】
　《位相誤差補償結果》
　図１０は、本実施形態の位相誤差補償方法を用いた、ＱＰＳＫ変調および２５６ＱＡＭ
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変調時の位相誤差に関する平均自乗誤差と搬送波対雑音比との関係を、従来技術と対比し
て示したグラフである。
【０１１７】
　図１０に示す例では、図８に示した位相雑音スペクトルにおいて、４つのパラメータｆ

p，ｆz，ｆs，Ｋpnを各々ｆp＝100Hz，ｆz＝7MHz，ｆs＝24MHz，Ｋpn＝-35dBc/Hzとする
。これによって規定される位相雑音がある通信路で、QPSK変調と256QAM変調とでそれぞれ
データ伝送を行い、本実施形態の位相誤差補償方法によって補償した後の位相に関する平
均自乗誤差を、図３Ａに示す前提技術による位相ロックループによるものと比較し、その
結果を図１０に示した。
【０１１８】
　横軸は熱雑音による搬送波対雑音比を、縦軸は平均自乗誤差をデジベル表記したもので
ある。図１０に示す●（丸印），▲（三角印）は、各々位相ロックループによる位相誤差
補償と本実施形態の位相誤差補償方法に関する平均自乗誤差のシミュレーション結果とを
表しており、シミュレーションでは位相参照用シンボルの入力はＮＵＬＬとしている。ま
た図１０に示す実線と点線とは、各々の平均自乗誤差の理論値を表しており、搬送波対雑
音比が大きい領域ではシミュレーションと合致している。
【０１１９】
　図１０に示す例から明らかなように、QPSK変調方式、および256QAM変調方式いずれにお
いても、大きな改善がみられる。
【０１２０】
　本実施形態では、順系列および逆系列の受信シンボルに基づいて生成した位相誤差推定
値と位相差分値とが合成されて位相誤差が補償される。なお、本実施形態においては、余
分な構成を除いて位相誤差の補償を実現した。従って、簡単な構成により、位相雑音や、
熱雑音を主要因とする劣悪なノイズ環境下にあっても、ビット誤り率特性に優れ、大容量
かつ高品質なデータ通信を可能にすることができる。
【０１２１】
　［第３実施形態］
　次に、本発明の第３実施形態における位相誤差補償装置について説明する。本実施形態
における位相誤差補償装置は、上記第２実施形態の位相誤差合成部が逆系列の受信シンボ
ルに基づいて生成された位相差分値を使用するに対して、位相誤差合成部が順系列の受信
シンボルに基づいて生成された位相差分値を使用する点で異なる。その他の構成および動
作は、第２実施形態における構成および動作と同様であるため、同じ構成および動作につ
いては同じ符号を付してその詳しい説明を省略する。
【０１２２】
　《位相誤差補償装置の構成》
　図１１は、本実施形態における位相誤差補償装置１１４１の構成を示すブロック図であ
る。なお、図１１において、図３と同様の機能構成部には同じ参照番号を付して、説明を
省略する。
【０１２３】
　位相誤差補償装置１１４１には、ＦＩＬＯバッファ１１０９を有し、位相誤差検出フィ
ルタ３０１から出力された位相差分値がφ(1)，φ(2)，…，φ（M）の順序で入力され、
φ(M)，φ(M-1)，…，φ（1）の順序で出力する。そして、位相誤差合成部１１００は、
位相誤差差分値として、ＦＩＬＯバッファ１１０９から出力されたφ(M)，φ(M-1)，…，
φ（1）を使用して、推定した位相誤差推定値１１００ａをデータ変換部３０６に入力す
る。
【０１２４】
　（位相誤差合成部の構成）
　図１２は、本実施形態における位相誤差合成部１１００の構成を示すブロック図である
。
なお、図１２において、図５と同様な機能構成部には同じ参照番号を付して、説明を省略
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する。
【０１２５】
　乗算器１２０３は、位相誤差検出フィルタ３０１からの位相差分値３０１ｂをＦＩＬＯ
バッファ１１０９で逆系列としたφ(M)，φ(M-1)，…，φ（1）に、パラメータ生成部３
０８から供給される乗算係数Ｋ5を乗算し、Ｋ5×φ(M)，Ｋ5×φ(M-1)，…，Ｋ5×φ（1
）を得る。乗算器１２０３の乗算結果は、乗算器６０２の乗算結果と加算器６０４によっ
て加算されて、位相誤差推定値１１００ａが出力される。
【０１２６】
　本実施形態によれば、ＦＩＬＯバッファ１１０９が追加されるが、より正確な位相誤差
の補償を実現でき、ビット誤り率特性に優れ、大容量かつ高品質なデータ通信を可能にす
ることができる。
【０１２７】
　なお、位相誤差合成部の乗算器６０３または１２０３の前段にセレクタを設けて、第２
実施形態と第３実施形態とのいずれの構成で位相誤差合成部を使用するのかに応じて、セ
レクタで入力を選択するように構成することも可能である。
【０１２８】
　［第４実施形態］
　次に、本発明の第４実施形態における位相誤差補償装置について説明する。本実施形態
における位相誤差補償装置は、上記第２実施形態および第３実施形態に対して、位相誤差
を補償した結果のシンボルから生成された復号データを参照用送信シンボルに逆変換して
、位相誤差補償に使用する点で異なる。その他の構成および動作は、第２実施形態または
第３実施形態における構成および動作と同様であるため、同じ構成および動作については
同じ符号を付してその詳しい説明を省略する。
【０１２９】
　《復調装置の構成》
　図１３は、本実施形態における位相誤差補償装置１３４１を含む復調装置１３００の構
成を示すブロック図である。なお、位相誤差補償装置１３４１を含む搬送波再生装置１３
４０が復調装置１３００に含まれる。
【０１３０】
　位相誤差補償装置１３４１への入力である位相参照用シンボルをa(1)，a(2)，…，a(M)
と記す。本実施形態では、送信シンボルが明らかでなく、誤り訂正処理を行った後に得ら
れる誤り訂正後の推定送信シンボルを利用でき、送信シンボルは推定送信シンボルと合致
するものとする。誤り訂正後の推定送信シンボルは、位相誤差補償装置１３４１に外部か
ら入力される。
【０１３１】
　一方、誤り訂正復号器２４３から出力された復調データは、スイッチ１３４４によって
、復調装置１３００の出力、または位相誤差補償装置１３４１への入力データ１３４４ａ
となる。位相誤差補償装置１３４１における位相誤差の補償回数があらかじめ定めた規定
回数に達した場合、または誤り訂正復号器２４３において誤りなしと判定された場合は、
誤り訂正復号器２４３の出力は復調装置１３００の復調データとして出力される。そうで
ない場合には、位相誤差補償装置１３４１へ入力され、位相誤差補償装置１３４１におい
て位相参照用シンボルとして使用される。そのようなフィードバックにより、受信シンボ
ルにおける位相誤差を繰り返し補償して、補償の精度を高める。
【０１３２】
　《位相誤差補償装置の構成》
　図１４は、本実施形態における位相誤差補償装置１３４１の構成を示すブロック図であ
る。なお、図１４において図３または図１１と同様な機能構成部には同じ参照番号を付し
て、説明を省略する。
【０１３３】
　位相誤差検出フィルタ１４０１、１４０２には、ＱＡＭシンボルマッピング部１４０３
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からの順系列参照シンボル１４０３ａまたは逆系列参照シンボルが入力されて、位相誤差
推定値および位相差分値の生成に使用される。ＱＡＭシンボルマッピング部１４０３は、
図１３に示す誤り訂正復号器２４３からの入力データ１３４４ａをＱＡＭシンボルとして
マッピングすることにより、順系列参照シンボル１４０３ａと逆系列参照シンボルとを生
成する。
【０１３４】
　なお、図１４に示す例では、第３実施形態のように、位相誤差合成部１１００が、順系
列受信シンボルに基づいて生成された位相差分値を使用する構成とした。しかし、第２実
施形態のように、位相誤差合成部１１００が、逆系列受信シンボルに基づいて生成された
位相差分値を使用するように構成されてもよい。また、図１４に示す例では、ＱＡＭシン
ボルマッピング部１４０３が位相誤差補償装置内に設けられているが、位相誤差補償回路
の外部の搬送波再生装置に設けられていてもよい。
【０１３５】
　（位相誤差検出フィルタの構成）
　図１５は、本実施形態における位相誤差検出フィルタ１４０１、１４０２の構成を示す
ブロック図である。なお、図１５において、図５と同様な機能構成部には同じ参照番号を
付して、説明を省略する。
【０１３６】
　セレクタ１５０８は、判定部５０２の出力シンボルと位相誤差検出フィルタ１４０１、
１４０２への入力データの１つである位相参照シンボルとを入力とし、いずれか一方を選
択して出力する。本実施形態の位相誤差補償装置１３４１では、位相参照シンボルの入力
がある場合には、セレクタ１５０８で位相参照シンボルが選択されるため、判定部５０２
の出力は利用されない。一方、位相参照シンボルがNULL（ヌル）の場合は、常に判定部５
０２の出力シンボルが選択される。
【０１３７】
　本実施形態では、位相誤差検出フィルタ内で生成された推定送信シンボルでなく、位相
誤差補償装置で位相補償された受信シンボルに基づいて生成された推定送信シンボルが使
用される。従って、さらにビット誤り率特性に優れ、大容量かつ高品質なデータ通信を可
能にすることができる。
【０１３８】
　［第５実施形態］
　次に、本発明の第５実施形態における位相誤差補償装置について説明する。本実施形態
における位相誤差補償装置は、上記第２実施形態乃至第４実施形態に対して、初期シンボ
ルについては位相誤差補償の処理を行なわない点で異なる。その他の構成および動作は、
第２実施形態乃至第４実施形態における構成および動作と同様であるため、同じ構成およ
び動作については同じ符号を付してその詳しい説明を省略する。
【０１３９】
　《位相誤差補償装置の構成》
　図１６は、本実施形態における位相誤差補償装置１６４１の構成を示すブロック図であ
る。なお、図１６において、図３、図１１、または図１４と同様な機能構成部については
同じ参照番号を付して、説明を省略する。なお、図１６に示す例では、第３実施形態のよ
うに、位相誤差合成部１１００が、順系列受信シンボル基づいて生成された位相差分値を
使用する構成とした。しかし、第２実施形態のように、位相誤差合成部１１００が、逆系
列受信シンボルに基づいて生成された位相差分値を使用するように構成されてもよい。ま
た、第４実施形態のように、ＱＡＭシンボルマッピング部１４０３を有して、順系列参照
シンボル１４０３ａおよび逆系列参照シンボル１４０３ｂを使用する場合が示されていた
。しかし、第２実施形態のように、位相誤差検出フィルタが内部で参照用推定送信シンボ
ルを生成してもよい。
【０１４０】
　セレクタ１６０２は、入力された、位相誤差補償を行った受信シンボルとバッファ１６
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０１に保持された受信シンボルとのうち、一方を選択して、ＱＡＭシンボルデマッピング
部に入力する。選択の方法は２種類あり、１回目のみバッファ１６０１に保持された受信
シンボル側を選択し、２回目以降は位相誤差補償した受信シンボル側を選択する方法と、
常に位相誤差を補償した受信シンボル側を選択する方法とである。両者の違いは、１回目
に、位相誤差を補償した受信シンボルの出力を選択するか否かである。１回目に位相誤差
を補償した受信シンボルの出力は、位相参照用シンボルの入力なしに位相誤差を補償した
シンボルとなる。即ち、セレクタ１６０２の２つの選択方法の違いは、セレクタ１６０２
の出力が、バッファ１６０１に保持された受信シンボルであるか、または位相参照シンボ
ルなしに、位相誤差補償装置１６４１によって位相補償された受信シンボルであるかであ
る。
【０１４１】
　なお、図１６に示す例では、バッファ１６０１やセレクタ１６０２が位相誤差補償装置
１６４１の内部に設けられているが、位相誤差補償装置１６４１の外部の搬送波再生装置
に設けられてもよい。
【０１４２】
　本実施形態によれば、１回目に位相誤差補償した受信シンボルの出力を選択するか否か
を選択することにより、１回目の位相参照用シンボルの入力なしの位相誤差の補償による
ビット誤り率特性の低下を無くすことができる。
【０１４３】
　［第６実施形態］
　次に、本発明の第６実施形態における位相誤差補償装置について説明する。本実施形態
における位相誤差補償装置は、上記第２実施形態乃至第５実施形態に対して、伝送信号中
にパイロット信号を埋め込んだ位相誤差補償を行なう点で異なる。その他の構成および動
作は、第２実施形態乃至第５実施形態における構成および動作と同様であるため、同じ構
成および動作については同じ符号を付してその詳しい説明を省略する。
【０１４４】
　《復調装置の構成》
　図１７は、本実施形態における復調装置１７００の構成を示すブロック図である。なお
、図１７に示す例において、図２Ｂと同様な機能構成部には同じ参照番号を付して、説明
を省略する。
【０１４５】
　復調装置１７００は、搬送波再生装置１７４０を有する。搬送波再生装置１７４０は、
遅延回路１７４１と、補間フィルタ１７４２と、位相回転器１７４３と、を備える。そし
て、乗算器である位相回転器１７４３の出力が、図１７に示す例では、第２実施形態にお
ける位相誤差補償装置２４１に受信シンボルとして入力される。なお、位相誤差補償装置
は、第３実施形態乃至第５実施形態における構成と同様であってもよい。
【０１４６】
　補間フィルタ１７４２は、パイロット信号に対応する受信パイロットシンボルに基づい
て受信パイロットシンボル間の位相誤差を推定するために使用される。また、遅延回路１
７４１は、補間フィルタ１７４２の補間処理に相当するシンボル数と同等の遅延を生じさ
せる。また、位相回転器１７４３は、推定した位相誤差の補償を行う。
【０１４７】
　デジタル化されたＩｃｈ、Ｑｃｈの各ベースバンド信号に対応する受信シンボルは、遅
延回路１７４１に入力される。ここで、受信シンボルは、既知のパイロット信号に対応す
るパイロットシンボルである場合に限り、補間フィルタ１７４２にも入力される。補間フ
ィルタ１７４２は、複数のパイロットシンボルに基づいて、パイロットシンボル間の受信
シンボルにおける位相誤差を補間処理によって推定する。位相回転器１７４３は、補間フ
ィルタ１７４２が出力した位相誤差情報に基づいて、受信シンボルの位相を回転し、受信
シンボル中の位相誤差を補償する。補間フィルタ１７４２によって出力された位相誤差の
補償後の受信シンボルは、本実施形態の位相誤差補償装置に入力される。
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【０１４８】
　図１７に示す搬送波再生装置１７４０は、さらに、補間フィルタ１７４２において位相
誤差の推定処理に使用するデータを、位相雑音と熱雑音とに関する統計情報から生成し、
補間フィルタ１７４２に供給するタップ係数生成部を備えていてもよい。
【０１４９】
　本実施形態では、伝送信号中にパイロット信号を埋め込んだ位相誤差の補償を行なう復
調装置によって本位相誤差補償装置が採用されている。従って、位相雑音や、熱雑音を主
要因とする劣悪なノイズ環境下であっても、ビット誤り率特性に優れ、大容量かつ高品質
なデータ通信を可能にすることができる。
【０１５０】
　［他の実施形態］
　ノイズパラメータにおいて、ｆpがｆsと比較して極めて小さく、また式(9)に示すγが
熱雑音の分散値によって定まるパラメータσw

2と比較して極めて小さい場合には、式(11)
、式(12)、式(13)によって指定されるＫ1，Ｋ2，Ｋ3，Ｋ4，Ｋ5は、１に近い適切な実数
λによって、以下の式(14)のように近似することができる。
【０１５１】
　従って、パラメータ生成部３０８は、図９に示すステップＳ９０７において、式(14)に
従って各係数Ｋ1～Ｋ5を設定する。
【０１５２】
【数１４】

【０１５３】
　本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用されてもよいし、単体の装置に適
用されてもよい。さらに、本発明は、実施形態の機能を実現する情報処理プログラムが、
システムあるいは装置に直接あるいは遠隔から供給される場合にも適用可能である。した
がって、本発明の機能をコンピュータで実現するために、コンピュータにインストールさ
れるプログラム、あるいはそのプログラムを格納した媒体、そのプログラムをダウンロー
ドさせるＷＷＷ(World Wide Web)サーバも、本発明の範疇に含まれる。特に、少なくとも
、上述した実施形態に含まれる処理ステップをコンピュータに実行させるプログラムを格
納した非一時的コンピュータ可読媒体（non-transitory computer readable medium）は
本発明の範疇に含まれる。
【０１５４】
　［実施形態の他の表現］
　上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限
られない。
（付記１）
　順系列の受信シンボルに基づいて第１位相差分値および第１位相誤差推定値を生成する
第１位相誤差検出フィルタと、
　逆系列の前記受信シンボルに基づいて第２位相差分値および第２位相誤差推定値を生成
する第２位相誤差検出フィルタと、
　前記第１位相誤差推定値および前記第２位相誤差推定値と、前記第１位相差分値および
前記第２位相差分値のいずれか一方とに基づいて、第３位相誤差推定値を生成する位相誤
差合成手段と、
　前記受信シンボルの位相誤差を前記第３位相誤差推定値に対応して補償する位相誤差補
償手段と、
　を備える位相誤差補償装置。
（付記２）
　前記第１位相誤差検出フィルタおよび前記第２位相誤差検出フィルタと、前記位相誤差
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合成手段とが使用する係数を生成するパラメータ生成手段を、さらに備える付記１に記載
の位相誤差補償装置。
（付記３）
　前記第１位相誤差検出フィルタおよび前記第２位相誤差検出フィルタは、
　位相補償された受信シンボルに最も近い送信シンボルを算出する判定手段と、
　前記算出した送信シンボルと前記位相補償された受信シンボルとの位相差分値を算出す
る位相検出手段と、
　基準発振器の位相雑音パラメータと信号対雑音比とに基づいて算出されたタップ係数を
使用して、前記位相検出手段の出力に含まれる高周波成分を除去する１タップフィルタと
、
　前記基準発振器の前記位相雑音パラメータと前記信号対雑音比とに基づいて算出された
フィードバック係数を使用して、前記１タップフィルタの出力に基づいて位相雑音によっ
て前記受信シンボルに生じた位相誤差の推定値を算出する累積加算手段と、
　前記位相誤差の推定値を受信シンボルの位相補償データに変換するデータ変換手段と、
　前記データ変換手段の出力によって受信シンボルの位相を補償する乗算器と、
を有することを特徴とする付記１または２に記載の位相誤差補償装置。
（付記４）
　前記第２位相誤差検出フィルタの前記累積加算手段は、さらに、初期値を設定するため
の初期係数を使用する付記３に記載の位相誤差補償装置。
（付記５）
　前記第１位相誤差検出フィルタおよび前記第２位相誤差検出フィルタの位相検出手段は
、　前記送信シンボルと、位相誤差補償された受信シンボルに基づいて変換された復調デ
ータから逆変換された位相参照用シンボルと、から選択されたいずれかのシンボルと、前
記位相補償された受信シンボルとの位相差分値を算出する付記３または４に記載の位相誤
差補償装置。
（付記６）
　前記位相誤差合成手段は、
　前記第１位相誤差推定値と、前記第２位相誤差推定値とを加算する第１加算器と、
　基準発振器の位相雑音パラメータと信号対雑音比とから算出された第１乗算係数を、前
記加算器の加算結果に乗算する第２乗算器と、
　前記基準発振器の前記位相雑音パラメータと前記信号対雑音比とから算出された第２乗
算係数を、前記第１位相差分値および前記第２位相差分値のいずれか一方に乗算する第３
乗算器と、
　前記第２乗算器の乗算結果と前記第３乗算器の乗算結果とを加算した結果を、位相雑音
によって受信シンボルの位相に生じた前記第３位相誤差推定値とする第２加算器と、
　を有する付記１乃至５のいずれか１項に記載の位相誤差補償装置。
（付記７）
　付記１乃至５のいずれか１項に記載の位相誤差補償装置を含み、
　前記位相誤差補償装置が位相誤差の補償を行った受信シンボルをデマッピングするシン
ボルデマッピング手段と、
　前記シンボルデマッピング手段の出力に基づいて、前記位相誤差の補償が行われた受信
シンボルに含まれるエラーを訂正して復調データを出力する誤り訂正復号手段と、
　を備える搬送波再生装置。
（付記８）
　付記７に記載の搬送波再生装置を含み、
　固定周波数のリファレンス信号を出力する基準発振器と、
　中間周波数の入力信号を直交検波して、ＩｃｈとＱｃｈとの各ベースバンド信号を生成
する検波器と、
　生成されたベースバンド信号をデジタル信号に変換して、前記受信シンボルとして前記
搬送波再生装置に入力するアナログデジタル変換器と、
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　を備える復調装置。
（付記９）
　付記８に記載の復調装置を少なくとも含み、
　アンテナが受信する電波から所定周波数帯域の電波を選択して中間周波数の信号に変換
して、前記復調装置に入力する受信回路と、
　前記復調装置が入力した復調データをデコードして受信データを生成する受信データデ
コード手段と、
　備える通信装置。
（付記１０）
　受信シンボルの系列と参照シンボルの系列との位相差分値からなる系列φ(1)，φ(2)，
…，φ（M）（Mは正整数）を生成し、
　前記位相差分値の系列に基づいて系列中に含まれる位相雑音によって生じる第１位相誤
差推定値θ+(1)，θ+(2)，…，θ+(M)，θ+(M+1)を順次算出し、
　θ+(M+1)を初期値として、前記位相差分値の系列φ(M)，φ(M-1)，…，φ（1）に基づ
いて第２位相誤差推定値θ-(M)，θ-(M-1)，…，θ-(1)を順次算出し、
　前記第１位相誤差推定値θ+(1)，θ+(2)，…，θ+(M)と、前記２位相誤差推定値θ-(1)
，θ-(2)，…，θ-(M)と、前記位相差分値φ(1)，φ(2)，…，φ（M）との線形演算によ
って、第３位相誤差推定値θ±(1)，θ±(2)，…，θ±(M)を算出し、
　前記各算出の処理によって、正整数kについて、位相差分値φ(kM+1)，φ(kM+2)，…，
φ（(k+1)M）に含まれる前記第１位相誤差推定値と、前記第２位相誤差推定値と、前記第
３位相誤差推定値とを順次算出し、
　前記第３位相誤差推定値θ±(kM+1)，θ±(kM+2)，…，θ±((k+1)M)を前記位相差分値
φ(kM+1)，φ(kM+2)，…，φ（(k+1)M）から減算することにより、位相誤差の補償を行う
、
　位相誤差補償方法。
（付記１１）
　受信シンボルの系列と参照シンボルの系列との位相差分値からなる系列φ(1)，φ(2)，
…，φ（M）（Mは正整数）を生成し、
　前記位相差分値の系列に基づいて系列中に含まれる位相雑音によって生じる第１位相誤
差推定値θ+(1)，θ+(2)，…，θ+(M)，θ+(M+1)を順次算出し、
　θ+(M+1)を初期値として、前記位相差分値の系列φ(M)，φ(M-1)，…，φ（1）に基づ
いて第２位相誤差推定値θ-(M)，θ-(M-1)，…，θ-(1)を順次算出し、
　前記第１位相誤差推定値θ+(1)，θ+(2)，…，θ+(M)と、前記２位相誤差推定値θ-(1)
，θ-(2)，…，θ-(M)と、前記位相差分値φ(1)，φ(2)，…，φ（M）との線形演算によ
って、第３位相誤差推定値θ±(1)，θ±(2)，…，θ±(M)を算出し、
　前記各算出の処理によって、正整数kについて、位相差分値φ(kM+1)，φ(kM+2)，…，
φ（(k+1)M）に含まれる前記第１位相誤差推定値と、前記第２位相誤差推定値と、前記第
３位相誤差推定値とを順次算出し、
　前記第３位相誤差推定値θ±(kM+1)，θ±(kM+2)，…，θ±((k+1)M)を前記位相差分値
φ(kM+1)，φ(kM+2)，…，φ（(k+1)M）から減算することにより、位相誤差の補償を行う
、
　処理をコンピュータに実行させる位相誤差補償プログラムが記憶された記憶媒体。
【０１５５】
　以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態に限定され
るものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得
る様々な変更をすることができる。また、それぞれの実施形態に含まれる別々の特徴を如
何様に組み合わせたシステムまたは装置も、本発明の範疇に含まれる。本発明の活用例と
して、携帯端末装置、基幹無線装置を含むデジタル無線通信装置全般に好適である。
【０１５６】
　この出願は、２０１４年１月１６日に出願された日本出願特願２０１４－００６１８０
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【図１】 【図２Ａ】
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【図５】 【図６】

【図７Ａ】 【図７Ｂ】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【手続補正書】
【提出日】平成28年6月21日(2016.6.21)
【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】請求項１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１０】
　受信シンボルの系列と参照シンボルの系列との位相差分値からなる系列φ(1)，φ(2)，
…，φ（M）（Mは正整数）を生成し、
　前記位相差分値の系列に基づいて系列中に含まれる位相雑音によって生じる第１位相誤
差推定値θ+(1)，θ+(2)，…，θ+(M)，θ+(M+1)を順次算出し、
　θ+(M+1)を初期値として、前記位相差分値の系列φ(M)，φ(M-1)，…，φ（1）に基づ
いて第２位相誤差推定値θ-(M)，θ-(M-1)，…，θ-(1)を順次算出し、
　前記第１位相誤差推定値θ+(1)，θ+(2)，…，θ+(M)と、前記２位相誤差推定値θ-(1)
，θ-(2)，…，θ-(M)と、前記位相差分値φ(1)，φ(2)，…，φ（M）との線形演算によ
って、第３位相誤差推定値θ±(1)，θ±(2)，…，θ±(M)を算出し、
　前記各算出の処理によって、正整数kについて、位相差分値φ(kM+1)，φ(kM+2)，…，
φ（(k+1)M）に含まれる前記第１位相誤差推定値と、前記第２位相誤差推定値と、前記第
３位相誤差推定値とを順次算出し、
　前記第３位相誤差推定値θ±(kM+1)，θ±(kM+2)，…，θ±((k+1)M)を前記位相差分値
φ(kM+1)，φ(kM+2)，…，φ（(k+1)M）から減算することにより、位相誤差の補償を行う
、
　処理をコンピュータに実行させる位相誤差補償プログラム。
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