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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信信号を１フレーム分遅延させた受信信号と前記受信信号との間の相関値をプリアン
ブルのデータ長分累積した累積相関値の最大値を検出することで時分割複信ＯＦＤＭ変調
通信を行う装置間でフレームを同期させるフレーム同期装置であって、
　受信信号を間引きして得られる信号列からフレームのプリアンブルを検出することによ
って、前記フレームの粗同期点を検出するフレーム粗同期点検出部と、
　前記受信信号内のＯＦＤＭシンボル同期点を検出するシンボル同期点検出部と、
　前記ＯＦＤＭシンボル同期点のタイミングに前記粗同期点のタイミングを合わせること
によりフレーム同期点を決定するフレーム同期点決定部と、
　を備えることを特徴とするフレーム同期装置。
【請求項２】
　前記フレーム同期点決定部は、
　検出された前記粗同期点の時期情報を記憶するフレーム同期点記憶部を備え、
　該粗同期点を検出したフレームの後のフレームにて検出された前記ＯＦＤＭシンボル同
期点のタイミングに、前記粗同期点のタイミングを合わせることにより前記フレーム同期
点を決定する、ことを特徴とする請求項１に記載のフレーム同期装置。
【請求項３】
　前記粗同期点の検出と、前記ＯＦＤＭシンボル同期点の検出と、を異なるフレームにお
いて行うことにより、
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　入力信号列、及び該入力信号列を所定期間遅延させた信号列の間の相関値を演算する相
関器を、前記シンボル同期点検出部と前記フレーム粗同期点検出部との間で共用する、こ
とを特徴とする請求項２に記載のフレーム同期装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載のフレーム同期装置を備え、該フレーム同期装置に
よりフレームの同期を行うＯＦＤＭ送受信装置。
【請求項５】
　受信信号を１フレーム分遅延させた受信信号と前記受信信号との間の相関値をプリアン
ブルのデータ長分累積した累積相関値の最大値を検出することで時分割複信ＯＦＤＭ変調
通信の際にフレームを同期させるフレーム同期方法であって、
　受信信号を間引きして得られる信号列からフレームのプリアンブルを検出することによ
って、前記フレームの粗同期点を検出し、
　前記受信信号内のＯＦＤＭシンボル同期点を検出し、
　前記ＯＦＤＭシンボル同期点のタイミングに前記粗同期点のタイミングを合わせること
によりフレーム同期点を決定する、
　ことを特徴とするフレーム同期方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、時分割複信ＯＦＤＭ変調通信を行う無線装置間でフレームを同期させるフレ
ーム同期技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　時分割複信方式により無線通信を行う基地局と移動端末とは、上り方向と下り方向の信
号の送信を同一周波数帯で行い、下り方向の送信時期と上り方向の送信時期を交互に切り
替えることにより全二重通信を可能としている。図１に示すように、時分割複信方式にお
ける伝送フレームは、下り方向に信号が伝送されるダウンリンク（ＤＬ）サブフレームと
上り方向に信号が伝送されるアップリンク（ＵＬ）サブフレームとから構成され、１対の
ＤＬサブフレームとＵＬサブフレームとを組み合わせて１フレームを構成している。
【０００３】
　時分割複信方式では、基地局と移動端末との間で下り方向の送信時期と上り方向の送信
時期との切替タイミングを同期させるために、フレーム開始点の検出が行われる。
　またＯＦＤＭ変調方式では、多数のサブキャリアを変調することによって生成したＯＦ
ＤＭシンボルが伝送され、基地局と移動端末とでは、各ＯＦＤＭシンボルの復調処理を行
うために、図２に示すようなシンボルの開始点を検出するシンボル同期処理が行われる。
【０００４】
　図３は、時分割複信ＯＦＤＭ変調通信システムにおける従来のフレーム同期回路の構成
例を示すブロック図であり、図４は、図３に示すフレーム同期回路によるフレーム同期方
法の説明図である。
　図４の第１段に示すように、時分割複信ＯＦＤＭ変調通信で伝送される各フレームの先
頭には、「プリアンブル」と呼ばれる同一パターンを有する信号列が設けられている。し
たがって、図４の第２段及び第３段に示すように、フレーム長と同じデータ長分離れた２
つの信号列間の相関値を演算すれば、２つの異なるフレームのプリアンブル間における相
関値を演算したときにその前後で算出された相関値よりも大きくなるためプリアンブルの
位置を検出することができる。時分割複信ＯＦＤＭ変調通信では、このようなプリアンブ
ルの位置の検出によって、フレーム同期点とＯＦＤＭシンボル同期点の検出を行っている
。
【０００５】
　このため、図３に示すフレーム同期回路は、フレーム同期回路に入力された受信信号を
１フレーム分遅延させるフレーム長遅延メモリ１１と、このフレーム長遅延メモリ１１に
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より遅延した受信信号と現在の受信信号との間の相関値を演算する相関値演算部１２と、
相関値演算部１２により演算された相関値をプリアンブルのデータ長だけ累積するＯＦＤ
Ｍシンボル長累積相関値演算部１３と、ＯＦＤＭシンボル長累積相関値演算部１３から順
次出力される累積相関値の最大値を検出する最大値検出部１４と、累積相関値の最大値を
検出した時刻からフレーム同期点を決定してフレーム同期信号を出力するフレーム同期点
決定部１５を備えている。
【０００６】
【特許文献１】特許第３５７６４１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記のフレーム同期方法によれば、フレーム同期処理を行うＯＦＤＭ無線装置には１フ
レーム分の信号列を蓄積する記憶デバイスと、１ＯＦＤＭシンボル長の累積加算ができる
ビット幅を有する演算装置が必要となり、回路規模が大きくなるという問題があった。
　例えば、ＩＥＥＥ８０２．１６ｅに従うＭＩＭＯ（Multiple Input Multiple Output）
通信を行う時分割複信ＯＦＤＭ変調通信システムにおいて従来のフレーム同期処理を行う
と仮定すると、２系統のＩＱ信号に対して解像度１２ビットのアナログディジタル変換を
行う。またＯＦＤＭ周波数領域信号に対して１０２４ポイントで高速フーリエ変換が施さ
れ、１フレーム当たり５６０００サンプルのデータが生じる。このため１フレーム分の信
号列を記憶するのに必要なメモリ容量は、
　２×２×１２×５６０００≒２．７Ｍビット
　となる。
【０００８】
　また、ガードインターバル長を１／８とすると１ＯＦＤＭシンボル当たり１０２４＋１
２８＝１１５２個のサンプルが存在することから、累積相関値の演算を行う際には、元の
データのビット長にｆｌｏｏｒ（ｌｏｇ2１１５２）＝１１ビットを加えたビット長の演
算ビット数が必要となる。ここで関数ｆｌｏｏｒ（ｘ）は、引数ｘに対してｘ以下の最小
の整数値を返す関数である。
【０００９】
　上記の問題点に鑑み、本発明では、時分割複信ＯＦＤＭ変調通信を行う無線通信システ
ムにおいて、フレーム同期処理を行う際に必要なメモリ容量と演算ビット数の削減を図る
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明では、プリアンブル同士の相関値を演算する際に使
用する受信信号列を間引いて記憶する。間引いた受信信号列を用いてプリアンブル同士の
相関値を演算することによって得たフレーム粗同期点は、プリアンブルが間引かれたこと
による誤差を有するが、フレーム粗同期点と別に検出したＯＦＤＭシンボル同期点のタイ
ミングに、フレーム粗同期点のタイミングを合わせることにより、従来と同じ精度でフレ
ーム同期点を検出することができる。
　プリアンブル同士の相関値を演算するために使用する受信信号列を間引いて記憶するこ
とにより、フレーム同期処理を行う際に必要なメモリ容量を節約することができる。
【００１１】
　また、フレーム粗同期点の検出を行うフレームとＯＦＤＭシンボル同期点の検出を行う
フレームとを異ならせて、フレーム粗同期点の検出処理とＯＦＤＭシンボル同期点の検出
処理とで同じ相関器を使用させれば、フレーム同期処理を行う際に必要な演算ビット数と
を削減し、かつメモリ容量をさらに削減することが可能となる。
【００１２】
　本発明の第１形態によれば、時分割複信ＯＦＤＭ変調通信を行う装置間でフレームを同
期させるフレーム同期装置が提供される。本フレーム同期装置は、受信信号を間引きして
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得られる信号列からフレームのプリアンブルを検出することによって、フレームの粗同期
点を検出するフレーム粗同期点検出部と、受信信号内のＯＦＤＭシンボル同期点を検出す
るシンボル同期点検出部と、ＯＦＤＭシンボル同期点のタイミングに粗同期点のタイミン
グを合わせることによりフレーム同期点を決定するフレーム同期点決定部と、を備える。
【００１３】
　本発明の第２形態によれば、上記の本発明の第１形態によるフレーム同期装置によりフ
レームの同期を行うＯＦＤＭ送受信装置が提供される。
【００１４】
　本発明の第３形態によれば、時分割複信ＯＦＤＭ変調通信の際のフレーム同期方法が提
供される。本方法では、受信信号を間引きして得られる信号列からフレームのプリアンブ
ルを検出することによってフレームの粗同期点を検出し、受信信号内のＯＦＤＭシンボル
同期点を検出し、ＯＦＤＭシンボル同期点のタイミングに粗同期点のタイミングを合わせ
ることによりフレーム同期点を決定する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、時分割複信ＯＦＤＭ変調通信を行う無線通信システムにおいて、フレ
ーム同期処理を行う際に必要なメモリ容量と演算ビット数が削減される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、添付する図面を参照して本発明の実施例を説明する。図５は、本発明の実施例に
よる、時分割複信ＯＦＤＭ変調通信を行うＯＦＤＭ送受信装置１の受信部の構成例を示す
ブロック図である。図示するように、ＯＦＤＭ送受信装置１は、ＯＦＤＭ変調された無線
信号を受信するアンテナ２と、受信された無線周波数信号を帯域制限するバンドパスフィ
ルタ（ＢＰＦ）３と、ＢＰＦ３を通過した無線周波数信号を中間周波数信号へと変換する
周波数変換器４と、中間周波数信号へ変換された受信信号をベースバンド信号へ変換する
直交復調器（ＱＤＥＭ）５と、ベースバンド信号へ変換されたＯＦＤＭ信号をディジタル
ベースバンド信号へ変換するアナログディジタル変換器６（ＡＤＣ）と、ディジタルベー
スバンド信号を復調するＯＦＤＭ復調回路７と、を備えている。
【００１７】
　さらにＯＦＤＭ送受信装置１は、ベースバンド信号へ変換された受信信号のフレーム同
期点とＯＦＤＭシンボル同期点とを検出して、それぞれの同期点のタイミングを示すフレ
ーム同期信号及びＯＦＤＭシンボル同期信号を出力する同期信号生成部１０と、同期信号
生成部１０が出力するフレーム同期信号に従って、ＯＦＤＭ送受信装置１がダウンリンク
サブフレームの受信動作を行う間だけディジタルベースバンド信号をＯＦＤＭ復調回路７
へ入力させるスイッチ８とを備える。同期信号生成部１０により生成されるＯＦＤＭシン
ボル同期信号は、ＯＦＤＭ復調回路７が行う復調処理においてＯＦＤＭシンボルの開始点
を決定するために使用される。
【００１８】
　図６は、図５に示す同期信号生成部１０の第１構成例を示すブロック図である。本構成
例による同期信号生成部１０は、フレーム粗同期点検出部５０と、シンボル同期点検出部
６０と、フレーム同期点決定部５６と、を備える。
　フレーム粗同期点検出部５０は、ＡＤＣ６によってディジタル信号列へ変換された受信
ベースバンド信号を間引いて得た信号列からフレームのプリアンブルを検出することによ
って、フレームの粗同期点を検出する。
　このため、フレーム粗同期点検出部５０は、ディジタルベースバンド信号列から所定数
のサンプル間隔で信号を抽出するデシメーション部５１と、デシメーション部５１により
ベースバンド信号を間引いて得た信号列を、１フレーム長遅延させるフレーム長遅延メモ
リ５２と、このフレーム長遅延メモリ５２により遅延した信号とデシメーション部５１か
ら現在出力されている信号との間の相関値を演算する相関値演算部５３と、相関値演算部
５３により演算された相関値をプリアンブル長だけ累積するＯＦＤＭシンボル長累積相関
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値演算部５４と、ＯＦＤＭシンボル長累積相関値演算部５４から順次出力される累積相関
値の最大値を検出する最大値検出部５５と、を備えている。
【００１９】
　シンボル同期点検出部６０は、ＯＦＤＭシンボル内のガードインターバルと、このガー
ドインターバルのコピー元である有効シンボルの後半部分との間の相関を検出することに
より、ディジタルベースバンド信号列におけるＯＦＤＭシンボル同期点を検出する。この
ため、シンボル同期点検出部６０は、ベースバンド信号列を、１つのＯＦＤＭシンボルに
含まれる有効シンボルの長さ分遅延させるＯＦＤＭシンボル長遅延メモリ６１と、このＯ
ＦＤＭシンボル長遅延メモリ６１により遅延した信号とシンボル同期点検出部６０に現在
入力中の信号との間の相関値を演算する相関値演算部６２と、相関値演算部６２により演
算された相関値をガードインターバルのデータ長だけ累積するガードインターバル（ＧＩ
）長累積相関値演算部６３と、ＧＩ長累積相関値演算部６３から順次出力される累積相関
値の最大値を検出する最大値検出部６４と、最大値検出部６４が累積相関値の最大値を検
出した時刻からＯＦＤＭシンボル同期点を決定しシンボル同期信号を出力するシンボル同
期点決定部６５を備えている。
【００２０】
　フレーム同期点決定部５６は、最大値検出部５５が累積相関値の最大値（すなわち、間
引きされた２つのフレームのプリアンブル同士の間で算出された累積相関値）を検出した
時刻と、最大値検出部６４が累積相関値の最大値（すなわち、ガードインターバルと有効
シンボルの後半部分との間の累積相関値）を検出した時刻とに基づいて、フレーム同期点
を決定しフレーム同期信号を出力する。
【００２１】
　図７は、本発明の実施例によるフレーム同期方法を示すフローチャートであり、図８の
（Ａ）～図８の（Ｃ）は、本発明の実施例によるフレーム同期方法の説明図である。
　図７に示すステップＳ１において、デシメーション部５１は、ディジタルベースバンド
信号列から所定数のサンプル間隔で信号を抽出することによりベースバンド信号を間引き
する。そしてフレーム長遅延メモリ５２及び相関値演算部５３により、ベースバンド信号
を間引きすることにより得た信号列と、この信号列を１フレーム長ずらした信号列と、の
間の相関値を演算する。そして演算した相関値を、ＯＦＤＭシンボル長累積相関値演算部
５４によって、プリアンブル長（すなわちＯＦＤＭシンボル長）分累積させた累積演算値
を算出し、この累積演算値の最大値を最大値検出部５５によって検出する。
【００２２】
　プリアンブル長は既知であるから、累積演算値の最大値が検出されたサンプル位置（す
なわち時刻）から、フレームの同期点として使用されるプリアンブル開始点を決定するこ
とができる。図８の（Ａ）は、累積演算値の最大値が検出された時刻から求めたフレーム
の同期点を示すパルス信号のタイムチャートである。
　ステップＳ１によって求めたフレームの同期点は、デシメーション部５１によって間引
きされたベースバンド信号を用いて検出したものであるため誤差を含んでいる。例えば、
デシメーション部５１が、ベースバンド信号中の１６サンプル毎に１サンプル抽出して間
引きされた信号列を得る場合には、図８の（Ａ）に示すように、フレームの同期点は±８
サンプルの範囲で誤差を有する。このため間引きされたベースバンド信号を用いて検出し
たフレームの同期点を、本明細書において「フレーム粗同期点」と呼ぶ。
【００２３】
　図７に示すステップＳ２では、そしてＯＦＤＭシンボル長遅延メモリ６１と相関値演算
部６２とにより、ベースバンド信号列と、有効シンボル長ずらしたベースバンド信号列と
、の間の相関値を演算する。各信号同士の相関値を、ＧＩ長累積相関値演算部６３によっ
て、ガードインターバル長分累積させた累積演算値を算出し、この累積演算値の最大値を
最大値検出部６４によって検出する。
　ここでＯＦＤＭシンボル長は既知であるから、シンボル同期点決定部６５は、累積演算
値の最大値が検出されたサンプル位置（時刻）から、ＯＦＤＭシンボル同期点として使用
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されるシンボル開始点を決定することができる。図８の（Ｂ）は、ＯＦＤＭシンボル同期
点を示すパルス信号のタイムチャートである。
【００２４】
　ここで、ステップＳ２によって求めたＯＦＤＭシンボル同期点は、フレーム粗同期点と
異なり間引きされていないベースバンド信号を用いて検出したものであるため、その誤差
は±１サンプル未満である。また、プリアンブル開始点と各ＯＦＤＭシンボル開始点との
位置関係は既知である。
　したがって、ステップＳ１によって求めたフレーム粗同期点の誤差を、ステップＳ２に
よって求めたＯＦＤＭシンボル同期点のタイミングに基づいて修正する等によって、フレ
ーム粗同期点のタイミングをＯＦＤＭシンボル同期点のタイミングに合わせれば、誤差が
±１サンプル未満であるフレーム同期点を得ることができる（ステップＳ３）。
【００２５】
　ここで、「フレーム粗同期点のタイミングをＯＦＤＭシンボル同期点のタイミングに合
わせる」ことには、上述のようにＯＦＤＭシンボル同期点のタイミングに基づいてフレー
ム粗同期点の誤差を修正することを意味する他に、例えばステップＳ２によって求めたＯ
ＦＤＭシンボル同期点のうち、ステップＳ１によって求めたフレーム粗同期点のタイミン
グに最も近いＯＦＤＭシンボル同期点を選択することによって、プリアンブルについて検
出したＯＦＤＭシンボル同期点を検出し、このＯＦＤＭシンボル同期点のタイミングをフ
レーム同期点のタイミングとして決定することも含まれる。このようなタイミングの決定
方法は、特にプリアンブルにガードインターバルが挿入されている場合に有効である。
　またプリアンブルにガードインターバルが挿入されている場合には、図８の（Ｃ）に示
すように、フレーム粗同期点から所定の誤差範囲（例えば図８の（Ａ）に示す例では±８
サンプル以内）にあるＯＦＤＭシンボル同期点を選択し、このＯＦＤＭシンボル同期点の
タイミングをフレーム同期点のタイミングとして決定してもよい。
【００２６】
　本実施例によりフレーム同期処理に使用するために記憶する信号列を間引くことができ
るためにメモリ容量を削減することができる。
　例えば、上記に例示したＭＩＭＯ通信を行う時分割複信ＯＦＤＭ変調通信システムにお
いて本実施例によるフレーム同期処理を行い、かつ１６サンプル毎に１サンプル抽出して
間引きされた信号列を生成すると仮定すると、フレーム長遅延メモリ５２に必要な記憶容
量は、
　２×２×１２×（５６０００／１６）≒１６８Ｋビット
　であり、一方でＯＦＤＭシンボル長遅延メモリ６１に必要な記憶容量は、
　２×２×１２×１０２４≒４８Ｋビット
　であるから、これらを合計しても必要なメモリ容量は２１６Ｋビット程度となる。した
がって上述の従来方式と比べてメモリ消費量を削減できることが分かる。
【００２７】
　本実施例では、フレーム粗同期点検出部５０とシンボル同期点検出部６０とが、それぞ
れに遅延メモリと相関値演算手段とを備えているので、これらフレーム粗同期点検出部５
０とシンボル同期点検出部６０は、同時に並列して同期点を検出することができる。この
ため従来のフレーム同期方法と同様に、１フレーム分をフレーム長遅延メモリ５２に蓄積
した後の次のフレームを受信した時点でフレーム同期点を検出することが可能である。
【００２８】
　しかしながら、フレーム周期は一定であるから、フレーム同期を一度確立した後は頻繁
にフレーム追従処理を行う必要はない。また、通信初期の同期動作は瞬時性を必要としな
いこともある。このような場合は、フレーム同期処理とシンボル同期処理とを異なる時期
に行うこと（例えばフレーム同期処理の後にシンボル同期処理を行うこと）によって、フ
レーム同期処理とシンボル同期処理とを行うハードウエアの少なくとも一部を共通化し、
回路規模を縮小させることも有利である。図９は、このように回路規模を縮小した同期信
号生成部１０の構成例を示すブロック図である。
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【００２９】
　本構成例による同期信号生成部１０は、ディジタルベースバンド信号列から所定数のサ
ンプル間隔で信号を抽出するデシメーション部７０と、後述するタイミング制御部８０か
らの指示信号に従ってデシメーション部７０により間引きされた信号列及び元のベースバ
ンド信号列のいずれか一方を選択して後段に供給する信号選択部８１と、信号選択部８１
から供給された信号列を所定の期間の間遅延させる遅延メモリ７１と、遅延メモリ７１に
より遅延した信号列と信号選択部８１から現在供給されている信号列との間の相関値を演
算する相関値演算部７３と、相関値演算部７３により演算された相関値を所定のデータ長
だけ累積する累積相関値演算部７４と、累積相関値演算部７４から順次出力される累積相
関値の最大値を検出する最大値検出部７５と、最大値検出部７５が最大値を検出したタイ
ミングに従って、フレーム同期信号及びシンボル同期信号を生成する同期点決定部７６を
備える。
　遅延メモリ７１が信号を遅延させる期間と、累積相関値演算部７４が相関値を累積させ
るデータ長とは、タイミング制御部８０によって以下の通りに制御される。
【００３０】
　ＯＦＤＭ送受信装置１の動作の初期段階では、タイミング制御部８０は、信号選択部８
１、遅延メモリ７１及び累積相関値演算部７４及び同期点決定部７６へ、フレーム同期処
理を行うことを命令するフレーム同期指示信号を出力する。
　フレーム同期指示信号を受信している間、信号選択部８１は、タイミング制御部８０か
らの指示にしたがってデシメーション部７０によって間引かれた信号列を後段へ提供する
。また遅延メモリ７１による信号の遅延期間は、間引きされたフレーム長に設定され、累
積相関値演算部７４が相関値を累積させるデータ長は、間引きされたＯＦＤＭシンボル長
に設定される。したがってフレーム同期指示信号を受信している間には、デシメーション
部７０、遅延メモリ７１、相関値演算部７３、累積相関値演算部７４及び最大値検出部７
５は、図６に示すフレーム粗同期点検出部５０と同様に動作する。この期間では、同期点
決定部７６は、最大値検出部７５が累積相関値の最大値を検出するサンプル位置に基づい
てフレーム粗同期点を決定し、そのタイミング情報をフレーム同期点記憶部７７に記憶す
る。
【００３１】
　ＯＦＤＭ送受信装置１の動作を開始後の一定時間を経過したとき（例えば５ミリ秒経過
後）、タイミング制御部８０は、信号選択部８１、遅延メモリ７１及び累積相関値演算部
７４及び同期点決定部７６へ、シンボル同期処理を行うことを命令するシンボル同期指示
信号を出力する。
　シンボル同期指示信号を受信している間、信号選択部８１は、デシメーション部７０を
経由しない元の信号列を後段へ提供する。また遅延メモリ７１の遅延期間は有効シンボル
長に設定され、累積相関値演算部７４が相関値を累積させるデータ長はガードインターバ
ルシンボル長に設定される。したがってシンボル同期指示信号を受信している間には、デ
シメーション部７０、遅延メモリ７１、相関値演算部７３、累積相関値演算部７４及び最
大値検出部７５は、図６に示すＯＦＤＭシンボル長遅延メモリ６１、相関値演算部６２、
ＧＩ長累積相関値演算部６３及び最大値検出部６４と同様に動作する。この期間では、同
期点決定部７６は、最大値検出部７５が累積相関値の最大値を検出するサンプル位置に基
づいてＯＦＤＭシンボル同期点を決定することができる。
【００３２】
　同期点決定部７６は、タイミング制御部８０からの受信信号がフレーム同期指示信号か
らシンボル同期指示信号へ変わったとき、それまでにフレーム同期点記憶部７７に記憶さ
れているフレーム粗同期点のタイミングを、ＯＦＤＭシンボル同期点のタイミングに合わ
せることによってフレーム同期点のタイミングを決定し、フレーム同期信号とシンボル同
期信号を生成する。
　フレーム同期点のタイミングを決定する際に、例えば、同期点決定部７６は、フレーム
同期点記憶部７７に記憶されているフレーム粗同期点としてのフレーム開始時刻に、既知
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のフレーム周期を加え、得られた時刻に最も近いＯＦＤＭシンボル開始点を、フレーム同
期点のタイミングとして選択してよい。
【００３３】
　図９に示す構成によって、フレーム同期処理に必要なメモリ容量が更に削減される。図
６に示す構成における上記の試算と同様の例で試算すると、遅延メモリ７１に必要な記憶
容量は、
　２×２×１２×Ｍａｘ｛（５６０００／１６），１０２４｝≒１６８Ｋビット
　となり、図６に示す構成において必要であったメモリ容量（２１６Ｋビット）よりも少
ないメモリしか使用しないことが分かる。
【００３４】
　また累積相関値の演算に必要なビット数は、
　Ｍａｘ｛ｆｌｏｏｒ（ｌｏｇ2（１１５２／１６）），ｌｏｇ2１２８｝＝７ビット
　を元のデータのビット長に加えたビット長であり、従来のフレーム同期方法と比較して
少ない演算ビット長の演算回路で実現することが可能となる。
【００３５】
　なお、上記の動作説明では、タイミング制御部８０は、動作開始時にフレーム同期指示
信号を出力することとしたが、これに加えてタイミング制御部８０は、ＯＦＤＭ送受信装
置１の通信相手から送信されたフレーム同期命令信号に従って、フレーム同期指示信号を
適宜出力してもよい。
【００３６】
　以上、本発明を特にその好ましい実施の形態を参照して詳細に説明したが、本発明の容
易な理解のために、本発明の具体的な形態を以下に付記する。
【００３７】
　（付記１）
　時分割複信ＯＦＤＭ変調通信を行う装置間でフレームを同期させるフレーム同期装置で
あって、
　受信信号を間引きして得られる信号列からフレームのプリアンブルを検出することによ
って、前記フレームの粗同期点を検出するフレーム粗同期点検出部と、
　前記受信信号内のＯＦＤＭシンボル同期点を検出するシンボル同期点検出部と、
　前記ＯＦＤＭシンボル同期点のタイミングに前記粗同期点のタイミングを合わせること
によりフレーム同期点を決定するフレーム同期点決定部と、
　を備えることを特徴とするフレーム同期装置。
【００３８】
　（付記２）
　前記フレーム同期点決定部は、
　検出された前記粗同期点の時期情報を記憶するフレーム同期点記憶部を備え、
　該粗同期点を検出したフレームの後のフレームにて検出された前記ＯＦＤＭシンボル同
期点のタイミングに、前記粗同期点のタイミングを合わせることにより前記フレーム同期
点を決定する、ことを特徴とする付記１に記載のフレーム同期装置。
【００３９】
　（付記３）
　前記粗同期点の検出と、前記ＯＦＤＭシンボル同期点の検出と、を異なるフレームにお
いて行うことにより、
　入力信号列、及び該入力信号列を所定期間遅延させた信号列の間の相関値を演算する相
関器を、前記シンボル同期点検出部と前記フレーム粗同期点検出部との間で共用する、こ
とを特徴とする付記２に記載のフレーム同期装置。
【００４０】
　（付記４）
　付記１～３のいずれか一項に記載のフレーム同期装置を備え、該フレーム同期装置によ
りフレームの同期を行うＯＦＤＭ送受信装置。
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【００４１】
　（付記５）
　時分割複信ＯＦＤＭ変調通信の際のフレーム同期方法であって、
　受信信号を間引きして得られる信号列からフレームのプリアンブルを検出することによ
って、前記フレームの粗同期点を検出し、
　前記受信信号内のＯＦＤＭシンボル同期点を検出し、
　前記ＯＦＤＭシンボル同期点のタイミングに前記粗同期点のタイミングを合わせること
によりフレーム同期点を決定する、
　ことを特徴とするフレーム同期方法。
【００４２】
　（付記６）
　検出された前記粗同期点の時期情報を記憶し、
　該粗同期点を検出したフレームの後のフレームにて検出された前記ＯＦＤＭシンボル同
期点のタイミングに、前記粗同期点のタイミングを合わせることにより前記フレーム同期
点を決定する、ことを特徴とする付記５に記載のフレーム同期方法。
【００４３】
　（付記７）
　前記粗同期点の検出と、前記ＯＦＤＭシンボル同期点の検出と、を異なるフレームにお
いて行うことを特徴とする付記６に記載のフレーム同期方法。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　本発明は、時分割複信ＯＦＤＭ変調通信システムに利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】時分割複信ＯＦＤＭ変調通信における伝送フレームの構造を示す図である。
【図２】図１に示す伝送フレーム内の構造を示す図である。
【図３】従来のフレーム同期回路の構成例を示すブロック図である。
【図４】図３に示すフレーム同期回路によるフレーム同期方法の説明図である。
【図５】本発明の実施例によるＯＦＤＭ送受信装置の受信部の構成例を示すブロック図で
ある。
【図６】図５に示す同期信号生成部の第１構成例を示すブロック図である。
【図７】本発明の実施例によるフレーム同期方法を示すフローチャートである。
【図８】本発明の実施例によるフレーム同期方法の説明図である。
【図９】図５に示す同期信号生成部の第２構成例を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００４６】
　１　　ＯＦＤＭ送受信装置
　１０　　同期信号生成部
　５０　　フレーム粗同期点検出部
　６０　　ＯＦＤＭシンボル同期点検出部



(10) JP 4842159 B2 2011.12.21

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(11) JP 4842159 B2 2011.12.21

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(12) JP 4842159 B2 2011.12.21

【図９】



(13) JP 4842159 B2 2011.12.21

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特表平０９－５１２１５６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－００５３９０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｊ　　１１／００　　　　
              Ｈ０４Ｊ　　　１／００　　　　
              Ｈ０４Ｌ　　　５／１６　　　　
              Ｈ０４Ｌ　　　７／０８　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

