
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直角位相のＩ成分とＱ成分とを含む出力信号を発生するように直角位相Ｉ入力信号とＱ
入力信号とを変調する手段と、変調器の出力信号から、変調器の記号クロックに基づくレ
ートで、瞬時振幅サンプルを取り出す手段 (12)とを備えたデジタル直角変調器において、
　同じ公称振幅を有する振幅サンプルを計算用に選択する手段 (13もしくは 23)と、
　特定の時間に変調しようとする記号の方向角度を特定の方向角度セクターに分類する手
段（ 13）と、
　特定の時間に送信しようとする記号に対応する方向角度セクターに前記の選択された振
幅サンプルをリンクする手段 (13)と、
　特定の方向角度セクターに属するサンプルの振幅を他方の方向角度セクターもしくは理
想的な値と比較して、変調器の出力信号から、局部発振器の搬送波漏れ、Ｉチャンネルと
Ｑチャンネルとの間の振幅不平衡、ＩチャンネルとＱチャンネルとの間の直角エラー、そ
して振幅エラーを含む動作歪みを決定する手段 (13)と、
　決定されたすべての動作歪を繰り返し同時に修正するフィードバックループを形成する
ことにより、動作歪みに応答して変調器の調整パラメータを修正する手段 (14)と、
を備えたことを特徴とするデジタル直角変調器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、変調器の入力信号が直角位相Ｉ及びＱチャンネルより成るデジタル直角位相
変調器の動作において不完全さを測定し、変調器の通常の動作中に変調器の理想的な状態
からの出力信号の歪を決定し、そしておそらく修正するような方法に係る。この方法は、
直角復調ミクサにおいてその不完全さを測定しそして修正するのにも適している。又、本
発明は、本発明の方法により不完全さを決定しそしておそらく修正するところのデジタル
直角変調器及び直角復調器にも係る。
【背景技術】
【０００２】
　直角変調器には多数の不完全さが発生し、変調器の通常の動作中にその影響を除去する
ことは困難である。不完全さの除去には問題がある。というのは、変調器の特性が搬送波
周波数、温度、劣化等によって変化し、実際には、元々の同調に加えて必要とされる変調
器の定期的な保守を行なわずにこのような変化を補償することができないからである。
【０００３】
　不完全さとは、次のものを含む。
Ａ．直角変調器のＩ及び／又はＱチャンネルに現われるオフセット電圧。この電圧は、搬
送波を出力信号へと漏洩させる。
Ｂ．増幅度の差、ひいては、信号レベルの差がＩ及びＱチャンネルに現われて、出力信号
の振幅値によりＩ／Ｑ平面に発生されるコンステレーションに歪を生じさせる。この歪は
受信の妨げとなる。
Ｃ．所望の９０°位相シフトからのずれがＩ及びＱチャンネル間に現われて、受信におい
てＩ及びＱチャンネル間にクロストークを生じさせ、ひいては、受信を妨げる。
Ｄ．変調器（又は全送信器）の出力電力が変化する。
【０００４】
　これらの問題は以前から知られており、例えば、次のような解決策が提案されている。
【０００５】
　米国特許第５，０１２，２０８号は、Ｉ及びＱチャンネルの信号に伴う出力信号振幅変
化をアナログ手段で修正することにより直角変調器の搬送波漏洩（問題Ａ）に対する解決
策を提供する。
【０００６】
　米国特許第５，４４２，６５５号は、２段階手順を用いてＩ及びＱチャンネルのオフセ
ット電圧を測定しそして修正する直角位相復調器を開示している。第１段階では、測定時
間が記号クロックにリンクされずにＩ及びＱチャンネルの平均電圧が測定される。この平
均値が次いで真の値から減算され、そしておおよそ修正された値が微修正段階へと送られ
る。微修正段階では、粗修正段階の出力信号（Ｉ／Ｑ電圧対）が、Ｉ電圧とＱ電圧の比に
基づいて位相角セクターに分割される。軸（Ｉ又はＱ）に対するセクター内の信号点の平
均距離が反対の軸（Ｑ又はＩ）から計算され、互いに逆のセクターにおける距離の差とし
てオフセット電圧が計算される。このオフセット電圧が次いでＩ及びＱ電圧から減算され
る。上記特許は、直角復調器において問題Ａに適用される解決策を開示している。
【０００７】
　ＥＰ特許出願第６０８５７７Ａ１号は、上記米国特許第５，０１２，２０８号と同様に
、全ての上記問題（Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤ）に対する解決策を提供し、その機能は、変調器の
通常の動作を同調の時間中に中断しそして変調器に複数の既知のテスト信号を送り込むと
いう考え方のみに基づいている。
【０００８】
　更に、ＥＰ特許出願第０５０３５８８Ａ２号も、全ての上記問題（Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤ）
に対する解決策を提供するが、この場合は、変調器エラーの測定が２つの別々の構成のみ
に基づく。即ち、（１）特定の既知のテスト信号を用いて、通常のオペレーションを中断
する。又は（２）通常の動作中に変調器の各調整パラメータに僅かな周期的干渉を別々に
生じさせ、そして出力信号に対する各調整パラメータ干渉の影響を調べる。
【０００９】
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【特許文献１】米国特許第５，０１２，２０８号
【特許文献２】米国特許第５，４４２，６５５号
【特許文献３】ＥＰ特許出願第６０８５７７Ａ１号
【特許文献４】ＥＰ特許出願第０５０３５８８Ａ２号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　米国特許第５，０１２，２０８号の装置は、直角変調器の搬送波漏洩（問題Ａ）に対す
る解決策を提供するが、他の問題（Ｂ、Ｃ及びＤ）を解決するための助けとならない。
【００１１】
　ＥＰ特許出願第６０８５７７Ａ１号の装置は、装置の連続動作中に発生する不完全さを
修正することができず、又、変調器の製造又は初期化に関連して別々の同調を実行するこ
とを必要とする。
【００１２】
　ＥＰ特許出願第０５０３５８８Ａ２号の解決策は、通常の動作を中断するか又は通常の
信号に干渉を付加することを必要とし、従って、非常に複雑な構成となる。
【００１３】
　本発明の目的は、容易に自動化及びデジタル化できる簡単な仕方で全ての上記問題Ａ、
Ｂ、Ｃ及びＤを解消できるデジタル直角変調器を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　前述の目的は、出力信号の振幅から、変調器の記号クロックに基づくレートで、多数の
瞬時サンプルを取り出し、それらのサンプルに対応する送信信号の方向角度を、送信され
るべきデータビット又は変調器の入力信号に基づいて、異なる方向角度セクターに分割し
、そして異なる方向角度セクター間の振幅サンプル偏差から、又は公称値から、変調器動
作における歪の大きさを計算するという段階を備えた本発明の方法により達成される。
【００１５】
　又、この方法は、変調器動作における不完全さの測定結果を使用して、全ての上記不完
全さを繰り返し同時に修正するフィードバックループを形成することにより変調器の動作
を調整するという段階を含むのが効果的である。
【００１６】
　又、本発明は、復調器の直角ミクサの出力信号が直角位相Ｉ及びＱチャンネルより成る
デジタル直角復調器の動作において不完全さを測定し、復調器の通常の動作中に、復調器
の直角ミクサの出力信号から、オフセット電圧、Ｉ及びＱチャンネルの振幅の不平衡、Ｉ
及びＱチャンネル間の直角エラー、並びに全振幅エラーを決定するような方法にも係る。
この方法は、復調器直角ミクサの出力信号の振幅から、即ちＩ及びＱチャンネルにより形
成されたベクトルの振幅から、復調器の記号クロックに基づくレートで多数の瞬時サンプ
ルを取り出し、それらのサンプルに対応する復調器出力信号ベクトルの方向角度を、Ｉ及
びＱチャンネルの電圧に基づいて、異なる方向角度セクターに分割し、そして異なる方向
角度セクター間の振幅サンプル偏差から、又は公称値から、復調器動作における歪の大き
さを計算するという段階を備えている。
【００１７】
　又、この方法は、復調器動作における不完全さの測定結果を使用して、全ての上記不完
全さを繰り返し同時に修正するフィードバックループを形成することにより復調器の動作
を調整するという段階を含むのが効果的である。
【００１８】
　本発明は、変調器／復調器の出力振幅を監視することをベースとし、とりわけ、記号ク
ロックに基づくレートで変調信号から得た多量の瞬時サンプルからＩ／Ｑ平面（コンステ
レーション図として知られているものから）上で簡単な推測ルールを用いて全ての上記不
完全さ（Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤ）を測定できるという観察をベースとする。
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【００１９】
　問題Ａに対する本発明の解決策として、各軸に対する２つの逆の方向角度セクター内に
おけるサンプルの振幅差からＩ及びＱチャンネルのＤＣオフセットが決定される。
【００２０】
　問題Ｂに対する解決策として、各軸の周りの２つの逆の方向角度セクター内における１
つのチャンネルのサンプルの振幅の和が他のチャンネルに対してどれほど増加又は減少す
るかに基づいてＩ及びＱチャンネルの信号レベルの差が決定される。
【００２１】
　問題Ｃに対する解決策として、Ｉ及びＱ軸に対して４５°の角度にある２つの軸の一方
の周りで互いに逆方向の方向角度セクター対内におけるサンプルの振幅の和が他の軸に対
してどれほど増加又は減少するかに基づいて、Ｉ及びＱチャンネルの搬送波における９０
°位相差の位相エラーが決定される。
【００２２】
　問題Ｄに対する解決策として、変調器／復調器の出力電力の変化がサンプルの振幅に基
づいて決定される。
【００２３】
　この方法を簡単に実施するために、同じ公称振幅を有すると知られている記号に関連し
たサンプルのみが計算に受け入れられるようにサンプルグループを減少するのが効果的で
ある。
【００２４】
　又、本発明は、直角位相Ｉ及びＱ成分より成る出力信号を発生するように直角位相Ｉ及
びＱ信号を変調する手段を備えたデジタル直角変調器にも係る。本発明によれば、この直
角変調器は、変調器の出力信号から、変調器の記号クロックに基づくレートで、瞬時サン
プルを取り出す手段と、特定の時間に変調されるべき記号を特定の方向角度セクターへと
分類する手段と、特定の時間に送信されるべき記号に対応する方向角度セクターに出力信
号の振幅サンプルをリンクする手段と、各方向角度セクターに属するサンプルの振幅を他
の方向角度セクター又は理想的な値と比較し、変調器の出力信号から、局部発振器の搬送
波漏れ、Ｉ及びＱチャンネル間の振幅不平衡、Ｉ及びＱチャンネル間の直角エラー、並び
に振幅エラーを決定するための手段とを備えたことを特徴とする。
【００２５】
　この変調器は、所定の歪に応答して、全ての上記不完全さを繰り返し同時に修正するフ
ィードバックループを形成することにより、変調器の調整パラメータを修正する手段を更
に備えているのが効果的である。
【００２６】
　又、本発明は、直角変調の入力信号からアナログの直角位相Ｉ及びＱ出力信号を発生す
るための直角ミクサを備えたデジタル直角復調器にも係る。この復調器は、直角ミクサの
Ｉ及びＱ出力信号から、復調器の記号クロックに基づくレートで、瞬時サンプルを取り出
す手段と、Ｉ及びＱサンプルから出力信号の全振幅サンプルを計算する手段と、特定の時
間に受信した記号の方向角度を特定の方向角度セクターへと分類する手段と、直角ミクサ
の出力信号の振幅サンプルをそれに対応する方向角度セクターにリンクする手段と、各方
向角度セクターに属するサンプルの振幅を理想的な値又は他のセクターと比較し、オフセ
ット電圧、Ｉ及びＱチャンネル間の振幅不平衡、Ｉ及びＱチャンネル間の直角エラー、並
びに全振幅エラーを繰り返し同時に決定するための手段とを備えたことを特徴とする。
【００２７】
　この復調器は、所定の歪に基づくやり方で、全ての上記不完全さを繰り返し同時に修正
するフィードバックループを形成することにより、変調器の調整パラメータを修正する手
段を更に備えているのが効果的である。
【００２８】
　本発明の変調器又は復調器の構造を簡単化するために、同じ公称振幅を有する振幅サン
プルを選択するための手段を更に備えているのが効果的である。
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【００２９】
　本発明の装置においては、変調器の通常の動作中に、ユーザによる測定を必要とせずに
、全ての上記不完全さが連続的に検出される。そのデジタル形態の構成において、本発明
の装置は、変調器の他の基本帯域部分と共に同じ回路にほぼ完全に容易に一体化される。
不完全さが検出された後に、それらを変調器の通常の動作中に自動的に且つ連続的に修正
することができる。
【００３０】
　上記によれば、本発明の基本的な発見は、送信／受信されるべき記号に依存するやり方
で変調器（送信器）／復調器ミクサの出力信号の瞬時振幅のみを調査することによりコン
ステレーションにおける上記歪を測定できることである。従って、本発明による方法の実
際の構成は、変調の理想的なコンステレーションが１つの同じ振幅をもつ多数（＞２）の
点より成る場合に制限されるので、より容易で且つより正確なものとなる。このような変
調は、ＰＳＫ（少なくとも３つ、即ち実際には４つの位相モード）及びＱＡＭの異なるバ
ージョン、並びに直角変調器を用いて発生される全ての一定振幅変調（例えば、ＣＰＭ）
を含む。ほとんどの振幅に関連して、記号クロックのレートでサンプリングを行うことが
できるが、ある変調は、記号クロック周期間に振幅を測定することを必要とする。一定振
幅の場合には、電力測定の非直線性が、実行されるべき不完全さの修正にエラーを生じる
ことはない。このような一定振幅点をもたずに本発明を実施する場合には、不完全さの修
正において同等の精度は得られない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、本発明は、一定振幅のコンステレーション点の検討に基づく実施形態により、添
付図面を参照して、理論的にのみ詳細に説明する。公称一定振幅をもつコンステレーショ
ン点に限定して説明する本発明の好ましい実施形態では、当該振幅から次のように異なる
歪の値を結論付けることができる。
【００３２】
Ａ．ＤＣオフセットの測定は、測定されるべき点がコンステレーションにおいてＩ及びＱ
軸に接近していることを必要とする (軸からコンステレーション点までの最大距離が２２
．５％であるような例えば８ＰＳＫ、１６ＱＡＭ、ｐｉ／４－ＱＰＳＫ及びＴＦＭ変調に
特に良く適しており、又、軸からコンステレーション点までの最大距離が４５°であるよ
うなＱＰＳＫ変調にも機能する )。Ｉチャンネルのオフセットは、コンステレーション点
が正のＩ軸に接近した記号からの出力振幅を測定し、そしてコンステレーション点が負の
Ｉ軸に接近した記号に対応する出力振幅（同数の）をそれらから減算することにより、見
出すことができる。軸までの距離が短いほど、次の式は高い精度となる。Ｑチャンネルの
オフセットは、対応的に測定される。従って、
　ｄＵＩ＝（Ａ０－Ａ４）＊Ｋ１
　ｄＵＱ＝（Ａ２－Ａ６）＊Ｋ１
但し、ｄＵＩ＝Ｉ信号オフセットである。
　　　ｄＵＱ＝Ｑ信号オフセットである。
　　　Ａｎ＝半軸（正又は負の半分）数ｎに近いコンステレーション点に対して測定さ
　　　　　　れた出力振幅の平均である。軸は、正のＩ軸から４５°の間隔で反時計方
　　　　　　向に番号付けされる (ｎ＝０、…７ )。
　　　Ｋｍ＝装置の実現に基づく倍率係数である。
【００３３】
　又、オフセットは、ほぼ逆の振幅の差ではなく、個別の振幅を公称振幅と比較すること
により測定することもでき、このときの最終結果は、他の不完全さからの著しい量の影響
も含み、オフセットの割合を分離することができない。
【００３４】
Ｂ．Ｉ及びＱチャンネルの信号レベルの差の測定は、上記のように、測定されるべき点が
コンステレーションにおいてＩ及びＱ軸に接近していることを必要とする (従って、軸か
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らコンステレーション点までの最大距離が２２．５°であるような８ＰＳＫ、１６ＱＡＭ
、ｐｉ／４－ＱＰＳＫ及びＴＦＭ変調に特に良く適している )。
　ＡＩ－ＡＱ＝（Ａ０＋Ａ４－Ａ２－Ａ６）＊Ｋ２
但し、ＡＩ－ＡＱ＝Ｉ信号とＱ信号との間の振幅差である (変調器ミクサ等の応答も考慮
　　　　　　　　　するのが効果的である )。
　この場合も、この式では他の不完全さの影響が著しく打ち消される。
【００３５】
Ｃ．直角エラー（Ｉ軸とＱ軸との間の９０°の角度のエラーｄθ）の測定は、コンステレ
ーションにおける測定されるべき点が、Ｉ軸に対して±４５°の角度にある軸に接近して
いることを必要とする。このような変調は、上記の全てを含み、即ち通常のＱＰＳＫも含
む。
　Ａｄｉｓ＝（Ａ１＋Ａ５－Ａ３－Ａ７）／４
　ｄθ＝２＊（ａｒｃｃｏｓ ((Ａｄｉｓ／Ａｎｏｍ＋１ )／√２ )－４５°）
　但し、Ａｄｉｓ＝平均振幅歪である。
　　　　Ａｎｏｍ＝公称振幅である。
【００３６】
　上記の計算式が図１に示されている。角度ｄθの式は、角度の計算の前に平均化が実行
されるために近似結果しか与えない。しかしながら、角度エラーが僅かな状態では、近似
でも充分正確である。
【００３７】
Ｄ．変調器（送信器）の出力振幅のエラーは、全ての測定されたコンステレーション点の
平均値を公称振幅と比較することによって得られる。これは、むしろ従来のＡＬＣ機能を
実施できるようにし、その特殊な特性は、測定が実効値又は最大値としてではなくコンス
テレーション点から行なわれることである。
　Ａｅｒｒ＝ (Ａ０＋Ａ１＋Ａ２＋Ａ３＋Ａ４＋Ａ５＋Ａ６＋Ａ７ )/８－Ａｎｏｍ
　但し、Ａｅｒｒ＝所望値からの出力振幅歪である。
【００３８】
　上記の全ての場合に、多数の測定結果にわたって結果を平均化するのが有益であり、こ
れにより、他の不完全さ及びノイズによるエラーを著しく減少することができる。実施の
観点から、公称振幅がサンプリングの直後に効果的に減算され、そしてこのようにして得
られた差に対してのみ平均化が実行される。適当なフィードバック増幅器を経て不完全さ
を修正する要素を制御するために測定データが使用されるときには、最も正確な調整が達
成される。
【００３９】
　図２は、番号０、…７で示された上記軸を含む１６ＱＡＭコンステレーションを示す。
使用されるべき一定振幅点は、文字ａ、…ｈで示されている。常に２つのコンステレーシ
ョン点が対として各半軸に等しく接近していることが観察される。上記項目Ａ、Ｂ、Ｃ及
びＤのもとに定義された不完全さが次の式（Ａｎは、ここでは、点ｎの振幅である）の適
用により計算されるときに両方の点が使用される。
　ｄＵＩ＝（Ａｈ＋Ａａ－Ａｄ－Ａｅ）／２＊Ｋ１
　ｄＵＱ＝（Ａｂ－Ａｃ－Ａｆ－Ａｇ）２＊Ｋ１
　ＡＩ－ＡＱ＝ (Ａｈ＋Ａａ－Ａｄ－Ａｅ－Ａｂ－Ａｃ＋Ａｆ＋Ａｇ )／２＊Ｋ２
　Ａｄｉｓ＝（Ａａ＋Ａｂ－Ａｅ－Ａｆ－Ａｃ－Ａｄ＋Ａｇ＋Ａｈ）／８
　ｄθ＝２＊ (ａｒｃｃｏｓ ((Ａｄｉｓ／Ａｎｏｍ＋１ )/√２ )－４５° )
　Ａｅｒｒ＝ (Ａａ＋Ａｂ＋Ａｃ＋Ａｄ＋Ａｅ＋Ａｆ＋Ａｇ＋Ａｈ )/８－Ａｎｏｍ
【００４０】
　上記方法により発生された変調器の不完全さに関するデータは、必要なときに、フィー
ドバック要素を経て供給され、不完全さを最小にするように変調器が調整される。又、こ
のデータは、構成テストに関連して単一形式の修正を行うことにより使用することもでき
、この場合、装置は適当なテスト台に配置され、不完全さが決定され、そして設定の自動
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修正が行なわれるか、又はそれがテスト装置に委ねられる。しかしながら、この手順は、
装置が使用状態にあるときに発生する不完全さを考慮することができず、修正フィードバ
ック要素を含む構成を実施することができる。本発明が充分に機能するためには、全ての
上記不完全さ（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）を同時に修正することが必要である。というのは、異な
る不完全さの測定結果間にある程度のクロストークが生じるからである。
【００４１】
　図３は、本発明による不完全さの補償も含む直角変調器の大まかなブロック図である。
参照番号１５は、基本帯域プロセッサを示し、これは、デジタルデータ及びビット周波数
クロックＣＬＫを入力として受け取り、アナログＩ及びＱ信号と記号クロツクＳＣＬＫを
出力として供給する。参照番号１１は、調整パラメータをデジタルで構成できるミクサを
示す。このミクサは、Ｉ及びＱ信号を入力として受け取り、そして局部発振器から搬送波
信号を受け取る。ミクサの出力は、直角変調出力信号である。振幅検出器１２は、ミクサ
１１の出力信号から、記号クロックＳＣＬＫに基づくレートでサンプルを取り出すのに使
用され、これらサンプルは、歪計算器１３に収集される。この歪計算器は、基本帯域プロ
セッサにより発生されたアナログ又はデジタルの直角位相Ｉ及びＱ信号も入力として受け
取る。Ｉ及びＱ信号に基づいて、歪計算器１３は、それが振幅検出器から受け取ったサン
プルから、希望のサンプル、即ち最も好ましくは、同じ公称振幅を有するべきサンプルを
選択する。上記の計算式を使用して、歪計算器１３は、選択されたサンプルから、異なる
歪Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤに対する値を計算する。計算結果に基づき、フィードバック回路１４
は、直角変調器１１の調整パラメータに対し、変調器の動作に生じる不完全さを修正する
ような修正を与える。
【００４２】
　本発明の原理は、製造段階において何ら調整を必要とせずに、変調器の通常の動作中に
、上記の不完全さを連続的に最も効率的に補償できるようにする。上述したように、不完
全さを決定する本発明の方法は、このような調整を行うのに使用することもでき、これに
より、連続的なフィードバック、ひいては、回路１４をおそらく除去することができる。
【００４３】
　本発明の効果は、デジタル信号処理を使用して実施したときに最も再現性が良く、効果
的である。いかなる調整も必要とされず、不完全さの修正は完全に自動化される。高い送
信容量に関しては、測定時間をいかに充分正確に設定するか、そして変調器（送信器）の
出力においてコンステレーション点が全てのシステムにおいてまだ正確な場所にないこと
から、不便さが生じる。その理由は、受信器の完全フィルタ部分が含まれないからである
。これら両方の状態は、もし必要であれば、所望のコンステレーション点への（及びそこ
からの）信号ルートから、システムの動作に最適なものだけを選択することにより改善す
ることができる。これは、記号が互いに及ぼす影響を減少することができる。一方、通常
の広範囲の平均化は、充分に良好な結果を既に与える。
【００４４】
　本発明は、適用される変調及び測定されるべきコンステレーション点の選択に基づいて
異なるやり方で実施することができる。又、出力振幅の測定及びデータ処理は、異なる技
術を用いて行うことができる。本発明は、デジタル信号処理をベースとする近代的な変調
器の一部分として最も効果的に実施される。
【００４５】
　装置を実現する最も効果的な方法は、変調器の他のデジタル部分と共に同じマイクロ回
路に一体化されたデジタル構成をできるだけ広範囲に使用することである。
【００４６】
　出力振幅の測定から得られる信号は、記号クロックＳＣＬＫ（又はその倍数）によりク
ロックされるＡ／Ｄコンバータを使用して１つ以上のビットのデジタル信号に直ちに変換
される。同時に、公称振幅値が測定結果から減算される。変調器の各調整パラメータは、
レジスタ（又はアキュムレータ）によって対応させられる。得られた測定結果は、直接的
に又は反転形態で調整パラメータ式においてレジスタへ加算され、それに対応して上記コ
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ンステレーション点の振幅が現われる (送信されるべきデータに基づいてその点が分かる )
。従って、レジスタは、調整フィードバックのための積分要素として機能し、それらが含
む値は、スケーリングの後に変調器を制御する。直角エラーの式
　ｄθ＝２＊（ａｒｃｃｏｓ ((Ａｄｉｓ /Ａｎｏｍ＋１ )/√２ )－４５°）
は、次の近似式と置き換えることができる。
　ｄθ＝Ａｄｉｓ＊Ｋ３
【００４７】
　必要とされるデジタルロジックの量は、変調器（送信器）のＡＬＣ機能が図示されたよ
うに上記エラーＤの計算に関連して実施されるときに１ビット（＝簡単な比較器）を用い
て出力測定電力のＡ／Ｄ変換を実行できることにより減少される。次いで、比較器の比較
レベルは、所望の振幅に対応するように構成され、そしてＡＬＣフィードバックは、平衡
状態においてほぼ等しい数の１と０が所望のコンステレーション点に得られるよう確保す
る。１は、大き過ぎる振幅を意味し、そして０は、小さ過ぎる振幅を意味する。
【００４８】
　又、１つの同じマイクロ回路は、変調器の不完全さが補償されそしてその結果としてほ
ぼ理想的な出力信号が得られるように本発明の検出された信号に基づいてＩ及びＱ信号を
変更する回路を備えることができる。オフセットは、修正ＤＣ電圧をＩ及びＱ信号に加算
することにより修正することができる。振幅平衡及び出力振幅は、Ｉ及びＱ信号の振幅を
変更することにより修正できる。直角エラーは、Ｉ信号とＱ信号との間のクロストークを
制御することにより修正できる。全ての上記測定及び制御動作は、デジタルで実行するこ
とができ、従って、非常に小型で且つ効果的なエンティティを与えるように全装置（変調
器、検出及び調整回路）を統合することができる。
【００４９】
　又、直角修正は、Ｄ／Ａ変換された調整電圧を電子制御移相器へ供給することによりア
ナログで実行することもできる。
【００５０】
　本発明は、直角変調器について以上に述べたが、既に述べたように、本発明は、受信端
即ち直角復調器に関連して使用するのにも適している。直角復調器が図４に示されており
、ここでは、直角復調器のミクサ２１に、直角変調信号と、局部発振器２６からの搬送波
とが供給され、従って、ミクサ２１は、アナログの直角位相Ｉ及びＱ信号を出力として発
生する。回路２２は、基本帯域プロセッサ２５から得たクロックＭＣＬＫに基づくレート
で信号振幅からサンプルを取り出すのに使用され、これらサンプルから全振幅サンプルが
決定される。特定の時間に受け取った記号の方向角度は、次いで、方向角度セクターに分
類され、そして各々の全振幅サンプルがそれに対応する方向角度セクターにリンクされる
。方向角度セクターにリンクされた全振幅サンプルに対し、異なる歪形式Ａ、…Ｄを決定
する上記の計算式が適用される。この決定は、歪計算器２３で行なわれる。実際には、計
算は、公称一定振幅をもつ記号を表わすサンプルのみを用いて行なわねばならない。ミク
サ２１の出力信号から測定された振幅がほぼ正しいレベルである限り、特定の時間に関連
した記号を決定する必要はない。
【００５１】
　ミクサ２１の動作における不完全さは、回路２３において本発明により決定されており
、ミクサの設定は、検出された歪が修正されるようフィードバック回路２４を用いて修正
される。
【００５２】
　上記説明に基づき、動作上の不完全さを決定するためにコンステレーション図の形状及
びサイズの使用に関連した本発明の基本的な発見は、直角変調器及び直角復調器の両方に
適用できる。しかしながら、上記実施形態は、非常に大まかな説明であり、実際には、請
求の範囲で定められた保護範囲から逸脱せずに、上記説明とは異なるように具現化するこ
とができる。又、アナログ又はデジタル回路構造ではなく、上記回路の重要な部分をソフ
トウェアで実施することもでき、即ち適当にプログラムされたプロセッサを使用して所望

10

20

30

40

50

(8) JP 3826147 B2 2006.9.27



のオペレーションを実行し又は所望の構造を形成するように実施することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】直角エラーの決定を示す図である。
【図２】１６ＱＡＭコンステレーションを示す図である。
【図３】本発明による不完全さの補償を含む直角変調器のおおよそのブロック図である。
【図４】本発明による不完全さの補償を含む直角復調器のおおよそのブロック図である。
【符号の説明】
【００５４】
　１１　直角ミクサ
　１２　振幅検出器
　１３　歪計算器
　１４　フィードバック回路
　１５　基本帯域プロセッサ
　１６　局部発振器
　２１　直角ミクサ
　２２　振幅及び位相計算器
　２３　歪計算器
　２４　フィードバック回路
　２５　基本帯域プロセッサ
　２６　局部発振器
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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