
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも１つの入力信号を入力され、該入力信号に対応する少なくとも１つの出力信号
を出力するピーク電力調整器であって、
該入力信号の使用によって、該入力信号に対応する総入力電力推定値信号を生成する電力
推定装置と、
該総入力電力推定値信号および最大許容可能電力信号の使用によって スケ
ーリング係数を生成するスケーリング係数発生器と、
該入力信号に対応 遅延された信号を生成する
遅延装置と、
該スケーリング係数および該遅延された信号を使用して、該出力信号に対応するスケーリ
ングされた信号を生成する電力スケーリング装置と、
該スケーリングされた信号をフィルタリングして、該出力信号を生成するフィルタリング
装置と
を含むピーク電力調整器。
【請求項２】
該総入力電力推定値信号が該最大許容可能電力信号以下であると該スケーリング係数発生
器が判定した場合に、該スケーリング係数が１に等しく、
該総入力電力推定値信号が該最大許容可能電力信号を超えると該スケーリング係数発生器
が判定した場合に、該スケーリング係数が、該最大許容可能電力信号を該総入力電力推定
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瞬間値を有する

し、スケーリング係数の瞬間値と整列された



値信号で割った値に等しい
請求項１に記載のピーク電力調整器。
【請求項３】
該スケーリング係数発生器が、第１段装置および第２段装置を含み、
該総入力電力推定値信号が該最大許容可能電力信号以下であると該第１段装置が判定した
場合に、該第１段装置の出力が１に等しく、
該総入力電力推定値信号が該最大許容可能電力信号を超えると該第１段装置が判定した場
合に、該第１段装置の該出力が、該最大許容可能電力信号を該総入力電力推定値信号で割
った値に等しく、
該第２段装置の出力が、該スケーリング係数であり、該スケーリング係数が、該第１段装
置からの該出力を、所定の期間にわたる該第１段装置からの出力の平方自乗平均（ＲＭＳ
）で割った値に等しい
請求項１に記載のピーク電力調整器。
【請求項４】
該電力スケーリング装置が、該遅延された信号に該スケーリング係数を掛けて、該スケー
リングされた信号を生成するのに使用される掛け算器を含み、該フィルタリング装置が、
該スケーリングされた信号をフィルタリングするのに使用される低域フィルタを含み、該
低域フィルタからの出力が、該出力信号に対応する、請求項１から３のいずれか一項に記
載のピーク電力調整器。
【請求項５】
該ピーク電力調整器が、同相ベースバンド入力信号および直角ベースバンド入力信号を入
力され、同相ベースバンド出力信号および直角ベースバンド出力信号を出力し、
該遅延装置が、遅延された同相ベースバンド信号および遅延された直角ベースバンド信号
を生成し、
該電力推定装置が、該同相および直角ベースバンド入力信号の使用によって、該該同相お
よび直角ベースバンド入力信号に対応する該総入力電力推定値信号を生成し、
該電力スケーリング装置が、該スケーリング係数、該遅延された同相ベースバンド信号、
および該遅延された直角ベースバンド信号を使用して、スケーリングされた同相ベースバ
ンド信号およびスケーリングされた直角ベースバンド信号を生成し、
該フィルタリング装置が、該スケーリングされた同相ベースバンド信号および該スケーリ
ングされた直角ベースバンド信号をフィルタリングして、該同相ベースバンド出力信号お
よび該直角ベースバンド出力信号を生成する
請求項１に記載のピーク電力調整器。
【請求項６】
該電力推定装置が、
該同相ベースバンド入力信号を入力され、自乗同相ベースバンド信号を出力する同相ベー
スバンド自乗装置と、
該直角ベースバンド入力信号を入力され、自乗直角ベースバンド信号を出力する直角ベー
スバンド自乗装置と、
該自乗同相ベースバンド信号および該自乗直角ベースバンド信号を入力され、該自乗同相
ベースバンド信号および該自乗直角ベースバンド信号を合計することによって該総入力電
力推定値信号を生成する加算器と、
を含み、
該総入力電力推定値信号が、該組み合わされた同相ベースバンド入力信号および直角ベー
スバンド入力信号に関する総入力電力レベルの自乗に対応し、該最大許容可能電力信号が
、最大許容可能電力レベルの自乗に対応する
請求項５に記載のピーク電力調整器。
【請求項７】
該総入力電力推定値信号が、該最大許容可能電力信号以下であると該スケーリング係数発
生器が判定した場合に、該スケーリング係数が１に等しく、
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該総入力電力推定値信号が、該最大許容可能電力信号を超えると該スケーリング係数発生
器が判定した場合に、該スケーリング係数が、該最大許容可能電力信号を該総入力電力推
定値信号で割った値に等しい
請求項５および６のいずれか一項に記載のピーク電力調整器。
【請求項８】
該スケーリング係数発生器が、第１段装置および第２段装置を含み、
該総入力電力推定値信号が該最大許容可能電力信号以下であると該第１段装置が判定した
場合に、該第１段装置の出力が１に等しく、
該総入力電力推定値信号が該最大許容可能電力信号を超えると該第１段装置が判定した場
合に、該第１段装置の該出力が、該最大許容可能電力信号を該総入力電力推定値信号で割
った値に等しく、
該第２段装置の出力が、該スケーリング係数であり、該スケーリング係数が、該第１段装
置からの該出力を、所定の期間にわたる該第１段装置からの出力の平方自乗平均（ＲＭＳ
）で割った値に等しい
請求項５および６のいずれか一項に記載のピーク電力調整器。
【請求項９】
該電力スケーリング装置が、該遅延された同相ベースバンド信号および該遅延された直角
ベースバンド信号の両方に該スケーリング係数を掛けて、該スケーリングされた同相ベー
スバンド信号および該スケーリングされた直角ベースバンド信号を生成するのに使用され
る２つの掛け算器を含み、該フィルタリング装置が、該スケーリングされた同相ベースバ
ンド信号および該スケーリングされた直角ベースバンド信号をフィルタリングするのに使
用される２つの低域フィルタを含み、該低域フィルタの出力が、該同相ベースバンド出力
信号および該直角ベースバンド出力信号に対応する、請求項５から８のいずれか一項に記
載のピーク電力調整器。
【請求項１０】
チャネル・エンコーダおよびスプレッダとベースバンド・パルス整形フィルタとに直列に
結合されたデータ供給源と、
該ベースバンド・パルス整形フィルタからの出力を入力される、請求項５から９のいずれ
か一項に記載のピーク電力調整器であって、該ベースバンド・パルス整形フィルタからの
該出力が、該同相ベースバンド入力信号および該直角ベースバンド入力信号に対応する、
ピーク電力調整器と、
該同相ベースバンド出力信号および該直角ベースバンド出力信号を入力され、アップコン
バータ、電力増幅器、無線周波数フィルタ、およびアンテナと直列に結合された、直角変
調器と
を含むＣＤＭＡ送信器。
【請求項１１】
チャネル・エンコーダおよびスプレッダとベースバンド・パルス整形フィルタとに直列に
結合されたデータ供給源と、
直列に結合された複数の請求項５から９のいずれか一項に記載のピーク電力調整器であっ
て、最初のピーク電力調整器が、該ベースバンド・パルス整形フィルタからの出力を入力
され、該ベースバンド・パルス整形フィルタからの該出力が、該同相ベースバンド入力信
号および該直角ベースバンド入力信号に対応する、複数のピーク電力調整器と、
最後のピーク電力調整器から該同相ベースバンド出力信号および該直角ベースバンド出力
信号を入力され、アップコンバータ、電力増幅器、無線周波数フィルタ、およびアンテナ
と直列に結合された、直角変調器と
を含むＣＤＭＡ送信器。
【請求項１２】
該ピーク電力調整器が、同相ベースバンド入力信号および直角ベースバンド入力信号の複
数の対を入力され、同相ベースバンド出力信号および直角ベースバンド出力信号の複数の
対を出力し、
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該遅延装置が、遅延された同相ベースバンド信号および遅延された直角ベースバンド信号
の複数の対を生成し、
該電力推定装置が、ベースバンド入力信号の該対の使用によって、ベースバンド入力信号
の該対に対応する該総入力電力推定値信号を生成し、
該電力スケーリング装置が、該スケーリング係数、該遅延された同相ベースバンド信号、
および該遅延された直角ベースバンド信号を使用して、スケーリングされた同相ベースバ
ンド信号およびスケーリングされた直角ベースバンド信号の複数の対を生成し、
該フィルタリング装置が、該スケーリングされた同相ベースバンド信号および該スケーリ
ングされた直角ベースバンド信号をフィルタリングして、該同相ベースバンド出力信号お
よび該直角ベースバンド出力信号を生成する
請求項１に記載のピーク電力調整器。
【請求項１３】
該電力推定装置が、
それぞれが該同相ベースバンド入力信号の１つを入力され、複数の自乗同相ベースバンド
信号を出力する複数の同相ベースバンド自乗装置と、
それぞれが該直角ベースバンド入力信号の１つを入力され、複数の自乗直角ベースバンド
信号を出力する複数の直角ベースバンド自乗装置と、
それぞれが自乗同相ベースバンド信号および自乗直角ベースバンド信号の対の１つを入力
され、自乗同相ベースバンド信号および自乗直角ベースバンド信号の各対を合計して、複
数の第１合計を生成する複数の第１加算器と、
それぞれが該第１合計の１つを入力され、該第１合計の平方根をとって、複数のベースバ
ンド対入力電力推定値信号を生成する複数の平方根装置と、
該ベースバンド対入力電力推定値信号を入力され、該ベースバンド対電力推定値信号を合
計して、該総入力電力推定値信号を生成する第２加算器と
を含む、請求項１２に記載のピーク電力調整器。
【請求項１４】
該電力推定装置が、
同相ベースバンド入力信号および直角ベースバンド入力信号の１つの対を入力され、ミキ
シングされた同相ベースバンド信号およびミキシングされた直角ベースバンド信号の対を
出力する少なくとも１つのミキシング装置と
該ミキシングされた同相ベースバンド信号および少なくとも１つの同相ベースバンド入力
信号を入力され、同相合計を出力する同相加算器と、
該ミキシングされた直角ベースバンド信号および少なくとも１つの直角ベースバンド入力
信号を入力され、直角合計を出力する直角加算器と、
それぞれ該同相合計および該直角合計を入力され、それぞれ自乗同相合計および自乗直角
合計を出力する同相自乗装置および直角自乗装置と、
該自乗同相合計および該自乗直角合計を入力され、該総入力電力推定値信号を生成する最
終加算器と
を含む、請求項１２に記載のピーク電力調整器。
【請求項１５】
該電力推定装置が、
同相ベースバンド入力信号および直角ベースバンド入力信号の１つの対を入力され、ミキ
シングされた同相ベースバンド信号およびミキシングされた直角ベースバンド信号の対を
出力する少なくとも１つのミキシング装置と、
該ミキシングされた同相ベースバンド信号および少なくとも１つの同相ベースバンド入力
信号を入力され、同相合計を出力する同相加算器と、
該ミキシングされた直角ベースバンド信号および少なくとも１つの直角ベースバンド入力
信号を入力され、直角合計を出力する直角加算器と、
それぞれ該同相合計および該直角合計を入力され、それぞれ自乗同相合計および自乗直角
合計を出力する同相自乗装置および直角自乗装置と、
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該自乗同相合計および該自乗直角合計を入力され、最終合計を出力する最終加算器と、
該最終合計を入力され、該最終合計の平方根をとって、該総入力電力推定値信号を生成す
る平方根装置と
を含む、請求項１２に記載のピーク電力調整器。
【請求項１６】
該電力推定装置が、
複数のミキシング装置であって、各ミキシング装置が、同相ベースバンド入力信号および
直角ベースバンド入力信号の１つの対を入力され、ミキシングされた同相ベースバンド信
号およびミキシングされた直角ベースバンド信号の対を出力する複数のミキシング装置と
、
該ミキシングされた同相ベースバンド信号を入力され、同相合計を出力する同相加算器と
、
該ミキシングされた直角ベースバンド信号を入力され、直角合計を出力する直角加算器と
、
それぞれ該同相合計および該直角合計を入力され、それぞれ自乗同相合計および自乗直角
合計を出力する同相自乗装置および直角自乗装置と、
該自乗同相合計および該自乗直角合計を入力され、該総入力電力推定値信号を生成する最
終加算器と
を含む、請求項１２に記載のピーク電力調整器。
【請求項１７】
該電力推定装置が、
複数のミキシング装置であって、各ミキシング装置が、同相ベースバンド入力信号および
直角ベースバンド入力信号の１つの対を入力され、ミキシングされた同相ベースバンド信
号およびミキシングされた直角ベースバンド信号の対を出力する複数のミキシング装置と
、
該ミキシングされた同相ベースバンド信号を入力され、同相合計を出力する同相加算器と
、
該ミキシングされた直角ベースバンド信号を入力され、直角合計を出力する直角加算器と
、
それぞれ該同相合計および該直角合計を入力され、それぞれ自乗同相合計および自乗直角
合計を出力する同相自乗装置および直角自乗装置と、
該自乗同相合計および該自乗直角合計を入力され、最終合計を出力する最終加算器と、
該最終合計を入力され、該最終合計の平方根をとって、該総入力電力推定値信号を生成す
る平方根装置と
を含む、請求項１２に記載のピーク電力調整器。
【請求項１８】
該総入力電力推定値信号が該最大許容可能電力信号以下であると該スケーリング係数発生
器が判定した場合に、該スケーリング係数が１に等しく、
該総入力電力推定値信号が該最大許容可能電力信号を超えると該スケーリング係数発生器
が判定した場合に、該スケーリング係数が、該最大許容可能電力信号を該総入力電力推定
値信号で割った値に等しい
請求項１２から１７のいずれか一項に記載のピーク電力調整器。
【請求項１９】
該スケーリング係数発生器が、第１段装置および第２段装置を含み、
該総入力電力推定値信号が該最大許容可能電力信号以下であると該第１段装置が判定した
場合に、該第１段装置の出力が１に等しく、
該総入力電力推定値信号が該最大許容可能電力信号を超えると該第１段装置が判定した場
合に、該第１段装置の該出力が、該最大許容可能電力信号を該総入力電力推定値信号で割
った値に等しく、
該第２段装置の出力が、該スケーリング係数であり、該スケーリング係数が、該第１段装
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置からの該出力を、所定の期間にわたる該第１段装置からの出力の平方自乗平均（ＲＭＳ
）で割った値に等しい
請求項１２から１７のいずれか一項に記載のピーク電力調整器。
【請求項２０】
該電力スケーリング装置が、各遅延された同相ベースバンド信号および各遅延された直角
ベースバンド信号に該スケーリング係数を掛けて、該スケーリングされた同相ベースバン
ド信号および該スケーリングされた直角ベースバンド信号を生成するのに使用される複数
の掛け算器の対を含み、該フィルタリング装置が、該スケーリングされたベースバンド信
号および該スケーリングされた直角ベースバンド信号をフィルタリングするのに使用され
る複数の低域フィルタを含み、該低域フィルタからの出力が、同相ベースバンド出力信号
および直角ベースバンド出力信号の対に対応する、請求項１２から１９のいずれか一項に
記載のピーク電力調整器。
【請求項２１】
複数のチャネル・エンコーダおよびスプレッダと、複数のベースバンド・パルス整形フィ
ルタとに直列に結合された複数のデータ供給源と、
該ベースバンド・パルス整形フィルタからの出力を入力される、請求項１２から２０のい
ずれか一項に記載のピーク電力調整器であって、該ベースバンド・パルス整形フィルタの
各々からの該出力が、同相ベースバンド入力信号および直角ベースバンド入力信号の該対
の１つに対応する、ピーク電力調整器と、
それぞれが該同相ベースバンド出力信号および該直角ベースバンド出力信号の対の１つを
入力される、複数の直角変調器と、
該直角変調器からの出力を組み合わせる、アップコンバータ、複数搬送波電力増幅器、無
線周波数フィルタ、およびアンテナと直列に結合された、コンバイナと
を含むＣＤＭＡ送信器。
【請求項２２】
複数のチャネル・エンコーダおよびスプレッダと、複数のベースバンド・パルス整形フィ
ルタとに直列に結合された複数のデータ供給源と、
直列に結合された、複数の請求項１２から２０のいずれか一項に記載のピーク電力調整器
であって、第１ピーク電力調整器が、該ベースバンド・パルス整形フィルタからの出力を
入力され、各ベースバンド・パルス整形フィルタからの該出力が、同相ベースバンド入力
信号および直角ベースバンド入力信号の該対の１つに対応する、複数のピーク電力調整器
と、
それぞれが最後のピーク電力調整器から同相ベースバンド出力信号および直角ベースバン
ド出力信号の該対の１つを入力される、複数の直角変調器と、
該直角変調器からの出力を組み合わせる、アップコンバータ、複数搬送波電力増幅器、無
線周波数フィルタ、およびアンテナと直列に結合された、コンバイナと
を含むＣＤＭＡ送信器。
【請求項２３】
少なくとも１つのＩＦ入力信号を入力され、該ＩＦ入力信号に対応する少なくとも１つの
ＩＦ出力信号を出力する包絡線大きさ調整器であって、
該ＩＦ入力信号の使用によって、該ＩＦ入力信号に対応する総入力包絡線大きさ推定値信
号を生成する包絡線大きさ推定装置と、
該総包絡線大きさ推定値信号および最大許容可能包絡線大きさ信号の使用によって

スケーリング係数を生成するスケーリング係数発生器と、
該ＩＦ入力信号に対応 遅延されたＩＦ信号を
生成する遅延装置と、
該スケーリング係数および該遅延されたＩＦ信号を使用して、該ＩＦ出力信号に対応する
スケーリングされたＩＦ信号を生成する包絡線大きさスケーリング装置と、
該スケーリングされたＩＦ信号をフィルタリングして、該ＩＦ出力信号を生成するフィル
タリング装置と
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瞬間値
を有する

し、スケーリング係数の瞬間値と整列された



を含む、包絡線大きさ調整器。
【請求項２４】
チャネル・エンコーダおよびスプレッダと、ベースバンド・パルス整形フィルタと、直角
変調器とに直列に結合されたデータ供給源と、
該直角変調器からの出力を入力される、請求項２３に記載の包絡線大きさ調整器であって
、該直角変調器からの該出力が、該ＩＦ入力信号に対応する、包絡線大きさ調整器と、
該ＩＦ出力信号を入力され、電力増幅器、無線周波数フィルタ、およびアンテナに直列に
結合される、アップコンバータと
を含む、ＣＤＭＡ送信器。
【請求項２５】
複数のチャネル・エンコーダおよびスプレッダと、複数のベースバンド・パルス整形フィ
ルタと、複数の直角変調器とに直列に結合された、複数のデータ供給源と、
該直角変調器からの出力を組み合わせるコンバイナと、
該コンバイナからの出力を入力される、請求項２３に記載の包絡線大きさ調整器であって
、該コンバイナからの該出力が、該ＩＦ入力信号に対応する、包絡線大きさ調整器と、
該ＩＦ出力信号を入力され、複数搬送波電力増幅器、無線周波数フィルタ、およびアンテ
ナに直列に結合される、アップコンバータと
を含むＣＤＭＡ送信器。
【請求項２６】
包絡線大きさ調整器が、複数のＩＦ入力信号を入力され、複数のＩＦ出力信号を出力する
請求項２３に記載の包絡線大きさ調整器であって、
該遅延装置が、複数の遅延されたＩＦ信号を生成し、
該包絡線大きさ推定装置が、該ＩＦ入力信号の使用によって、該ＩＦ入力信号に対応する
該総入力包絡線大きさ推定値信号を生成し、
該包絡線大きさスケーリング装置が、該スケーリング係数および該遅延されたＩＦ信号を
使用して、複数のスケーリングされたＩＦ信号を生成し、
該フィルタリング装置が、該スケーリングされたＩＦ信号をフィルタリングして、該ＩＦ
出力信号を生成する
包絡線大きさ調整器。
【請求項２７】
該包絡線大きさ推定装置が、
該ＩＦ入力信号を入力され、該ＩＦ入力信号を合計して、第１合計を生成する加算器と、
該第１合計を入力され、該総入力包絡線大きさ推定値信号を生成する包絡線検出器と
を含む、請求項２６に記載の包絡線大きさ調整器。
【請求項２８】
該包絡線検出器が、
該第１合計の使用によって絶対値ＩＦ信号を生成する絶対値装置と、
該絶対値ＩＦ信号を入力され、所定の時間にわたる最大入力値を判定する最大値検出器で
あって、この最大入力値が、該総入力包絡線大きさ推定値信号に対応する、最大値検出器
と
を含む、請求項２７に記載の包絡線大きさ調整器。
【請求項２９】
該包絡線検出器が、
該第１合計の使用によって補間されたＩＦ信号を生成するアップサンプリングおよび補間
装置と、
該補間されたＩＦ信号の使用によって絶対値ＩＦ信号を生成する絶対値装置と、
該絶対値ＩＦ信号を入力され、所定の時間にわたる最大入力値を判定する最大値検出器で
あって、この最大入力値が、該総入力包絡線大きさ推定値信号に対応する、最大値検出器
と
を含む、請求項２７に記載の包絡線大きさ調整器。
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【請求項３０】
該総入力包絡線大きさ推定値信号が該最大許容可能包絡線大きさ信号以下であると該スケ
ーリング係数発生器が判定した場合に、該スケーリング係数が１に等しく、
該総入力包絡線大きさ推定値信号が該最大許容可能包絡線大きさ信号を超えると該スケー
リング係数発生器が判定した場合に、該スケーリング係数が、該最大許容可能包絡線大き
さ信号を該総入力包絡線大きさ推定値信号で割った値に等しい
請求項２６から２９のいずれか一項に記載の包絡線大きさ調整器。
【請求項３１】
該スケーリング係数発生器が、第１段装置および第２段装置を含み、
該総入力包絡線大きさ推定値信号が該最大許容可能包絡線大きさ信号以下であると該第１
段装置が判定した場合に、該第１段装置の出力が１に等しく、
該総入力包絡線大きさ推定値信号が該最大許容可能包絡線大きさ信号を超えると該第１段
装置が判定した場合に、該第１段装置の該出力が、該最大許容可能包絡線大きさ信号を該
総入力包絡線大きさ推定値信号で割った値に等しく、
該第２段装置の出力が、該スケーリング係数であり、該スケーリング係数が、該第１段装
置からの該出力を、所定の期間にわたる該第１段装置からの出力の平方自乗平均（ＲＭＳ
）で割った値に等しい
請求項２６から２９のいずれか一項に記載の包絡線大きさ調整器。
【請求項３２】
該包絡線大きさスケーリング装置が、各遅延されたＩＦ信号に該スケーリング係数を掛け
て、該スケーリングされたＩＦ信号を生成するのに使用される複数の掛け算器を含み、該
フィルタリング装置が、該スケーリングされたＩＦ信号をフィルタリングするのに使用さ
れる複数の帯域フィルタを含み、該帯域フィルタの出力が、該ＩＦ出力信号に対応する、
請求項２６から３１のいずれか一項に記載の包絡線大きさ調整器。
【請求項３３】
複数のチャネル・エンコーダおよびスプレッダと、複数のベースバンド・パルス整形フィ
ルタと、複数の直角変調器とに直列に結合される複数のデータ供給源と、
該直角変調器の出力を入力される、請求項２６から３２のいずれか一項に記載の包絡線大
きさ調整器であって、各直角変調器からの出力が、該ＩＦ入力信号の１つに対応する、包
絡線大きさ調整器と、
該包絡線大きさ調整器からの該ＩＦ出力信号を組み合わせる、アップコンバータ、複数搬
送波電力増幅器、無線周波数フィルタ、およびアンテナに直列に結合される、コンバイナ
と
を含む、ＣＭＤＡ送信器。
【請求項３４】
複数のチャネル・エンコーダおよびスプレッダと、複数のベースバンド・パルス整形フィ
ルタと、複数の直角変調器とに直列に結合される複数のデータ供給源と、
直列に接続された、複数の請求項２６から３２のいずれか一項に記載の包絡線大きさ調整
器であって、最初の包絡線大きさ調整器が、該直角変調器からの出力を入力され、各直角
変調器の該出力が、該ＩＦ入力信号の１つに対応する、複数の包絡線大きさ調整器と、
最後の包絡線大きさ調整器からの該ＩＦ出力信号を組み合わせる、アップコンバータ、複
数搬送波電力増幅器、無線周波数フィルタ、およびアンテナに直列に結合される、コンバ
イナと
を含む、ＣＭＤＡ送信器。
【請求項３５】
少なくとも１つの入力信号を入力され、該入力信号に対応する少なくとも１つの出力信号
を出力するピーク電力調整器において、出力電力を調整する方法であって、
該入力信号に対応する総入力電力レベルを推定するステップと、
該総入力電力レベルの該推定値および最大許容可能入力電力信号の使用によって

スケーリング係数を生成するステップと、
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該入力信号を
遅延させるステップと、
該スケーリング係数および該遅延された入力信号の使用によって、該出力信号に対応する
スケーリングされた信号を生成するステップと、
該スケーリングされた信号をフィルタリングして、該出力信号を生成するステップと
を含む方法。
【請求項３６】

ピーク電力調整器。
【請求項３７】

を
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スケーリング係数の瞬間値と整列された遅延された信号を生成するように、

少なくとも１つの入力信号を入力され、該入力信号に対応する少なくとも１つの出力信号
を出力するピーク電力調整器であって、
該入力信号に対応する遅延された信号を生成する遅延装置と、
該入力信号の使用によって、該入力信号に対応する総入力電力推定値信号を生成する電力
推定装置と、
該総入力電力推定値信号および最大許容可能電力信号の使用によってスケーリング係数を
生成するスケーリング係数発生器と、
該スケーリング係数および該遅延された信号を使用して、該出力信号に対応するスケーリ
ングされた信号を生成する電力スケーリング装置と、
該スケーリングされた信号をフィルタリングして、該出力信号を生成するフィルタリング
装置と
　を含み、
該スケーリング係数発生器が、第１段装置および第２段装置を含み、
該総入力電力推定値信号が該最大許容可能電力信号以下であると該第１段装置が判定した
場合に、該第１段装置の出力が１に等しく、
該総入力電力推定値信号が該最大許容可能電力信号を超えると該第１段装置が判定した場
合に、該第１段装置の該出力が、該最大許容可能電力信号を該総入力電力推定値信号で割
った値に等しく、
該第２段装置の出力が、該スケーリング係数であり、該スケーリング係数が、該第１段装
置からの該出力を、所定の期間にわたる該第１段装置からの出力の平方自乗平均（ＲＭＳ
）で割った値に等しい

少なくとも１つのＩＦ入力信号を入力され、該ＩＦ入力信号に対応する少なくとも１つの
ＩＦ出力信号を出力する包絡線大きさ調整器であって、
該ＩＦ入力信号に対応する遅延されたＩＦ信号を生成する遅延装置と、
該ＩＦ入力信号の使用によって、該ＩＦ入力信号に対応する総入力包絡線大きさ推定値信
号を生成する包絡線大きさ推定装置と、
該総包絡線大きさ推定値信号および最大許容可能包絡線大きさ信号の使用によってスケー
リング係数を生成するスケーリング係数発生器と、
該スケーリング係数および該遅延されたＩＦ信号を使用して、該ＩＦ出力信号に対応する
スケーリングされたＩＦ信号を生成する包絡線大きさスケーリング装置と、
該スケーリングされたＩＦ信号をフィルタリングして、該ＩＦ出力信号を生成するフィル
タリング装置と

含み、
該スケーリング係数発生器が、第１段装置および第２段装置を含み、
該総入力電力推定値信号が該最大許容可能電力信号以下であると該第１段装置が判定した
場合に、該第１段装置の出力が１に等しく、
該総入力電力推定値信号が該最大許容可能電力信号を超えると該第１段装置が判定した場
合に、該第１段装置の該出力が、該最大許容可能電力信号を該総入力電力推定値信号で割
った値に等しく、
該第２段装置の出力が、該スケーリング係数であり、該スケーリング係数が、該第１段装
置からの該出力を、所定の期間にわたる該第１段装置からの出力の平方自乗平均（ＲＭＳ



、包絡線大きさ調整器。
【請求項３８】

方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、一般に電力の制御に関し、より詳細には、ピーク電力調整に関する。
【０００２】
【従来の技術】
符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）技術の使用が、セルラ・システムおよびパーソナル・
コミュニケーション・システム（ＰＣＳ）などの無線応用分野で増加しつつある。ＣＤＭ
Ａ技術が、現在画定中の第３世代（３Ｇ）直接拡散（ＤＳ）－ＣＤＭＡ通信システムなど
の新しい規格に組み込まれているので、その利用は重要であり続ける。ＣＤＭＡ技術では
、それぞれが異なる符号チャネルで情報を送信する複数のユーザおよび／または各ユーザ
の複数のデータストリームが、以下で搬送波と称する同じ周波数チャネルを共有する。さ
らに、ＣＤＭＡ送信器は、複数の搬送波を使用することもでき、したがって、複数のＣＤ
ＭＡ搬送波が、特定の送信器内の同じ電力増幅器および他の構成要素を共有する。このユ
ーザ間の搬送波の共有および／または搬送波間の電力増幅器および他の構成要素の共有に
よって、合成された信号が、前記構成要素によって処理される高いピーク対平均電力比（
ＰＡＰＲ）を有するようになる。３Ｇ　ＤＳ－ＣＤＭＡ標準規格では、複数の符号チャネ
ルが、３Ｇ移動局内で同じ搬送波を共有する。したがって、基地局の場合に類似して、潜
在的に高いＰＡＰＲを有する合成された信号が、３Ｇ移動局の電力増幅器に入力される。
【０００３】
帯域外放出要件を満たすために、この高ＰＡＰＲ入力を有する電力増幅器および他の構成
要素が、より広いダイナミック・レンジでよい線形性を提供することが要求される。この
ため、電力増幅器が、通信システム内で最も高価な構成要素の１つになる。高ＰＡＰＲは
、電力増幅器の動作が低い電力効率を有することも意味する。３Ｇ　ＤＳ－ＣＤＭＡの場
合を検討する時には、この低い電力効率が、３Ｇ移動局の電池寿命を減らす。
【０００４】
したがって、電力増幅器に入力されるＣＤＭＡ信号のＰＡＰＲを減らすことができる装置
が必要である。そのような装置は、帯域外放出を完全に制御しながらより安価な電力増幅
器を使用できるように、合成された入力信号のピークを低減しなければならない。この装
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）で割った値に等しい

少なくとも１つの入力信号を入力され、該入力信号に対応する少なくとも１つの出力信号
を出力するピーク電力調整器において、出力電力を調整する方法であって、
該入力信号に対応する総入力電力レベルを推定するステップと、
該総入力電力レベルの該推定値および最大許容可能入力電力信号の使用によってスケーリ
ング係数を生成するステップと、
該入力信号を遅延させるステップと、
該スケーリング係数および該遅延された入力信号の使用によって、該出力信号に対応する
スケーリングされた信号を生成するステップと、
該スケーリングされた信号をフィルタリングして、該出力信号を生成するステップと
を含み、
該スケーリング係数を生成するステップが、第１段および第２段を含み、
該総入力電力推定値信号が該最大許容可能電力信号以下であると該第１段において判定さ
れた場合に、該第１段の出力が１に等しく、
該総入力電力推定値信号が該最大許容可能電力信号を超えると該第１段において判定され
た場合に、該第１段の該出力が、該最大許容可能電力信号を該総入力電力推定値信号で割
った値に等しく、
該第２段の出力が、該スケーリング係数であり、該スケーリング係数が、該第１段からの
該出力を、所定の期間にわたる該第１段からの出力の平方自乗平均（ＲＭＳ）で割った値
に等しい



置は、相対的に安価であることも必要であり、帯域内信号品質に関する劣化が、許容可能
な範囲内でなければならない。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、従来技術の欠点を克服すること、具体的には、信号内のピーク対平均電
力比（ＰＡＰＲ）を制御する装置を提供することである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
第１の広義の態様によれば、本発明は、少なくとも１つの入力信号を入力され、入力信号
に対応する少なくとも１つの出力信号を出力するピーク電力調整器であって、入力信号に
対応する遅延された信号を生成する遅延装置と、入力信号の使用によって、入力信号に対
応する総入力電力推定値信号を生成する電力推定装置と、総入力電力推定値信号および最
大許容可能電力信号の使用によってスケーリング係数を生成するスケーリング係数発生器
と、スケーリング係数および遅延された信号を使用して、出力信号に対応するスケーリン
グされた信号を生成する電力スケーリング装置と、スケーリングされた信号をフィルタリ
ングして、出力信号を生成するフィルタリング装置とを含むピーク電力調整器を提供する
。
【０００７】
第２の広義の態様によれば、本発明は、少なくとも１つのＩＦ入力信号を入力され、ＩＦ
入力信号に対応する少なくとも１つのＩＦ出力信号を出力する包絡線大きさ調整器であっ
て、ＩＦ入力信号に対応する遅延されたＩＦ信号を生成する遅延装置と、ＩＦ入力信号の
使用によって、ＩＦ入力信号に対応する総入力包絡線大きさ推定値信号を生成する包絡線
大きさ推定装置と、総入力包絡線大きさ推定値信号および最大許容可能包絡線大きさ信号
の使用によってスケーリング係数を生成するスケーリング係数発生器と、スケーリング係
数および遅延されたＩＦ信号を使用して、ＩＦ出力信号に対応するスケーリングされたＩ
Ｆ信号を生成する包絡線大きさスケーリング装置と、スケーリングされたＩＦ信号をフィ
ルタリングして、ＩＦ出力信号を生成するフィルタリング装置とを含む包絡線大きさ調整
器を提供する。
【０００８】
第３の広義の態様によれば、本発明は、少なくとも１つの入力信号を入力され、入力信号
に対応する少なくとも１つの出力信号を出力するピーク電力調整器において、出力電力を
調整する方法であって、入力信号に対応する総入力電力レベルを推定するステップと、総
入力電力レベルの推定値および最大許容可能入力電力信号の使用によってスケーリング係
数を生成するステップと、入力信号を遅延させるステップと、スケーリング係数および遅
延された入力信号の使用によって出力信号に対応するスケーリングされた信号を生成する
ステップと、スケーリングされた信号をフィルタリングして、出力信号を生成するステッ
プとを含む方法を提供する。
【０００９】
次に、以下の図を参照しながら本発明について説明する。
【００１０】
【発明の実施の形態】
本明細書で説明する本発明の好ましい実施形態は、ＣＤＭＡ送信器内に組み込まれるが、
本発明は、そのような実施形態に制限されるのではなく、たとえば、ピーク電力低減およ
び帯域外放出の制御が必要なすべての送信器で使用することができる。
【００１１】
本発明の好ましい実施形態によるベースバンド・ピーク電力低減（ＰＰＲ）ブロックを使
用する単一チャネルＣＤＭＡ送信器を、図１に関して説明する。データ供給源（ＤＳ）１
０２が、複数のユーザおよび／または各ユーザの複数のデータ・ストリームに対応する複
数の符号チャネルでの送信のためのデータ・ストリーム１０４を生成する。ＤＳ１０２か
らのこれらのデータ・ストリーム１０４は、チャネル・エンコーダおよびスプレッダ（Ｃ
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ＥＳ）１０６内で符号化され、拡散され、組み合わされ、ＣＥＳ１０６は、同相（Ｉ）ベ
ースバンド信号１０８および直角（Ｑ）ベースバンド信号１１０を出力する。Ｉベースバ
ンド信号１０８およびＱベースバンド信号１１０は、ベースバンド・パルス整形フィルタ
（ＢＰＳＦ）１１２によってパルス整形され、ＢＰＳＦ１１２は、ベースバンドＰＰＲブ
ロック１１８にパルス整形されたＩベースバンド信号１１４およびパルス整形されたＱベ
ースバンド信号１１６を出力する。ベースバンドＰＰＲブロック１１８からの出力は、ピ
ーク電力を低減されたベースバンド信号１２０および１２２であり、これらのベースバン
ド信号は、その後、直角変調器（ＱＭ）１２４内で変調される。ＱＭ１２４からの出力信
号１２６は、アップコンバータ（ＵＣ）１２８に入力され、ＵＣ１２８は、信号の周波数
を所望の送信周波数にシフトする。ＵＣ１２８から出力されるアップコンバージョンされ
た信号１３０は、電力増幅器（ＰＡ）１３２に入力される。ＰＡ１３２からの出力信号１
３４は、無線周波フィルタ（ＲＦＦ）１３６によってフィルタリングされた後に、アンテ
ナ１３８を介して空中に送信される。
【００１２】
ＵＣ１２８で複数段のアップコンバージョン動作を用いることができることが周知である
。また、図１には、ディジタル・フォーマットからアナログ・フォーマットへのデータ情
報の変換が図示されていない。この変換は、ベースバンドＰＰＲブロック１１８とＱＭ１
２４の間、またはＱＭ１２４とＵＣ１２８の最終アップコンバージョン段の間のどこかの
いずれかで行われることが好ましい。図５、図６、および図７に関して下記に詳細に説明
する本発明の代替実施形態では、ベースバンドＰＰＲブロック１１８が除去され、中間周
波数（ＩＦ）ＰＰＲブロックが、ＱＭ１２４の後に含まれる。
【００１３】
図２に、図１に示された単一搬送波送信器内で実施されるベースバンドＰＰＲブロック１
１８の好ましい実施形態を示す。このベースバンドＰＰＲブロック１１８は、非線形ベー
スバンド処理を使用して、パルス整形されたＩ　ＣＤＭＡベースバンド信号１１４および
パルス整形されたＱ　ＣＤＭＡベースバンド信号１１６を許容可能な閾値範囲内に瞬間的
にスケーリングする。ベースバンド信号のスケーリングの結果、直角変調の後に、変調さ
れたＣＤＭＡ信号の包絡線が、事前に構成された大きさ閾値に同等にスケーリングされる
ことになる。
【００１４】
図２に示されたベースバンドＰＰＲブロック１１８には、Ｉベースバンド信号１１４およ
びＱベースバンド信号１１６を入力される自乗包絡線大きさ予測器２０２と、自乗包絡線
大きさ予測器２０２からの出力および構成可能な閾値信号Ｔを入力される掛け算器２０４
と、掛け算器２０４からの出力を入力されるマッピング・テーブル２０６と、マッピング
・テーブル２０６の出力を入力される平均電力調整器２０８と、Ｉベースバンド信号１１
４およびＱベースバンド信号１１６を入力される遅延ブロック２１０と、遅延ブロック２
１０からの出力および平均電力調整器２０８からの出力を入力される掛け算器２１２と、
掛け算器２１２からの出力を入力される、後にＱＭ１２４に入力されるベースバンドＰＰ
Ｒブロック１１８へのベースバンド出力１２０および１２２を生成する低域フィルタ（Ｌ
ＰＦ）ブロック２１４とが含まれる。ＬＰＦブロック２１４には、掛け算器２１２からの
各出力につき１つ、計２つのＬＰＦが含まれる。
【００１５】
自乗包絡線大きさ予測器２０２は、電力推定装置と同等であるが、以下で自乗包絡線大き
さと呼称する、直角変調の後のベースバンド信号１１４および１１６によって形成される
変調されたＣＤＭＡ波形包絡線の大きさの自乗を推定し、この自乗包絡線大きさを表す信
号を出力する。本発明のこの好ましい実施形態による自乗包絡線大きさ予測器２０２には
、Ｉベースバンド信号１１４にそれ自体をかける第１自乗器２１６と、Ｑベースバンド信
号１１６にそれ自体をかける第２自乗器２１８と、第１自乗器２１６および第２自乗器２
１８の出力を合計する加算器２２０とが含まれる。加算器２２０からの出力は、ベースバ
ンド信号１１４および１１６に対応する自乗包絡線大きさである。
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【００１６】
掛け算器２０４は、スケーリング閾値を確立するのに使用される。構成可能な閾値Ｔには
、１を、通信システムの設計者によって定義される最大許容可能包絡線大きさの自乗で割
った値がセットされる。ベースバンド信号１１４および１１６に対応する実際の自乗包絡
線大きさが、自乗包絡線大きさ予測器２０２内で作られ、掛け算器２０４に入力された後
に、掛け算器２０４が、実際の包絡線大きさの自乗と最大許容可能包絡線大きさの自乗の
比ｕを生成する。
【００１７】
この比ｕが、マッピング・テーブル２０６に入力され、マッピング・テーブル２０６では
、マッピング関数ｆの使用によって、スケーリング係数が生成され、このスケーリング係
数によって、ベースバンド信号１１４および１１６の利得が、望ましくない電力ピークが
ないことを保証するように調節されなければならない。マッピング関数ｆは、次のように
定義される。
【数１】
　
　
　
　
比ｕが、１以下（実際の包絡線大きさが最大許容可能包絡線大きさ以下であることを示す
）の場合には、マッピング関数ｆから出力されるスケーリング係数ｆ（ｕ）に、１がセッ
トされる。比ｕが１を超える（実際の包絡線大きさが最大許容可能包絡線大きさを超える
ことを示す）の場合には、変調の後に生成される実際の包絡線大きさが最大許容可能包絡
線大きさと等しくなるように、ベースバンド信号１１４および１１６に対応する電力を下
げるのに十分な値が、マッピング関数ｆから出力されるスケーリング係数ｆ（ｕ）にセッ
トされる。この場合、マッピング・テーブル２０６の出力は、比ｕの平方根の逆数をとる
ことによって計算され、したがって、スケーリング係数ｆ（ｕ）は、最大許容可能包絡線
大きさを実際の包絡線大きさの予測値で割った値に等しくなる。マッピング関数ｆは、好
ましい実施形態では、ルックアップ・テーブルの使用を介して実施されるが、代替実施形
態では、関数ｆが、論理回路を用いて実施される。
【００１８】
平均電力調整器２０８は、本発明の好ましい実施形態の動作にとって重要ではないが、ピ
ーク電力スパイクがスケール・ダウンされるにもかかわらず、ベースバンドＰＰＲブロッ
ク１１８の平均出力電力が平均入力電力との一貫性を有するように維持するのに使用され
る任意選択のブロックである。これは、図２に示された本発明の好ましい実施形態に含ま
れるが、本発明のすべての実施形態に含まれるわけではない。平均電力調整器２０８には
、平均値発生器２２３および平方根逆数ブロック２２４と直列に接続された自乗ブロック
２２２が含まれ、平方根逆数ブロック２２４の出力は、マッピング・テーブル２０６の出
力と共に掛け算器２２６に入力される。
【００１９】
自乗ブロック２２２は、マッピング・テーブル２０６内で生成されたスケーリング係数ｆ
（ｕ）を入力され、以下で自乗スケーリング係数（ＳＳＦ）と称する、自乗された後のス
ケーリング係数に対応する出力ｆ２ （ｕ）を生成する。
【００２０】
平均値発生器２２３は、自乗ブロック２２２で生成された平均ＳＳＦを判定するように機
能する。平均値発生器２２３には、複数の可能な実施形態がある。図２に示された本発明
の好ましい実施形態内では、平均値発生器２２３が、Ｎ個の生成されたＳＳＦを合計し、
その後、その結果をＮで割る。ここで、Ｎは平均の期間である。本発明の実施形態によれ
ば、通信システムの設計者が、平均値発生器２２３に平均期間設定（ＡＰＳ）信号を入力
し、このＡＰＳによって、Ｎの値が決定される。この平均値発生器２２３の例示的実施形
態では、連続的な加算および除算アルゴリズムが進行できるようにする、次元Ｎの回転す
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るウィンドウが使用される。このアルゴリズムでは、最も新しく生成されたＳＳＦが、回
転するウィンドウ内の最も古い生成されたＳＳＦを置換し、したがって、ウィンドウの次
元がＮに維持され、平均ＳＳＦ推定が十分に正確であることが保証される。他の実施形態
は、さまざまなタイプのＬＰＦの使用によって実施される平均値発生器２２３を有する。
【００２１】
平均ＳＳＦを表す平均値発生器２２３からの出力信号は、平方根逆数ブロック２２４に入
力される。平方根ブロック２２４は、以下で平方自乗平均（ＲＭＳ）逆数スケーリング係
数と称する、ＳＳＦの平均の逆数の平方根に対応する信号を出力する。
【００２２】
平方根逆数ブロック２２４で生成されるＲＭＳ逆数スケーリング係数は、掛け算器２２６
で、マッピング・テーブル２０６から出力される現在のスケーリング係数ｆ（ｕ）をかけ
られて、ベースバンド信号１１４および１１６をスケーリングするために掛け算器２１２
のそれぞれに入力される瞬間利得値が作られる。瞬間利得値は、現在のスケーリング係数
ｆ（ｕ）とＲＭＳスケーリング係数の間の比であり、Ｉベースバンド信号１１４およびＱ
ベースバンド信号１１６の両方のスケーリングに使用される。掛け算器２１２からの結果
は、この好ましい実施形態では、すべての電力ピークを低減し、平均出力電力が平均入力
電力と一貫性を有するようにする。平均電力調整器２０８を使用しないと、電力ピークの
期間中の電力が、電力ピークのない期間中の追加の電力を加算せずに低減されるので、ベ
ースバンドＰＰＲブロック１１８からの平均出力電力が、平均入力電力より小さくなるは
ずである。平均電力調整器２０８は、ピーク電力期間を含むすべての期間にわたって電力
の平均低減だけすべての時間に瞬間利得値を増やし、したがって、平均電力の低減を完全
に補償する。
【００２３】
掛け算器２１２の出力に結合された、周知のＬＰＦブロック２１４は、ベースバンドＰＰ
Ｒブロック１１８内の処理によって引き起こされる帯域外放出を除去するのに使用される
。ベースバンド信号１１４および１１６と掛け算器２１２の間に結合される遅延ブロック
２１０は、ベースバンド信号１１４および１１６が、掛け算器２２６によって作られる瞬
間利得値と正確に整列されるようにベースバンド信号を遅延させるのに使用される。
【００２４】
掛け算器２０４を、マッピング・テーブル２０６と組み合わせ、場合によっては平均電力
調整器２０８と組み合わせて、スケーリング係数発生器として見ることができることを、
当業者は理解するであろう。同様に、掛け算器２１２およびＬＰＦブロック２１４を、そ
れぞれ電力スケーリング装置およびフィルタリング装置として見ることができることを理
解されたい。
【００２５】
図２に示された単一搬送波ベースバンドＰＰＲブロック１１８の説明は、１つの好ましい
実施形態との一貫性を有するが、この実施形態に変更を加えることができることを諒解さ
れたい。たとえば、前に説明したように、一部の代替実施形態で、平均電力調整器２０８
が除去される。これは、ベースバンドＰＰＲブロック１１８からの平均出力電力が、必ず
しも平均入力電力と等しくないという結果をもたらす。同様に、マッピング関数ｆ内での
平方根演算の位置に関して変更を行うことができる。一実施形態では、追加の平方根ブロ
ックが、加算器２２０と掛け算器２０４の間に含まれる。この変更について調整するため
に、構成可能な閾値信号Ｔを、１を最大許容可能包絡線大きさで割ったものとして再定義
し、マッピング・テーブル２０６内のマッピング関数ｆを、次のように調整する。
【数２】
　
　
　
　
【００２６】
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もう１つの好ましい実施形態による、ベースバンドＰＰＲブロックを使用する複数搬送波
ＣＤＭＡ送信器を、図３に関して説明する。この複数搬送波送信器は、図１に示された単
一搬送波送信器に類似するが、複数搬送波送信器には、複数の変調前搬送波経路が含まれ
る。図３に示された例では、３つの搬送波を有する送信器が示されているが、これは、本
発明の範囲を制限することを意味しない。
【００２７】
この送信器の中で、３つのＤＳ３０２が、データ・ストリーム３０４の３つの別々のグル
ープを生成し、データ・ストリーム３０４のそれぞれによって、複数のユーザおよび／ま
たは各ユーザの複数のデータ・ストリームに対応する複数符号チャネル上での送信が可能
になる。これらのデータ・ストリーム３０４は、３つのめいめいのＣＥＳ３０６内で符号
化され、拡散され、組み合わされ、ＣＥＳ３０６のそれぞれは、めいめいのＩベースバン
ド信号３０８およびＱベースバンド信号３１０を出力する。これらのベースバンド信号３
０８および３１０は、３つのめいめいのＢＰＳＦ３１２によってパルス整形され、ＢＰＳ
Ｆ３１２は、すべての出力を、図４ａに関して下記に説明するように、複数搬送波ベース
バンドＰＰＲブロック３１８に入力する。複数搬送波ベースバンドＰＰＲブロック３１８
からの出力は、３対のピーク電力を低減されたＩベースバンド信号３２０およびピーク電
力を低減されたＱベースバンド信号３２２である。その後、ベースバンド信号３２０およ
び３２２の各対が、３つのめいめいのＱＭ３２４内で別々に直角変調される。ＱＭ３２４
からの出力信号３２６は、コンバイナ３２７に入力されて、ＵＣ３２８への単一の合成さ
れたＩＦ信号入力を生成し、ＵＣ３２８は、この信号の周波数を所望の送信周波数にシフ
トする。ＵＣ３２８からのアップコンバージョンされた信号３３０は、その後、複数搬送
波電力増幅器（ＭＣＰＡ）３３２内で電力増幅され、ＭＣＰＡ３３２からの出力信号３３
４は、ＲＦＦ３３６によってフィルタリングされた後に、アンテナ３３８を介して空中に
送信される。
【００２８】
図１の単一搬送波送信器の実施形態に類似する、複数搬送波送信器の代替実施形態が可能
であることを理解されたい。単一搬送波送信器の場合と同様に、複数搬送波送信器は、信
号をディジタル・フォーマットからアナログ・フォーマットに変換する追加の段を有しな
ければならない。より簡単な遅延アライメントのために、図３の複数搬送波送信器の好ま
しい実施形態は、コンバイナ３２７と最後のアップコンバージョン段の間にディジタル・
アナログ変換器を有する。
【００２９】
図３に示された本発明の好ましい実施形態で使用される複数搬送波ベースバンドＰＰＲブ
ロック３１８を、図４ａに関して下記に説明する。全体的な概念は、単一搬送波ベースバ
ンドＰＰＲブロック１１８と複数搬送波ベースバンドＰＰＲブロック３１８の間で同じで
あるが、実施形態の変更が必要である。複数搬送波ベースバンドＰＰＲブロック３１８に
は、例示的実施形態内で掛け算器４０４、マッピング・テーブル４０６、および平均電力
調整器４０８と直列に結合された包絡線大きさ予測器４０２と、３つの遅延ブロック４１
０と、６つの掛け算器４１２と、３つのＬＰＦブロック４１４とが含まれ、各ＬＰＦブロ
ックには２つのＬＰＦが含まれる。
【００３０】
包絡線大きさ予測器４０２は、入力として、ＢＰＳＦ３１２から出力される３対のベース
バンド信号３１４および３１６をとる。ベースバンド信号３１４および３１６の各対は、
自乗器４１６および４１８の対に入力され、自乗器４１６および４１８の出力は、めいめ
いの加算器４１９に入力される。自乗器４１６および４１８および加算器４１９の各組は
、図２に示された自乗包絡線大きさ予測器２０２と同等である。図４ａ内の包絡線大きさ
予測器４０２には、さらに、めいめいの加算器４１９に直列に接続される３つの平方根ブ
ロック４２０が含まれる。平方根ブロック４２０からの出力は、信号が変調されている場
合に、そのめいめいのベースバンド信号３１４および３１６に対応する包絡線大きさを表
す。これらの出力は、加算器４２１内で組み合わされて、包絡線大きさ予測器４０２から
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の組み合わされた包絡線大きさ近似値出力が生成される。この近似値は、３つのベースバ
ンド対のすべてが直角変調され、組み合わされた後に生成される包絡線のワースト・ケー
スの大きさを表す。自乗器４１６および４１８と加算器４１９と平方根ブロック４２０と
によって生成されるベースバンド信号３１４および３１６の各対の大きさ予測値は、２次
元推定値であるが、３つの個々の包絡線大きさ推定値の組合せは、個々の２次元推定値の
位相が完全にそろっているかのように、線形に行われる。したがって、加算器４２１の出
力で生成される最終的な推定値は、個々のベースバンド包絡線大きさがそろっているワー
スト・ケースである。
【００３１】
包絡線大きさ予測器４０２の代替実施形態を、図４ｂに示す。この実施形態では、直角変
調の後の組み合わされた信号の正確な包絡線大きさ予測値を得るために、相対周波数およ
び相対位相の情報を考慮に入れる。この実施形態は、ＱＭ３２４からの知識を必要とし、
この知識は、直角変調中に各搬送波に割り当てられる周波数および位相である。
【００３２】
図４ｂからわかるように、１対のベースバンド信号３１４および３１６が、複素ミキサ４
２８に入力され、もう１つの対のベースバンド信号３１４および３１６が、複素ミキサ４
３０に入力され、もう１つの対のベースバンド信号３１４および３１６が、同相加算器４
３２への同相信号入力および直角加算器４３４への直角信号入力を有する。３つの搬送波
を有するこの例では、ミキサ４２８および４３０が、ベースバンド信号の周波数および位
相をシフトし、その結果、ベースバンド信号が、めいめいのＱＭ出力３２６で発生する同
じ相対周波数および相対位相を有するようになる。
【００３３】
複素ミキサ４２８および４３０によって出力される同相信号は、同相加算器４３２に入力
され、複素ミキサ４２８および４３０によって出力される直角信号は、直角加算器４３４
に入力される。加算器４３２および４３４からの出力は、それぞれ同相自乗器４３６およ
び直角自乗器４３８に入力され、自乗器４３６および４３８からの出力は、加算器４４０
に入力される。加算器４４０からの出力は、平方根ブロック４４２に入力され、平方根ブ
ロック４４２は、図４ｂの代替包絡線大きさ予測器への出力を作る。この出力は、ベース
バンド信号３１４および３１６が、複数搬送波ベースバンドＰＰＲブロック３１８によっ
てスケーリングされない場合にコンバイナ３２７の出力で作る包絡線大きさの正確な予測
値である。この予測値は、この場合では、異なる搬送波の変調周波数および位相の差を考
慮し、したがって、図４ａに示されたものより正確である。図４ｂの包絡線大きさ予測器
の短所は、複雑さが増すことである。
【００３４】
搬送波の数が異なる他の実施形態では、図４ｂの包絡線大きさ予測器４０２に対する変更
を企図することができる。変更の鍵は、信号間の相対周波数および相対位相を維持し、そ
の結果、包絡線大きさ予測器４０２の出力が、ベースバンド信号３１４および３１６が複
数搬送波ベースバンドＰＰＲブロック３１８によってスケーリングされない場合にコンバ
イナ３２７の出力で作る包絡線大きさの正確な予測値になるようにすることである。一部
の代替実施形態では、ベースバンド信号のすべての対に、複素ミキサが関連付けられる。
同様に、一部の実施形態では、平方根ブロック４４２が除去され、平方根機能が、複数搬
送波ベースバンドＰＰＲブロック３１８内のより後方で実施される。
【００３５】
もう一度図４ａを参照すると、包絡線大きさ予測器４０２からの出力が、掛け算器４０４
に入力される。図２に関して説明した単一搬送波ＰＰＲブロック１１８について行われた
ものに類似して、掛け算器４０４への他方の入力は、構成可能な閾値信号Ｔである。構成
可能な閾値信号Ｔは、図４ａでは、１を所定の最大許容可能包絡線大きさで割った値にな
るように設計され、掛け算器４０４から出力が、包絡線大きさの実際の近似値と最大許容
可能包絡線大きさの間の比ｖになる。
【００３６】
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マッピング・テーブル４０６は、図２の単一搬送波ＰＰＲブロックのマッピング・テーブ
ルと事実上同じであるが、図２のマッピング関数ｆで定義された平方根演算が、包絡線大
きさ予測器４０２内に移動されている。マッピング・テーブル４０６は、比ｖを入力とし
てとり、マッピング・テーブル４０６には、次式の関数ｇが含まれる。
【数３】
　
　
　
　
したがって、比ｖが１以下（近似された包絡線大きさが最大許容可能包絡線大きさ以下で
あることを示す）の場合には、マッピング・テーブル４０６から出力されるスケーリング
係数ｇ（ｖ）が、１になる。比ｖが１を超える（近似値が最大許容可能包絡線大きさを超
えることを表す）場合には、ベースバンド信号１１４および１１６に対応する電力を、ベ
ースバンド信号３２０および３２２の変調および組合せの後に生成される実際の包絡線大
きさが最大許容可能包絡線大きさと等しくなる電力レベルまで低下させるのに十分な値が
、スケーリング係数ｇ（ｖ）にセットされる。この場合、マッピング・テーブル４０６か
らの出力は、１を比ｖで割った値になり、これによって、スケーリング係数ｇ（ｖ）が、
図２のスケーリング係数ｆ（ｕ）に類似して、最大許容可能包絡線大きさを実際の包絡線
大きさの予測値で割った値に等しくなる。同様に、マッピング・テーブル４０６を、類似
する結果を有する論理回路の使用によって実施することもできる。
【００３７】
図２について説明したものに類似する平均電力調整器は、図４ａに関して説明している、
本発明の好ましい実施形態の任意選択の構成要素である。図２について説明したものに類
似して、マッピング・テーブル４０６から出力されるスケーリング係数ｇ（ｖ）が、ＡＰ
Ｓ信号と共に平均電力調整器４０８に入力される。平均電力調整器４０８には、平均値発
生器４２３および平方根逆数ブロック４２４と直列の、スケーリング係数ｇ（ｖ）を入力
される自乗ブロック４２２が含まれ、これらの３つのブロックのすべてが、図４ａに示さ
れた好ましい実施形態では、単一搬送波ＰＰＲブロック１１８内の平均電力調整器２０８
について上記で説明したように機能する。平方根逆数ブロック４２４からの出力は、ＲＭ
Ｓ逆数スケーリング係数に対応する。平均電力調整器４０８内には、さらに、図２の掛け
算器２２６に類似する掛け算器４２６があり、この掛け算器４２６は、平方根逆数ブロッ
ク４２４からのＲＭＳ逆数スケーリング係数およびマッピング・テーブル４０６からの現
在のスケーリング係数ｇ（ｖ）を入力される。掛け算器４２６は、６つの掛け算器４１２
のそれぞれに入力される、図２の掛け算器２２６によって生成されるものに類似する瞬間
利得値を生成する。
【００３８】
掛け算器４１２は、さらに、ベースバンド信号３１４および３１６の遅延されたものを入
力され、各対が個々のＬＰＦブロック４１４に入力される、３対のピーク電力を低減され
たベースバンド信号を出力する。ＬＰＦブロック４１４は、ベースバンドＰＰＲブロック
３１８内での処理によって引き起こされる帯域外放出を除去するように設計される。遅延
ブロック４１０は、ベースバンド信号３１４および３１６に対応する、掛け算器４１２に
入力される遅延されたベースバンド信号を生成する。図２の遅延ブロック２１０と同様に
、遅延ブロック４１０は、ベースバンド信号３１４および３１６を、掛け算器４２６によ
って作られるめいめいの瞬間利得値と正確に整列させるのに使用される。
【００３９】
図４ａに示された複数搬送波ベースバンドＰＰＲブロック３１８は、異なる数の搬送波を
扱うように適合させることができ、図示され、上記で説明した３つの搬送波の場合に制限
されない。単一の搬送波だけを扱うように変更される場合には、その実施形態は、図２に
関して説明したものとわずかに異なるが、どちらの実施形態も正しく機能することに留意
されたい。
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【００４０】
上記で説明した本発明の２つの好ましい実施形態は、情報信号の変調の前に実施されるベ
ースバンドＰＰＲブロックに関するが、送信器内の直角変調段の後の中間周波数（ＩＦ）
ＰＰＲブロックの実施形態を有する代替実施形態が可能である。そのようなＩＦ　ＰＰＲ
ブロックを使用する複数搬送波送信器の一実施形態を、図５、図６、および図７に関して
説明する。
【００４１】
図５に、図３に示されたものに類似する３つの搬送波を有するが、ベースバンドＰＰＲブ
ロック３１８を除去され、ＩＦ　ＰＰＲブロック５０４を、図６に関して下記に詳細に説
明するようにＱＭ３２４の後に追加された、送信器を示す。当業者は、ＩＦ　ＰＰＲブロ
ック５０４を、包絡線大きさ調整器と呼ぶこともできることを理解するであろう。ＰＰＲ
ブロックの変更によって、送信器の機能がわずかに変更される。図３でベースバンドＰＰ
Ｒブロック３１８に入力されていた、パルス整形されたベースバンド信号３１４および３
１６が、ここではＱＭ３２４に直接に入力される。ＱＭ３２４からの変調されたＩＦ出力
５０２が、ＩＦ　ＰＰＲブロック５０４に入力され、ＩＦ　ＰＰＲブロック５０４は、そ
の後コンバイナ３２７に、包絡線大きさを制限された信号５０６を出力する。図示の実施
形態では、図５の残りの構成要素が、図３に関して説明した構成要素と同じである。図１
および図３と同様に、図５に図示されていない、ディジタル形式からアナログ形式へのデ
ータ情報信号の変換が必要である。この変換は、ＩＦ　ＰＰＲブロック５０４の後、ＵＣ
３２８の最終アップコンバージョン段の前で行われることが好ましい。
【００４２】
図５に示されたＩＦ　ＰＰＲブロック５０４の実施形態を、図６に関して説明する。この
ＩＦ　ＰＰＲブロック５０４には、加算器６０１、包絡線検出器６０２、掛け算器６０４
、マッピング・テーブル６０６、例示的実施形態内の平均電力調整器６０８、３つの遅延
ブロック６１０、３つの掛け算器６１２、および３つの帯域フィルタ（ＢＰＦ）６１４が
含まれる。加算器６０１は、各ＩＦ出力５０２を入力され、組み合わされたＩＦ信号を包
絡線検出器６０２に出力するが、包絡線検出器６０２を、図７に関して詳細に説明する。
【００４３】
包絡線検出器６０２の出力は、ＩＦ出力５０２の組合せに対応する包絡線大きさの推定値
であり、構成可能な閾値信号Ｔと共に掛け算器６０４に入力される。構成可能な閾値信号
Ｔは、１を最大許容可能包絡線大きさで割った値に等しい。したがって、掛け算器６０４
の出力は、最大許容可能包絡線大きさに対する推定された総包絡線大きさの比ｖである。
【００４４】
この比ｖが、図４ａ内のマッピング・テーブル４０６と同じマッピング・テーブル６０６
に入力される。このマッピング・テーブル６０６には、マッピング関数ｇが含まれ、マッ
ピング・テーブル４０６から出力されるようにスケーリング係数ｇ（ｖ）が出力される。
【００４５】
この代替実施形態の例示的実施形態では、平均電力調整器６０８が、図４ａの平均電力調
整器４０８について説明したものに類似する形で使用される。平均電力調整器６０８には
、スケーリング係数ｇ（ｖ）を入力される自乗ブロック６２２と、自乗ブロック６２２か
らの出力およびＡＰＳ信号を入力される平均値発生器６２３と、平均値発生器６２３から
の出力を入力される平方根逆数ブロック６２４と、マッピング・テーブル６０６からの現
在のスケーリング係数ｇ（ｖ）および平方根逆数ブロック６２４からのＲＭＳ逆数スケー
リング係数を入力される掛け算器６２６とが含まれる。平均電力調整器６０８内のこれら
の構成要素のすべてが、図４ａの平均電力調整器４０８内の構成要素と同じ形で動作する
。
【００４６】
掛け算器６２６からの出力は、変調されたＩＦ出力５０２をスケーリングするために掛け
算器６１２に入力される瞬間利得値である。掛け算器６１２は、ＩＦ信号５０２の遅延さ
れたものを入力され、高い包絡線大きさを減らされるが平均電力が変化しない信号を出力
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する。掛け算器６１２からの出力のそれぞれは、ＢＰＦ６１４の１つに入力され、ＢＰＦ
６１４は、その後、ＩＦ　ＰＰＲブロック５０４内の処理を介して生成された帯域外放出
をフィルタリングする。遅延ブロック６１０は、図２および図４と同様に、ＩＦ　ＰＰＲ
ブロック５０４への入力信号、この場合にはＩＦ信号５０２を遅延させるのに使用され、
掛け算器６１２への入力が、掛け算器６２６で生成される対応する瞬間利得値と正確に整
列されるようになっている。
【００４７】
図５および図６に示された代替実施形態は、ＩＦ　ＰＰＲブロックを使用する送信器の可
能な実施形態の１つにすぎないことに留意されたい。ＱＭ３２４とＭＣＰＡ３３２の間の
どこかにＩＦ　ＰＰＲブロックを有する、ＩＦ　ＰＰＲブロック５０４内のわずかな変更
だけしか必要としない他の実施形態が可能である。同様に、図示されていないが、図５の
コンバイナ３２７および図６のコンバイナ６０１を除去し、図５および図６を単一搬送波
に単純にスケーリングすることによる、単一搬送波ＩＦ　ＰＰＲブロックを使用する単一
搬送波送信器が可能である。
【００４８】
図６の包絡線検出器６０２について、多数の実施形態がある。図７に関して説明する、包
絡線検出器６０２の１つの例の実施形態には、絶対値ブロック７０４および経時的最大値
（ＭＶＯＴ）ブロック７０６と直列に結合された任意選択のアップサンプリングおよび補
間（ＵＳＩ）ブロック７０２が含まれる。図６に記載のディジタル実施形態では、任意選
択のＵＳＩブロック７０２を、包絡線検出器６０２の精度を高めるために包絡線検出器６
０２の実施形態に含めることができる。この精度の向上は、搬送波周波数に対するサンプ
リング速度に依存する。
【００４９】
絶対値ブロック７０４では、整流器を使用して、ＵＳＩブロック７０２からの両極性ＩＦ
信号入力の絶対値をとる。整流器は、ディジタル実施形態では、次の関数を実行する論理
回路である。
【数４】
　
　
　
ここで、ｘは入力であり、ｙは出力である。ＭＶＯＴブロック７０６は、所定の時間期間
Ｔａにわたって絶対値ブロック７０４からの最大値出力を測定する周知のブロックである
。精度を高めるために、Ｔａは、ＩＦ信号５０２の１サイクルより長くしなければならず
、ＭＶＯＴブロック７０６のサンプリング速度よりかなり大きく、１／Ｗよりかなり小さ
いことが好ましい。ここで、Ｗは、信号５０２の信号帯域幅である。
【００５０】
本発明の代替実施形態の１つは、図２、図４、および図６の１つに図示されたようなＰＰ
Ｒブロックを有し、このブロックは同じ図面に図示されたような、少なくとも１つの他の
ＰＰＲブロックと直列に接続されている。このカスケード式の複数のＰＰＲブロックの結
合は、めいめいのＰＰＲブロック内のフィルタによって再構築される新しいピークをさら
に除去するのに役立つ。
【００５１】
上に示した本発明の異なる実施形態は、包絡線大きさ予測器の異なる実施形態を有するが
、包絡線大きさ予測器からの出力信号（以下では総入力電力推定値信号と呼称する）が、
それに組み込まれた総入力電力レベルの大きさ推定値を有することを理解されたい。これ
は、総入力電力推定値信号が、総入力電力推定レベルと等しいことを必ず意味するわけで
はなく、総入力電力推定値信号は、おそらくは、総電力推定レベルの、単調関数を使用し
て操作されたものである。たとえば、図２に、総入力電力推定値信号が、推定された総入
力電力レベルの自乗である場合が示されている。同様に、最大許容可能電力信号に、前に
最大許容可能包絡線大きさとして説明した最大許容可能電力レベルが組み込まれるが、こ
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れは、最大許容可能電力信号が最大許容可能電力レベルと等しいことを必ず意味するわけ
ではない。
【００５２】
本発明の主要な長所の１つは、ピーク電力低減が、ハード・リミッタではなく利得スケー
ラの使用によって行われることである。利得スケーラとハード・リミッタの間の相違を、
図８ａ、図８ｂ、および図８ｃに関して説明する。図８ａに、通常のＩＦ信号８０６を、
包絡線大きさに適用される上限の線８０２および下限の線８０４と共に示す。図８ｂに、
ＩＦ信号８０６に対応する、上限の線８０２および下限の線８０４までにリミッティング
されたハード・リミッティングされたＩＦ信号８０８を示す。図８ｂからわかるように、
変調された正弦波が、その曲がったピークを切り落とされ、曲線内に平らな頂部がつくら
れている。図８ｃに、上限の線８０２および下限の線８０４までにリミッティングされた
、利得スケーリングされたＩＦ信号８１０を示す。ハード・リミッティングされた信号８
０８と異なって、利得スケーリングされた信号８１０は、正弦波との一貫性を有する、曲
がったピークを有するが、上限の線８０２の上および下限の線８０４の下の電力の期間中
に電力を単純にスケール・ダウンされている。
【００５３】
図１から図７に関して前に説明した本発明のスケーリング実施形態ではなく、ハード・リ
ミッタが使用されるＰＰＲブロックのディジタル実施形態の場合、ハード・リミッタが、
電力を制限する間に強い高調波を作る。この強い高調波は、ナイキスト帯域にフォール・
バックし、大きいひずみを引き起こす。同様に、ハード・リミッタは、組み合わされた複
数搬送波信号と共に動作しなければならない。したがって、ハード・リミッタ動作の後に
は、ＩＦ信号を個別にフィルタリングすることができず、ハード・リミッタによって引き
起こされる搬送波間ひずみが除去されない結果になる。
【００５４】
本発明によるＰＰＲブロックを使用する送信器内で得られる多数の利点がある。ＰＰＲブ
ロックは、好ましい実施形態では、平均電力レベルを維持しながらピーク電力期間をスケ
ール・ダウンし、したがって、ＣＤＭＡピーク対平均電力比（ＰＡＰＲ）が低減される。
この低減されたＰＡＰＲは、本発明の最も重要な利点であり、これによって、送信器内で
、帯域外放出要件を満足しながらより高い平均電力レベルで動作できるＰＡがもたらされ
る。
【００５５】
本発明のもう１つの重要な利点は、さまざまな数のアクティブ搬送波のサポートに関して
この実施形態が有する柔軟性である。図４ａに示された３搬送波の例では、３つの搬送波
のどれでも、それらの間の任意の相対送信電力でアクティブまたはインアクティブにする
ことができる。
【００５６】
構成可能閾値信号Ｔおよびアナログ電力増幅器ドライバ・レベルの設計者の選択に応じて
、ＰＰＲブロックを、複数の異なる目的に使用することができる。ＰＰＲブロックを使用
するための４つの異なるセットアップを説明するが、これらのセットアップを、本明細書
ではモードＡからＤと呼称する。
【００５７】
モードＡでは、ＰＰＲブロックを追加し、帯域内波形品質を劣化させずに帯域外放出を単
純に減らして、電力増幅器の平均出力電力が、一定のままになる。このモードでは、ＰＰ
Ｒブロックが、構成可能な閾値信号Ｔを使用してセットされて、ＰＰＲブロックが使用さ
れない場合に電力増幅器がクリッピングするはずの電力を超えないように情報信号をクリ
ッピングする。クリッピングの位置だけが、前の段に変更される。ＰＰＲブロック内のＬ
ＰＦが、ＰＰＲスケーリングによって引き起こされる帯域外放出を除去し、より少ない帯
域外放出が、ＰＰＲブロックのゆえに電力増幅器によって生成され、総帯域外放出が低減
される。
【００５８】
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モードＢでは、帯域外放出がモードＡの帯域外放出からさらに改善されると同時に、同じ
平均出力電力レベルが使用され、帯域内波形品質のわずかな劣化がもたらされる。このモ
ードでは、ＰＰＲブロック・クリッピング深さが、ＰＰＲブロックなしで電力増幅器によ
って元々クリッピングされていた深さを超えて増やされる。これは、構成可能な閾値信号
Ｔに組み込まれる最大許容可能包絡線大きさを減らすことによって行われる。ＰＰＲブロ
ックからこの設定によって実行されるクリッピングおよび電力増幅器によって実行される
クリッピングの組み合わされた量は、電力増幅器だけによって実行される量より多い。こ
の帯域外放出の低減は、帯域内波形品質を犠牲にして行われる。
【００５９】
モードＣでは、帯域外放出が減らされると同時に、電力増幅器からの平均出力電力が増や
され、帯域内波形品質の劣化が最小の許容可能なレベルにされる。このモードでは、平均
出力電力レベルが、モードＢより高いが、ＰＰＲブロックの追加によって引き起こされる
帯域外放出改善が失われる結果になる電力レベルより低い。したがって、平均出力電力と
帯域外放出性能の両方が、ＰＰＲブロックなしで実施される送信器と比較して改善される
と同時に、帯域内波形品質の劣化が許容可能なレベルである。
【００６０】
モードＤでは、電力増幅器の平均出力電力が最大にされると同時に、帯域外放出および帯
域内波形品質が、めいめいの最悪の許容可能な限度に達する。このモードでは、構成可能
な閾値信号Ｔおよび電力増幅器駆動レベルが、一緒に、帯域外放出がその最大許容可能限
度に達し、帯域内波形品質がその最少許容可能限度に達し、どちらも障害を発生しないよ
うに最適化される。この結果、ＰＰＲブロックを用いて実施される送信器が、最大の許容
可能な平均出力電力に達する。
【００６１】
この４つのモードを説明したが、当業者は、本発明のＰＰＲブロックを有する送信器の他
のセットアップを企図することができる。主な考慮点は、帯域外放出、帯域内波形品質、
および平均出力電力の間のトレード・オフである。
【００６２】
上記で説明したものに類似する装置を使用して、データ信号内のピーク電力期間を低減す
る代替実施形態および変形形態が可能であることと、上の実施形態が、本発明のこの実施
形態の例示にすぎないことを、当業者は諒解するであろう。したがって、本発明の範囲は
、本明細書に記載の特許請求の範囲のみによって制限される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の好ましい実施形態による信号搬送波送信器のブロック図である。
【図２】図１の送信器で使用される信号搬送波ベースバンド・ピーク電力低減（ＰＰＲ）
ブロックの機能ブロック図である。
【図３】本発明のもう１つの好ましい実施形態による複数搬送波送信器のブロック図であ
る。
【図４ａ】図３の送信器で使用される複数搬送波ベースバンドＰＰＲブロックの機能ブロ
ック図である。
【図４ｂ】図４ａの複数搬送波ベースバンドＰＰＲブロックで使用される包絡線大きさ予
測器の代替実施形態である。
【図５】本発明の代替実施形態による複数搬送波送信器のブロック図である。
【図６】図５の送信器で使用される複数搬送波中間周波数（ＩＦ）ＰＰＲブロックの機能
ブロック図である。
【図７】図６のＩＦ　ＰＰＲブロックで使用される包絡線検出器の機能ブロック図である
。
【図８ａ】複数搬送波ＩＦ信号を示すプロットである。
【図８ｂ】ハード・リミッティングの後の複数搬送波ＩＦ信号を示すプロットである。
【図８ｃ】ＰＰＲスケーリングの後、フィルタリングの前の複数搬送波ＩＦ信号を示すプ
ロットである。
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【符号の説明】
１１４　パルス整形されたＩベースバンド信号
１１６　パルス整形されたＱベースバンド信号
１１８　ベースバンドＰＰＲブロック
１２０、１２２　ピーク電力を低減されたベースバンド信号
２０２　自乗包絡線大きさ予測器
２０４、２１２、２２６　掛け算器
２０６　マッピング・テーブル
２０８　平均電力調整器
２１０　遅延ブロック
２１４　低域フィルタ（ＬＰＦ）ブロック
２１６　第１自乗器
２１８　第２自乗器
２２０　加算器
２２２　自乗ブロック
２２３　平均値発生器
２２４　平方根逆数ブロック
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【 図 ３ 】 【 図 ４ ａ 】

【 図 ４ ｂ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ ａ 】

【 図 ８ ｂ 】

【 図 ８ ｃ 】
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