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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基本信号系列を生成する基本信号系列生成部と、
　前記基本信号系列を、指定された周波数シフト量だけ周波数領域においてサイクリック
シフトし、かつ指定された時間シフト量だけ時間領域においてサイクリックシフトしたも
のに等しい２次信号系列を生成する２次信号系列生成部と、
　前記基本信号系列及び前記２次信号系列を多重する多重部と、
　前記多重部からの出力を逆フーリエ変換するＩＦＦＴ部と、
　ＩＦＦＴ部からの出力を含む送信信号を送信する送信部と
　を有する、移動通信システムにおける送信機。
【請求項２】
　前記２次信号系列生成部は、前記基本信号系列を指定された周波数シフト量だけ周波数
領域においてサイクリックシフトし、サイクリックシフト後の基本信号系列のサブキャリ
ア成分各々に、前記時間シフト量から導出された位相回転量を乗算することで、前記２次
信号系列を生成する、請求項１記載の送信機。
【請求項３】
　前記多重部が、前記基本信号系列及び前記２次信号系列の各々に、複数の連続するサブ
キャリア群を割り当て、
　前記時間シフト量は０、Ｎ、２Ｎ、...又はＫ×Ｎ個の時間サンプルにより表現され、
前記周波数シフト量は０以上Ｋ以下のサブキャリア数により表現され、Ｎ＝ｃｅｉｌ（Ｉ
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ＦＦＴポイント数／系列長）であり、ｃｅｉｌは引数以上の最小の整数値を返す天井関数
であり、Ｋは前記基本信号系列の系列長より１つ少ない値である、請求項１又は２に記載
の送信機。
【請求項４】
　前記多重部が、前記基本信号系列及び前記２次信号系列の各々に、くしの歯状に並ぶ離
散的なサブキャリア群を割り当て、
　前記時間シフト量は０以上Ｋ以下の時間サンプルの個数により表現され、前記周波数シ
フト量も０以上Ｋ以下のサブキャリア数により表現され、Ｋは前記基本信号系列の系列長
より１つ少ない値である、請求項１又は２に記載の送信機。
【請求項５】
　送信機から受信した信号をフーリエ変換するＦＦＴ部と、
　フーリエ変換後の信号から基本信号系列及び２次信号系列を抽出する信号抽出部と、
　時間領域において前記２次信号系列を、指定された時間シフト量だけサイクリックシフ
トし、サイクリックシフト後の系列を、周波数領域において、指定された周波数シフト量
だけサイクリックシフトした系列と、前記基本信号系列との相関値を計算する相関計算部
と、
　前記相関計算部の計算結果に基づいて、相関値のピーク位置を検出するピーク検出部と
、
　ピーク位置とデータとの所定の対応関係にしたがって、前記ピーク検出部が検出したピ
ーク位置に対応するデータを検出するデータ検出部と
　を有する、移動通信システムにおける受信機。
【請求項６】
　前記信号抽出部が抽出した前記２次信号系列は、符号拡散された系列である、請求項５
記載の受信機。
【請求項７】
　前記相関計算部が前記指定された時間シフト量だけサイクリックシフトする系列は、前
記信号抽出部により抽出された前記２次信号系列を逆拡散した系列である、請求項６記載
の受信機。
【請求項８】
　前記ピーク検出部は、前記相関計算部が計算した相関値と閾値とを比較することで、ピ
ーク位置を検出し、該閾値は、検出対象のピーク位置の周波数シフト量を少なくとも含む
閾値判定領域における相関値の平均値及びマージンから決定されている、請求項５ないし
７の何れか１項に記載の受信機。
【請求項９】
　基本信号系列を生成し、
　前記基本信号系列を、指定された周波数シフト量だけ周波数領域においてサイクリック
シフトし、かつ指定された時間シフト量だけ時間領域においてサイクリックシフトしたも
のに等しい２次信号系列を生成し、
　前記基本信号系列及び前記２信号系列の多重化を行い、
　前記多重化の結果の出力を逆フーリエ変換したものを含む送信信号を送信するステップ
　を有する、移動通信システムにおける送信方法。
【請求項１０】
　送信機から受信した信号をフーリエ変換し、
　フーリエ変換後の信号から基本信号系列及び２次信号系列を抽出し、
　時間領域において前記２次信号系列を、指定された時間シフト量だけサイクリックシフ
トし、サイクリックシフト後の系列を、周波数領域において、指定された周波数シフト量
だけサイクリックシフトした系列と、前記基本信号系列との相関値を計算し、
　前記相関値の計算結果に基づいて、相関値のピーク位置を検出し、
　ピーク位置とデータとの所定の対応関係にしたがって、検出された前記ピーク位置に対
応するデータを検出するステップと
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　を有する、移動通信システムにおける受信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信システムにおける送信機、受信機、送信方法及び受信方法に関連す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、送信機が送信する信号に波形特徴量を付与することで、受信機が特定のシステム
の存否等を検出できるようにする技術がある。波形特徴量とは、無線信号の統計的な性質
を表す量であり、例えば二次の周期自己相関値（Cyclic　Autocorrelation　Function：C
AF）等を使用することができる。この種の技術については、例えば特許文献1に記載され
ている。さらに、IFFTを行って送信信号を生成する場合において、信号系列に周波数シフ
ト又は時間シフトを適用し、そのシフト量を波形特徴量として使用する技術もある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開2008－61214号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の方法の場合、例えば以下のような問題点があった。
【０００５】
　1．周波数シフト量を波形特徴量として使用する場合、その周波数シフト量は、送信す
る基本信号系列（例えば、リファレンス信号）の無線リソースの位置と、基本信号系列か
ら導出される2次信号系列の無線リソースの位置の差分と、OFDMシンボルのようなシンボ
ル単位で加えられる位相回転量とにより決定される。この場合、様々な位相回転量が加え
られた複数のOFDMシンボルが必要になり、1つの周波数シフト量を実現するために、複数
のOFDMシンボルが必要になってしまうという問題がある。
【０００６】
　2．2次の周期自己相関値CAFを用いて信号の存否を検出する場合、相関値の大きさに基
づいて信号の存否が判断される。相関を計算する際、検出対象の信号と他の信号との間で
干渉が生じてしまうので、信号の存否の検出精度が、検出対象でない信号の存在によって
悪くなってしまうとう問題がある。
【０００７】
　3．1つの基本信号系列又は2次信号系列を、帯域全体のうちの一部のサブキャリアで送
信する場合、適用可能な時間シフト量に制限が生じるが、従来の技術ではこの点について
検討がなされておらず、適切でない時間シフト量を使用してしまう問題がある。
【０００８】
　4．複数のユーザが同時に同じ周波数を使用する場合、時間シフトや周波数シフトのみ
で信号を識別しようとすると、識別可能なユーザ数を十分に大きな数にできないという問
題がある。
【０００９】
　5．基本信号系列長が短かった場合、ある基本信号系列に対してある時間シフト又は周
波数シフト量を加えた場合と、その基本信号系列に別の時間シフト又は周波数シフトを加
えた場合とで同様なピークが発生し、それらを識別することが容易でないという問題があ
る。
【００１０】
　6．2次の周期自己相関値のピークの存否を判定する際、従来の技術の場合、演算負担が
大きいという問題がある。
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【００１１】
　本発明の課題は、上記の問題点のうちの1つ以上を解決することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　一実施例における送信機は、
　基本信号系列を生成する基本信号系列生成部と、
　前記基本信号系列を、指定された周波数シフト量だけ周波数領域においてサイクリック
シフトし、かつ指定された時間シフト量だけ時間領域においてサイクリックシフトしたも
のに等しい2次信号系列を生成する2次信号系列生成部と、
　前記基本信号系列及び前記2信号系列を多重する多重部と、
　前記多重部からの出力を逆フーリエ変換するIFFT部と、
　IFFT部からの出力を含む送信信号を送信する送信部と
　を有する、移動通信システムにおける送信機である。
【発明の効果】
【００１３】
　一実施例によれば、上記の問題点の内の1つ以上を解決することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１Ａ】2次の周期自己相関値CAFを説明するための図。
【図１Ｂ】実施例において使用される送信機の機能ブロック図。
【図２】図1Aに示されている2次信号系列生成部の機能ブロック図。
【図３Ａ】基本／2次信号系列の多重方法を示す図。
【図３Ｂ】基本／2次信号系列の別の多重方法を示す図。
【図３Ｃ】基本／2次信号系列のさらに別の多重方法を示す図。
【図４】図1Bに示されている2次信号系列生成部の代替例を示す図。
【図５】送信機における動作例を示すフローチャート。
【図６】実施例において使用される受信機の機能ブロック図。
【図７】図6に示されている2次元相関検出部の機能ブロック図。
【図８】図6及び図7に示されている閾値決定部の詳細な機能ブロック図。
【図９】CAFの分布に応じてマージンを変更する例を説明するための図。
【図１０】図6に示されている2次元相関検出部の代替例の機能ブロック図。
【図１１】受信機における動作例を示すフローチャート。
【図１２】通信環境の一例を示す図。
【図１３】符号拡散を行う場合の2次信号系列生成部の機能ブロック図。
【図１４】送信機において符号拡散が行われる場合に使用される受信機の機能ブロック図
。
【図１５】データ伝送領域及び閾値判定領域の設定例を示す図。
【図１６】データ伝送領域及び閾値判定領域の設定例を示す図。
【図１７】データ伝送領域及び閾値判定領域の設定例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　1番目の問題に関し、送信する信号に対して、周波数領域における巡回シフトを行うこ
とで、たとえOFDMシンボルが1つであっても、所望の量だけ周波数シフトした信号を作成
することができるようになる。ただし、これを実現するには、基本信号系列及び2次信号
系列が配置されているシンボルの位置を正確に検出する必要があるので、これらの系列の
配置情報や周波数同期の情報が必要になる。配置情報は、例えば、各系列がどの周波数サ
ブキャリアにマッピングされているかを示す情報等を含む。周波数同期の情報は、例えば
、信号の中心周波数、帯域幅、シンボルのタイミング等の情報を含む。
【００１６】
　2番目の問題に関し、基本信号系列及び2次信号系列が伝送される無線リソースの位置を
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ぞれ抽出することが可能になる。このため、検出対象の信号についての相関を計算する際
に、検出対象でない信号による干渉が混入するおそれを簡易に防止できる。
【００１７】
　3番目の問題に関し、後述するように、適用される無線リソース情報等に基づいて、適
用可能な時間又は周波数シフト量を知ることができる。
【００１８】
　4番目の問題に関し、2次信号系列を生成する際に、基本信号系列に符号拡散を乗算し、
乗算する拡散符号を適宜使い分けることで、同時に同じ周波数を利用するユーザの信号を
区別できるようにする。
【００１９】
　5番目の問題に関し、相関の高い系列とシフト量の組を予め検証しておき、これらのシ
フト量を使用しないようにすることで、伝送品質の劣化を防ぐことができる。
【００２０】
　6番目の問題に関し、高速フーリエ変換FFT又は逆高速フーリエ変換IFFTのポイント数に
等しい又は同等な系列長の系列を使用し、複数のピーク位置に対して共通の閾値の使用す
ることで、計算量の削減を図ることができる。
【００２１】
　以下の観点から実施例を説明する。
【００２２】
　1．波形特徴量
　2．送信機
　3．受信機
　4．第1の変形例
　5．第2の変形例
【実施例１】
【００２３】
　＜1．波形特徴量＞
　信号の波形は、中心周波数、周波数帯域幅、送信電力、変調方式、送信シンボル等の様
々な通信パラメータによって決定されるものであり、逆に言えば信号波形には上記のよう
な通信パラメータの特徴が含まれている。このような特徴は、本願において「波形特徴量
」又は「特徴量」と言及される。波形特徴量は、信号波形の持つ統計的な特性に関する情
報であり、様々な量で表現できる。例えば、2次の周期自己相関値によって得られる周期
定常性や、信号振幅の分散値、周波数相関値等により、波形特徴量が表現される。
【００２４】
　以下に説明する実施例では、送信機が送信する信号に、周波数シフト及び時間シフトを
適用することで、所定の波形特徴量が付与されている。受信機は、受信した信号を分析し
てそのような波形特徴量を検出することで、特定の信号の存否等を検出することができる
。波形特徴量は様々な量で表現できるが、以下の説明では、信号の周期自己相関値（Cycl
ic　Autocorrelation　Function：CAF）が波形特徴量として使用されている。この場合、
信号の性質（例えば、データ変調方式等）に起因して、ある固有のパラメータ（サイクリ
ック周波数α及びラグパラメータν）が周期自己相関値の計算に使用された場合にのみ、
周期自己相関値CAFの値が大きくなる、という性質が利用される。また、同一の変調方式
を用いる信号に対して異なる周期定常性の特徴量を付与することもできる。
【００２５】
　一般に、信号x（t）に対する2次の周期自己相関関数の値（CAF）は、以下の数式により
算出される。
【００２６】
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【数１】

ここで、＊は複素共役を表す。Iは観測時間長を表す。αはサイクリック周波数（cyclic
　frequency）又は後述の周波数シフト量を表す。τはラグパラメータ（lag　parameter
）又は後述の時間シフト量を表す。
【００２７】
　2次の周期自己相関値CAFに関し、一般に、α≠0のときにRx

α（τ）≠0ならば、x（t）
は周期定常性を有する。
【００２８】
　また、式（1）の離散時間表現は次のようになる。
【００２９】
【数２】

ここで、I0は観測サンプル数を表す。νはラグパラメータの離散時間表現を表す。なお、
x[i]≡x（iTs）であり、Tsはサンプリング周期を表す。
【００３０】
　図1Aに示すように、2次の周期自己相関値CAFは、特定のパラメータの組み合わせ（α，
ν）の場合に大きな値（ピーク値）をとり、他のパラメータの組み合わせに対しては小さ
な値をとる。本実施例では、送信する信号を周波数軸方向に或る量だけ巡回シフト又はサ
イクリックシフト）することで、その信号のピークが立つ位置を周波数軸方向にずらす。
また、送信する信号を時間軸方向に或る量だけ巡回シフト又はサイクリックシフト）する
ことで、その信号のピークが立つ位置を時間軸方向にずらす。例えば、ある信号の2次の
周期自己相関値CAFのピークが（α，ν）において生じる場合、その信号を周波数軸方向
に巡回シフトし、かつ時間軸方向に巡回シフトすることで、ピークが生じる位置を（α＋
Δα，ν＋Δν）に変更することができる。したがって、例えばピークが立つ位置の巡回
シフト量の組み合わせ（α，ν）と、特定のデータとを予め対応付けておけば、受信機は
、ピークの位置を判別することで、送信されたデータが何であるかを判別できる。
【００３１】
　＜2．送信機＞
　図１Bは本実施例において使用される送信機の機能ブロック図を示す。図1Bには送信機
に備わる様々な機能要素のうち、本実施例に特に関連する機能部又は処理部が示されてい
る。送信機は、基本信号系列生成部11、2次信号系列生成部12、リソース割当制御部13、
多重及びサブキャリアマッピング部14、高速逆フーリエ変換部（IFFT）15及びガードイン
ターバル（GI）付与部16を少なくとも備えている。
【００３２】
　基本信号系列生成部11は、当該技術分野で既知の何らかの方法により、信号系列を生成
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する。信号系列は、送信機が送信する任意の信号とすることができるが、後述する2次信
号系列を生成する基礎となる信号系列である。基本信号系列生成部11は、ユーザが送信す
るデータ信号系列に対して、誤り訂正符号化、インターリーブ、シンボルマッピング等を
適用することで、基本信号系列を生成する。ここで、当該技術分野で既知の何らかの法を
用いる場合、例えば、M系列、gold系列或いはこれらの系列の一部が、例えばBPSKのよう
なシンボルにマッピングされてもよい。シンボルにマッピングされた後のシンボル系列に
対して、ヌルシンボル等を付加することで、系列長が調整されてもよい。ここで、信号の
系列長は、FFTポイント数の2n分の1であることが好ましい（nは自然数）。
【００３３】
　2次信号系列生成部12は、基本信号系列に基づいて2次信号系列を生成する。2次信号系
列生成部12については、後に図2を参照しながら説明する。
【００３４】
　リソース割当制御部13は、基本信号系列及び2次信号系列を送信するのに使用する無線
リソースの位置を決定する。例えば、当該送信機が基地局であった場合、無線チャネル状
態に基づくスケジューリングにより無線リソースが決定されてもよい。当該送信機がユー
ザ装置であった場合、リソース割当制御部13は、基地局から指定された無線リソースが何
であるかを示す信号を出力してもよい。l
　多重及びサブキャリアマッピング部14は、リソース割当制御部13により指定されたリソ
ースに基本信号系列及び2次信号系列を、時間軸方向及び周波数軸方向において、多重又
はマッピングする。多重又はマッピングの仕方は様々である。
【００３５】
　図3Aは基本信号系列及び2次信号系列をTDM方式により多重する方法の一例（フレーム構
造）を示す。説明の便宜上、フレームは、直交周波数多重分割（OFDM）方式のシンボル（
OFDMシンボル）を複数個含むものとする。図示の例の場合、システム帯域全域にわたる全
サブキャリアを使用して、基本信号系列のOFDMシンボルの後に、2次信号系列のOFDMシン
ボルが送信されている。使用されるサブキャリアが、システム帯域の全部であることは必
須でなく、一部のサブキャリアを用いて基本信号系列及び2次信号系列が送信されてもよ
い。
【００３６】
　図3Bは基本信号系列及び2次信号系列をFDM方式により多重する別の方法例（フレーム構
造）を示す。図示の例の場合、システム帯域におけるサブキャリアの半分を使用して、基
本信号系列及び2次信号系列を含む1つのOFDMシンボルが送信されている。この例の場合も
、半分より少ないサブキャリアを用いて基本信号系列及び2次信号系列が送信されてもよ
い。
【００３７】
　図3Cも基本信号系列及び2次信号系列をFDM方式により多重する別の方法例（フレーム構
造）を示す。図示の例の場合、基本信号系列及び2次信号系列のサブキャリアが交互に配
置されている。言い換えれば、基本信号系列は1サブキャリアおきにくしの歯状に等間隔
にマッピングされ、2次信号系列も1サブキャリアおきにくしの歯状に等間隔にマッピング
されている。等間隔にマッピングする間隔は2以上のサブキャリアであってもよい。
【００３８】
　図1Bの高速逆フーリエ変換部（IFFT）15は、基本信号系列及び2次信号系列が多重され
た信号を、高速逆フーリエ変換し、時間領域の信号を出力する。
【００３９】
　ガードインターバル（GI）付与部16は、IFFT部115からの出力に対して、ガードインタ
ーバル又はサイクリックプレフィックスを付加することで、OFDMシンボルを出力する。一
例として、ガードインターバルは、OFDMシンボルの有効シンボルの一部分をコピーするこ
とで作成され、有効シンボルとガードインターバルとを結合することで、OFDMシンボルが
完成する。OFDMシンボルを所定数個含む送信信号は、不図示の無線送信部により無線送信
される。
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【００４０】
　図2は、図1Bの2次信号系列生成部12の詳細な機能ブロック図を示す。図2には、適用可
能シフト量制御部21、適用不可能シフト量記憶部22、シフト量決定部23、周波数シフト部
24、位相回転量算出部25及び時間シフト量適用部26が示されている。
【００４１】
　適用可能シフト量制御部21は、送信信号に使用可能な又は適用可能な周波数シフト量及
び時間シフト量をシフト量決定部23に通知する。あるいは、使用できない又は適用できな
い周波数シフト量及び時間シフト量を通知してもよい。適用可能な周波数シフト量及び時
間シフト量が具体的に何であるかについては、後述する。本実施例におけるシフト量は、
周波数軸方向又は時間軸方向における信号の巡回シフト量を示す。
【００４２】
　適用不可能シフト量記憶部22は、適用できない周波数シフト量及び時間シフト量を記憶
する。適用可能シフト量制御部21は、適用できない周波数シフト量及び時間シフト量以外
の周波数シフト量及び時間シフト量をシフト量決定部23に通知する。
【００４３】
　シフト量決定部23は、使用できない周波数シフト量及び時間シフト量に基づいて、実際
に送信信号に適用する周波数シフト量及び時間シフト量を決定する。シフト量決定部23は
、データと、周波数シフト量と、時間シフト量との対応関係を示す所定のテーブルを参照
し、実際に送信するデータに対応する周波数シフト量及び時間シフト量を求める。例えば
、そのようなテーブルは、データ1に対して周波数シフト量α1及び時間シフト量ν1を対
応付け、データ2に対して周波数シフト量α2及び時間シフト量ν2を対応付け、データ3に
対して周波数シフト量α3及び時間シフト量ν3を対応付け、以下同様にして対応関係が予
め定められている。データ1、2、3、...は、任意のデータとすることができる。例えば、
データ1を「00」、データ2を「01」、データ3を「10」及びデータ4を「11」のようなビッ
ト列としてもよい。シフト量決定部23は、送信するデータに対応する周波数シフト量を周
波数シフト部24に通知し、送信するデータに対応する時間シフト量を位相回転量算出部25
に通知する。
【００４４】
　周波数シフト部24は、通知された周波数シフト量の分だけ、基本信号系列を周波数領域
において巡回シフト又はサイクリックシフトする。周波数シフト部24に入力される基本入
力信号系列は、周波数領域におけるものである。例えば、この基本入力信号系列のM個の
データd1、d2、...、dMがM個のサブキャリア＃1、＃2、...、＃Mにそれぞれ対応付けられ
ており、周波数シフト量が1サブキャリアであったとする。この場合、周波数シフト部24
が出力するM個のサブキャリアのデータは、それぞれd2、d3、...、dM 、d1となる。周波
数シフト量が2サブキャリアであった場合、周波数シフト部24が出力するM個のサブキャリ
アのデータは、それぞれd3、d4、...、dM 、d1、d2となる。なお、巡回シフトする向きは
、単なる一例にすぎず、逆向きでもよい。
【００４５】
　位相回転量算出部25は、時間シフト量に対応する位相回転量を算出する。一般に、ある
信号Xを時間軸上でシフトした信号Yを実現する場合、直接的な方法は、信号Xを時間軸上
でずらす操作を行うことである。しかしながら別の方法もあり、それは周波数領域におい
て行われる。この方法の場合、時間領域の信号Xをフーリエ変換し、信号Xの個々の周波数
成分（個々のサブキャリア）に、時間シフト量に対応する位相回転を適用し、逆フーリエ
変換することである。何れの方法によっても、信号Xを時間軸上でシフトした信号Yが得ら
れる。図示の例では、このように周波数領域において、時間シフトを実現している。この
ため、位相回転量算出部25は、シフト量決定部23から通知された時間シフト量に対応する
複数の位相回転量を算出し、それら複数の位相回転量を時間シフト適用部26に通知してい
る。
【００４６】
　時間シフト量適用部26は、位相回転量算出部25から通知された複数の位相回転量の各々
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を、周波数シフト部24の出力の複数のサブキャリア成分のうち、各自に対応するものに乗
算する。時間シフト量適用部26の出力は、図1Bの多重及びサブキャリアマッピング部14に
入力された後IFFT部15により時間領域の信号に変換される。これにより、指定された時間
シフト量だけ時間軸方向にシフトした信号が実現される。
【００４７】
　次に、適用可能な巡回シフト量について説明する。基本信号系列の系列長をKとすると
、適用可能な周波数シフト量は、原則として、0、1、...（K－1）である。適用可能な時
間シフト量は、無線リソースの割当パターン（多重法）に依存して異なる。
【００４８】
　図3Aに示すような割当パターンの場合、適用可能な時間シフト量は、0、N、2N、...、
（K－1)×Nのうちの何れかである。ただし、N＝ceil（FFTポイント数／系列長）であり、
ceilは、引数以上の最小の整数を返す天井関数である。例えば、図3Aにおいて、基本及び
2次信号系列がそれぞれシステム帯域全体を占め、FFTポイント数が系列長に等しかったと
する。この場合、N＝1であり、適用可能な時間シフト量は、0、1、2、...（K－1）となる
。
【００４９】
　図3Bに示すような割当パターンの場合も、図3Aの場合と同様に、適用可能な時間シフト
量は、0、N、2N、...、（K－1)×Nのうちの何れかである。ただし、N＝ceil（FFTポイン
ト数／系列長）である。例えば、図3Bにおいて、基本及び2次信号系列がそれぞれシステ
ム帯域全体の半分を占め、FFTポイント数（例えば、1024）が、系列長（512）の2倍であ
ったとする。この場合、N＝2であり、適用可能な時間シフト量は、0、2、4、...（K－1）
×2となる。
【００５０】
　図3Cに示すような割当パターンの場合、適用可能な時間シフト量は、0、1、2、...、（
K－1)のうちの何れかである。ただし、N＝ceil（FFTポイント数／系列長）である。例え
ば、図3Cにおいて、基本及び2次信号系列がそれぞれシステム帯域全体の半分を占め、FFT
ポイント数が、系列長の2倍であったとする。この場合、N＝2であり、適用可能な時間シ
フト量は、0、1、2、...（K－1）となる。
【００５１】
　図3A及び図3Bの場合に、適用可能な時間シフト量が、符号長Kの数より少なくなってし
まうのは、一部のサブキャリアを使用しないことに起因して、判別できない或いは判別が
困難な時間シフト量が生じるためである。例えば、ある時間シフト量X１を送信し、受信
機が受信する場合、時間シフト量X1にのみピークが発生することが望ましいが、時間シフ
ト量X2（≠X1）でも大きなピークが発生してしまうおそれがある。このように、判別でき
ない或いは判別しにくい時間シフト量を使用すると、誤検出や検出見逃しとなってしまう
確率が高くなり、伝送品質を向上させる観点からは好ましくないので、適用可能な時間シ
フト量から除外される。
【００５２】
　図3A－Cに示す以外の無線リソースの割当パターンが用いられてもよいが、その際は、
適用可能な時間シフト量を事前に調べておくことが望ましい。すなわち、判別が困難にな
る時間シフト量を実験により又はシミュレーションにより事前に特定し、そのような時間
シフト量が使用されてないようにすることが望ましい。
【００５３】
　また、信号の系列長が短かかった場合、第1の信号系列の時間シフト量X１及び周波数シ
フト量Y1に対応するピークが、同一或いは異なる第2の信号系列の時間シフト量X2及び周
波数シフト量Y2に対応するピークと同程度に高くなり、信号伝送の誤りの原因となってし
まうことも懸念される。そこで、使用される信号系列が既知であった場合、予め相関が高
いピークが発生する巡回シフト量を確認しておき、上記と同様に一部の巡回シフト量を適
用しないようにすることで、伝送品質の劣化を回避することが可能である。この場合、図
2の適用不可能シフト量記憶部22において、適用できない又は相応しくない巡回シフト量
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を記憶しておき、適用可能シフト量制御部21がこれらの巡回シフト量を選択しないように
することが好ましい。後述するように、一部の巡回シフト量を判定閾値の決定に使用する
場合、これらの巡回シフト量についても、適用不可能な巡回シフト量として記憶しておく
ことが望ましい。
【００５４】
　さらに、割り当てる無線リソースや、使用される信号系列が固定されている場合、シフ
ト量決定部23が適用可能な巡回シフト量を予め記憶しておき、巡回シフト量を指定するよ
うにしてもよい。
【００５５】
　図4は、時間シフトを実現する別の方式を示す。説明済みの要素には図1B、図2における
ものと同じ参照番号が付されている。この方式の場合、基本系列信号が周波数シフト部24
において周波数シフト（サイクリックシフト）される。周波数シフトが適用された基本信
号系列は、多重及びサブキャリアマッピング部42において、リソース割当制御部13からの
指示にしたがってリソースにマッピングされ、IFFT部43に入力される。IFFTの際、信号系
列がマッピングされないサブキャリアにはヌルシンボルが入力される。IFFT後の出力（時
間信号）に対して、時間シフト部44は巡回シフトを適用する。例えば、その時間信号のM
個の時間サンプル＃1、＃2、...、＃Mにおけるデータが、それぞれd1、d2、...、dMであ
り、時間シフト量が1時間サンプルであったとする。この場合、時間シフト部44が出力す
るM個の時間サンプルのデータは、それぞれd2、d3、...、dM 、d1となる。時間シフト量
が2時間サンプルであった場合、時間シフト部44が出力するM個の時間サンプルのデータは
、それぞれd3、d4、...、dM 、d1、d2となる。なお、巡回シフトする向きは、単なる一例
にすぎず、逆向きでもよい。時間シフト部44からの出力は、多重及びサブキャリアマッピ
ング部45において、IFFTが適用された基本信号系列と多重される。この場合における多重
は、対応する時間シンボル毎の加算である。その後、多重及びサブキャリアマッピング部
45の出力は、GI付加部16に入力され、無線送信される。
【００５６】
　図5は、送信機における動作例を示すフローチャートである。フローはステップS51から
始まり、ステップS52に進む。
【００５７】
　ステップS52において、送信機は、送信する信号に応じて、周波数シフト量及び時間シ
フト量を決定する。例えば、送信機は、データと巡回シフト量（周波数シフト量及び時間
シフト量）との所定の対応関係にしたがって、送信する信号に対応する巡回シフト量を決
定する。
【００５８】
　ステップS53において、送信機は、周波数領域において、送信する信号（基本信号系列
）を周波数シフト量の分だけ巡回的にシフト（サイクリックシフト）する。
【００５９】
　ステップS54において、送信機は、時間領域において、送信する信号（基本信号系列）
を時間シフト量の分だけ巡回的にシフト（サイクリックシフト）する。あるいは、送信機
は、周波数領域において、送信する信号（基本信号系列）の各サブキャリアに、時間シフ
ト量に対応する位相回転をそれぞれ加えることで、時間的なサイクリックシフトに等価な
処理を周波数領域で行ってもよい。いずれにせよ、ステップS54の後、周波数シフト及び
時間シフトがなされた基本信号系列が得られる。
【００６０】
　ステップS55において、周波数シフト及び時間シフトがなされた基本信号系列にガード
インターバルが付加され、OFDMシンボルが生成される。
【００６１】
　ステップS56において、所定数個のOFDMシンボルを含む送信信号が無線送信され、フロ
ーはステップS57に進み、終了する。
【００６２】
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　＜3．受信機＞
　図6は、上記の送信機に対応する受信機の機能ブロック図を示す。図6には受信機に備わ
る様々な機能要素のうち、本実施例に特に関連する機能部又は処理部が示されている。受
信する信号の中心周波数、受信する信号の帯域幅、無線リソースの利用パターン（配置情
報）、受信する信号のタイミング等の情報は、受信機にとって既知であるものとする。受
信機は、高速フーリエ変換部（FFT）61、基本信号系列抽出部62、2次信号系列抽出部63、
2次元相関検出部64、閾値決定部65及び情報検出部66を少なくとも備えている。
【００６３】
　高速フーリエ変換部（FFT）61は、受信した信号を高速フーリエ変換することで、受信
した信号を周波数領域の信号に変換する。
【００６４】
　基本信号系列抽出部62は、変換された周波数領域の信号から、基本信号系列を抽出する
。受信機は、基本及び2次信号系列の配置情報及び周波数同期の情報を既に所有している
ので、受信信号から基本信号系列を抽出することができる。
【００６５】
　2次信号系列抽出部63は、変換された周波数領域の信号から、2次信号系列を抽出する。
【００６６】
　2次元相関検出部64は、取得した基本信号系列と、取得した2次信号系列に時間シフト及
び周波数シフトの逆操作を適用したものとの2次の周期自己相関値CAFを計算し、ピークの
有無を判定する。この点については後述する。
【００６７】
　閾値決定部65は、ピークの有無を判定する際に使用される閾値を決定する。
【００６８】
　情報検出部66は、ピークに対応するデータを検出し、不図示の処理部に通知する。
【００６９】
　図7は、受信機の2次元相関検出部64の詳細な機能ブロック図を示す。図7には、閾値決
定部65に加えて、シフト量制御部71、逆高速フーリエ変換部（IFFT部）72、時間逆シフト
適用部73、高速フーリエ変換部（FFT部）74、周波数逆シフト適用部75、相関計算部76及
びピーク検出部77が示されている。
【００７０】
　シフト量制御部71は、送信機において使用された時間シフト量を時間逆シフト適用部73
に通知し、かつ送信機において使用された周波数シフト量を周波数逆シフト適用部75に通
知する。
【００７１】
　逆高速フーリエ変換部（IFFT部）72は、受信信号から取得された2次信号系列を逆高速
フーリエ変換し、2次信号系列を時間領域の信号に変換する。
【００７２】
　時間逆シフト適用部73は、時間領域の信号に対して巡回シフトを適用する。例えば、時
間信号のM個の時間サンプル＃1、＃2、...、＃Mにおけるデータが、それぞれd1、d2、...
、dMであり、送信側で適用された時間シフト量が1時間サンプルであったとする。この場
合、時間逆シフト適用部73が出力するM個の時間サンプルのデータは、それぞれdM、d1、d

2、...、dM-1となる。送信側で適用された時間シフト量が2時間サンプルであった場合、
時間逆シフト部73が出力するM個の時間サンプルのデータは、それぞれdM-1、dM、d1、...
、dM-2となる。なお、巡回シフトする向きは、単なる一例にすぎず、逆向きでもよい。要
するに、送信側で行われる巡回シフトの向きと、受信側で行われる巡回シフトの向きが逆
向きであればよい。
【００７３】
　高速フーリエ変換部（FFT部）74は、巡回的に時間シフトされた2次信号系列を高速フー
リエ変換し、2次信号系列を周波数領域の信号に変換する。
【００７４】
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　周波数逆シフト適用部75は、周波数領域の信号に対して巡回シフトを適用する。例えば
、2次信号系列のM個のデータd1、d2、...、dMがM個のサブキャリア＃1、＃2、...、＃Mに
それぞれ対応付けられており、送信側で適用された周波数シフト量が1サブキャリアであ
ったとする。この場合、周波数逆シフト適用部75が出力するM個のサブキャリアのデータ
は、それぞれdM、d1、d2、...、dM-2 、dM-1となる。送信側で適用された周波数シフト量
が2サブキャリアであった場合、周波数逆シフト適用部75が出力するM個のサブキャリアの
データは、それぞれdM-1、dM、d1、...、dM-2となる。なお、巡回シフトする向きは、単
なる一例にすぎず、逆向きでもよい。要するに、送信側で行われる巡回シフトの向きと、
受信側で行われる巡回シフトの向きとが逆向きであればよい。
【００７５】
　このように、ある時間逆シフトが適用された2次信号系列を記憶しておき、この時間逆
シフトに対応する全ての周波数逆シフト信号を、記憶している信号を用いて生成できる。
このため、時間逆シフト及び周波数逆シフトが適用された2次系列受信信号を比較的小さ
な計算量で生成することができる。
【００７６】
　相関計算部76は、基本信号系列と、時間シフト及び周波数シフトが逆向きに適用された
2次信号系列との周期自己相関値CAFを計算し、相関値のピークを検出する。上述したよう
に、周期自己相関値CAFは、巡回シフト量（周波数シフト量α及び時間シフト量ν）の組
み合わせにより指定される。周波数シフト量はサイクリック周波数αに対応する。時間シ
フト量はラグパラメータνに対応する。相関計算部76は、受信する可能性のある全ての信
号について2次の周期自己相関値CAFを計算する必要があるので、ピークが存在する可能性
がある全ての巡回シフト量（α，ν）の組み合わせに対して相関値を計算する。巡回シフ
ト量の組み合わせが何であるかは、シフト量制御部71から通知される。
【００７７】
　ピーク検出部77は、相関計算部76により計算された2次の周期自己相関値CAFが、予め指
定された閾値を超えるか否かを判定することで、ピークの有無を判定する。また、無線リ
ソースにおいてピークが存在することが既知であった場合は、最も大きなピークの相関値
CAFが選択される。ピークに対応する巡回シフト量の組み合わせ（α，ν）は、図6の情報
検出部66に通知され、巡回シフト量の組み合わせに対応するデータが検出される。
【００７８】
　図8は、図6及び図7に示されている閾値決定部65の詳細な機能ブロック図を示す。概し
て、閾値決定部は、図7に示されている71－76と同様に、シフト量制御部81、逆高速フー
リエ変換部（IFFT部）82、時間逆シフト適用部83、高速フーリエ変換部（FFT部）84、周
波数逆シフト適用部85及び相関計算部86を有する。これらの要素81－86は、図7に示され
ている要素71－76と同様であるので説明を省略する。閾値決定部65が要素71－76と別に要
素81－86を有することは必須ではなく、それらが共用されてもよい。
【００７９】
　閾値算出部87は、相関計算部86において計算された全ての相関値CAFから、最大値、平
均値及びノイズレベル等を判別し、これらに基づいて閾値を決定する。例えば、閾値算出
部87は、相関値CAFのノルムの平均値を求め、この平均値に既定のマージンを加算するこ
とで、閾値を求めてもよい。さらに、マージンは、相関値CAFのノルムの分散に応じて異
なってもよい。
【００８０】
　図9に示すように、相関値CAFの分散が小さかった場合、マージンを小さくすることが考
えられる。相関値CAFの分布が、特定の巡回シフト量（α，ν）に集中していた場合、閾
値が低くてもピークの検出精度は劣化しないからである。これに対して、相関値CAFの分
散が大きかった場合、マージンを大きくすることが考えられる。相関値CAFが様々な巡回
シフト量（α，ν）にわたって分布していた場合、閾値を高くしなければピークの検出精
度が劣化してしまうからである。分散値とマージンの関係は、誤検出確率（ピークが存在
しないにもかかわらずピークとして判断してしまう確率）、検出見逃し確率（ピークが存
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在するのに、ピークがないと判断してしまう確率）を考慮して、予め受信機に記憶してお
くことが好ましい。
【００８１】
　図10は、2次元相関検出部の代替例の機能ブロック図を示す。周波数領域で相関値を計
算する図7に示す例とは異なり、図10に示す例は、相関計算部76が時間領域において相関
値を計算している。このため、周波数領域の基本信号系列を時間領域の系列に変換する逆
高速フーリエ変換部（IFFT部）101が、相関計算部76の入力側に設けられている。また、
時間領域の2次信号系列を相関計算部76に入力する必要があるので、2次信号系列の処理の
順序が変更されている。具体的には、2次信号系列は、周波数逆シフト適用部75、IFFT部7
2及び時間逆シフト適用部73を経て相関計算部76に入力される。相関計算部76は、時間領
域の基本信号系列及び2次信号系列について2次の周期自己相関値CAFを計算し、計算結果
をピーク検出部77に通知する。
【００８２】
　この構成の場合、周波数逆シフトが適用された2次信号系列を記憶しておき、その周波
数逆シフトに対応する全ての時間逆シフト信号を、記憶している信号を用いて生成するこ
とで、時間及び周波数逆シフトが適用された2次系列受信信号を比較的小さな計算量で生
成することができる．
　図11は、受信機における動作例を示すフローチャートである。フローはステップS111か
ら始まり、ステップS112に進む。
【００８３】
　ステップS112において、受信機は、受信信号から基本信号系列及び2次信号系列を抽出
する。
【００８４】
　ステップS113において、受信機は、周波数逆シフト及び時間逆シフトが適用された2次
信号系列を導出する。
【００８５】
　ステップS114において、受信機は、基本信号系列と、周波数逆シフト及び時間逆シフト
が適用された2次信号系列との2次の周期自己相関値CAFを計算する。
【００８６】
　ステップS115において、受信機は、計算した相関値CAFのピークを検出し、ピークに対
応する情報を検出し、フローはステップS116に進み、終了する。
【００８７】
　本実施例による送信機及び受信機を使用する場合、周波数方向の巡回シフトを用いてい
るので、OFDMシンボル1つで送信信号に周波数シフトを適用することができ、少ない計算
量で効率的な信号伝送を行うことが可能になる。無線リソースの割当パターンや系列長に
応じて適用可能な巡回シフト量（周波数シフト量及び時間シフト量）を制御することによ
り、ピーク判定における誤判定確率を低減させることができる。さらに、受信機において
、対象となる系列の信号のみを抽出して相関検出を行うので、他の信号からの干渉の影響
を低減（誤判定確率を低減）でき、かつ小規模なFFT及びIFFTによる少ない計算量で受信
信号処理を実行できる。
【００８８】
　＜4．第1の変形例＞
　ところで、送信機及び受信機の組（ペア）が複数個存在する場合、受信機は、通信相手
の送信機だけでなく、通信相手でない送信機からの信号も受信することになる。例えば、
図12に示す環境の場合、端末A及び端末Bが通信を行っており、端末X及び端末Yが通信を行
っている。この場合、端末A及びB間で通信されている信号が、端末X、Yに届くかもしれな
い。この場合、端末X、Yが計算する2次の周期自己相関値CAFは、自身の信号に対応する巡
回シフト量のピークだけでなく、端末A及びB間の信号に対応する巡回シフト量のピークを
も示す。これは、1対多の放送型の通信には適しているが、個々の端末が独立した独立し
た通信を行う場合には適切でない。この問題を解決する１つの方法として、本変形例では
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、符号拡散が使用される。
【００８９】
　図13は、本変形例による2次信号系列生成部を示す。この2次信号系列生成部は、図1Bの
2次信号系列生成部12として使用可能である。言い換えれば、この2次信号系列生成部は、
図2の2次信号系列生成部の代替例である。概して、2次信号系列生成部は、図2に示されて
いるのと同様な要素21－26を有することに加えて、拡散部131を有する。
【００９０】
　拡散部131は、基本信号系列を符号拡散する。この場合における符号拡散は、基本信号
系列に、送信機及び受信機間に固有の拡散符号を乗算する直接拡散方式により行われても
よい。あるいは、符号拡散は、基本信号系列に対して異なるインターリーブを適用するこ
とで行われてもよい。拡散された基本信号系列に対して、上述したように周波数シフト及
び時間シフトが適用される。
【００９１】
　図14は、送信機において符号拡散が行われる場合に使用される受信機の機能ブロック図
を示す。概して、図6に示す構成と同様であるが、2次信号系列生成部63と2次元相関検出
部64との間に逆拡散部141が設けられている点が異なる。逆拡散部141は、送信機の拡散部
131に対応する処理を行うことで、逆拡散を行う。本変形例の場合、受信機は、逆拡散を
行う必要があるので、送信機において使用されている拡散の方法が既知である必要がある
。
【００９２】
　本変形例の場合、端末毎に異なる拡散処理が行われるので、同一エリアで同一の無線リ
ソースを使用して通信を行う送受信ペアが存在する場合においても、これらの送受信機間
において独立な通信路を確立することができる。
【００９３】
　＜5．第2の変形例＞
　ところで、受信機が相関値CAFと閾値を比較してピークの有無を判定する際、その閾値
を適切な値に設定しなければならないことは言うまでもない。2次の周期自己相関値CAFは
、巡回シフト量（周波数シフト量及び時間シフト量）の様々な値に対して、様々な値をと
り、相関値CAFの分布は領域によって異なる。例えば、一部の周波数シフト量に対して大
きな干渉信号が存在するような場合がある。送信信号を符号拡散する上記の例の場合、拡
散符号により信号を区別することで、信号系列が伝送されない無線リソース上からの干渉
の影響は回避できる。しかし、信号系列が伝送される周波数帯域の一部に大きな干渉信号
が存在する場合、受信機は干渉の影響を大きく受けるので、ピーク判定の閾値を高く設定
する必要がある。さらに、周波数選択性フェージングの影響もあり、図3Cに示すようにく
しの歯状に分散したリソース配置を用いる場合において、周波数シフト量が小さい場合、
チャネル相関が高いので、所望信号のレベル及び他の干渉による背景雑音のレベルが大き
くなる。この場合も閾値を高く設定する必要がある。したがって、閾値は、領域に応じた
適切な値にすることが望ましい。さらに、閾値判定を行う周波数シフト量と、閾値を算出
する巡回シフト量が、同様の値であることが好ましい．
　このような要請に応じるため、本変形例では、ある周波数シフト量に対するピーク検出
に用いる閾値を算出する領域を予め決定しておき、周波数シフト量ごとに異なる閾値を設
定する。
【００９４】
　図15は、周波数シフト量α及び時間シフト量νの2次元平面において、データを伝送す
るために使用するデータ伝送領域Dと、閾値を判定するための閾値判定領域Rとを設定して
いる様子を示す。データ伝送領域Dに含まれている巡回シフト量の組み合わせ（α，ν）
は、通信するデータに対応するものであり、データと巡回シフト量の組み合わせとの所定
の対応関係から決定することができる。閾値判定領域Rの周波数シフト量の範囲は、デー
タ伝送領域の周波数シフト量の範囲と同一になるように設定され、かつ何らかのピークが
生じない領域として既知の領域である。
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【００９５】
　図16は、データ伝送領域及び閾値判定領域の設定例を示す。図示の例の場合、データ伝
送領域D内の巡回シフト量（α，ν）に対応するピークを検出する際に使用される閾値は
、閾値判定領域R内の巡回シフト量（α，ν）に対応する相関値から計算されたものであ
る。すなわち、閾値判定領域Rにおける相関値CAFの平均値に所定のマージンを加えた閾値
を用いて、データ伝送領域Dにおけるピークの有無が判定される。この方法の場合、検出
対象のピークの周波数（サイクリック周波数又は周波数シフト量α）毎に、閾値が設定さ
れてもよい。さらに、連続するサイクリック周波数又は周波数シフト量を一つのブロック
とし、このブロックに閾値判定領域を設定してもよい。閾値判定領域Rは、何らかのピー
クが生じない領域であることが予め分かっている領域である。
【００９６】
　図17は、データ伝送領域及び閾値判定領域の別の設定例を示す。図示の例の場合も、デ
ータ伝送領域D内の巡回シフト量（α，ν）に対応するピークを検出する際に使用される
閾値は、閾値判定領域R内の巡回シフト量（α，ν）に対応する相関値から計算されたも
のである。閾値判定領域Rは、何らかのピークが生じない領域であることが予め分かって
いる領域である。
【００９７】
　なお、図15－17に示す例では、データ伝送領域D及び閾値判定領域Rを排他的に分けてい
るが、このことは必須ではない。例えば、基本信号系列の自己相関出力及び2次信号系列
の自己相関出力から閾値を決定してもよい。相互相関と同様に、基本信号系列の自己相関
出力及び2次信号系列の自己相関出力における各サブキャリアに対して、指定されている
領域の相関値の平均値を求め、その平均値から閾値が算出されてもよい。相関値の平均値
を算出する際、時間シフト量が0であり周波数シフト量も0である場合の相関値は、除外さ
れることが望ましい。
【００９８】
　さらに、別の方法として、2次信号系列（或いは基本系列受信信号）に対して使用され
ていない拡散符号を用いて符号拡散を行い、相関値を計算した後、上記と同様の方法で相
関値を用いて閾値が算出されてもよい。また、閾値が周波数に依存する場合は、符号拡散
としてインターリーブ型ではなく、直接拡散を用いることが好ましい。
【００９９】
　以上本発明は特定の実施例を参照しながら説明されてきたが、それらは単なる例示に過
ぎず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。例えば、
本発明は、波形特徴量を用いて信号の存否を検出する適切な如何なる移動通信システムに
適用されてもよい。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特
に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されても
よい。発明の理解を促すため具体的な数式を用いて説明がなされたが、特に断りのない限
り、それらの数式は単なる一例に過ぎず適切な如何なる数式が使用されてもよい。実施例
又は項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上のは項目に記載された事項が必要に
応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載さ
れた事項に（矛盾しない限り）適用されてよい。説明の便宜上、本発明の実施例に係る装
置は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフ
トウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。ソフトウェアは、ランダムアク
セスメモリ（RAM）、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ（ROM）、EPROM、EEPROM、
レジスタ、ハードディスク（HDD）、リムーバブルディスク、CD－ROM、データベース、サ
ーバその他の適切な如何なる記憶媒体に用意されてもよい。本発明は上記実施例に限定さ
れず、本発明の精神から逸脱することなく、様々な変形例、修正例、代替例、置換例等が
本発明に包含される。
【符号の説明】
【０１００】
　11　基本信号系列生成部
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　12　2次信号系列生成部
　13　リソース割当制御部
　14　多重及びサブキャリアマッピング部
　15　高速逆フーリエ変換部（IFFT）
　16　ガードインターバル（GI）付与部
　21　適用可能シフト量制御部
　22　適用不可能シフト量記憶部
　23　シフト量決定部
　24　周波数シフト部
　25　位相回転量算出部
　26　時間シフト量適用部
　61　高速フーリエ変換部（FFT）
　62　基本信号系列抽出部
　63　2次信号系列抽出部
　64　2次元相関検出部
　65　閾値決定部
　66　情報検出部
　71　シフト量制御部
　72　逆高速フーリエ変換部（IFFT部）
　73　時間逆シフト適用部
　74　高速フーリエ変換部（FFT部）
　75　周波数逆シフト適用部
　76　相関計算部
　77　ピーク検出部

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２】 【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図３Ｃ】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】
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