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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
情報データに基づいて、所定のデジタル変調方式に応じて、信号空間に配置された信号
点に対応する複数の情報シンボルを決定し、第１の出力シンボル列を出力するデジタル変
調部と、
前記デジタル変調部からの前記第１の出力シンボル列の各情報シンボル間に、所定の交
番パターンに従って少なくとも１つの挿入シンボルを挿入し、第２のシンボル列を出力す
るシンボル挿入部であって、前記第２のシンボル列の隣り合う各情報シンボル間の信号空
間上の位相遷移は、前記所定のデジタル方式により決定される９０度以下の遷移角度に制
限され、かつ、前記挿入シンボルは、前記デジタル変調方式により変調された情報データ
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の復調時に誤り訂正符号として利用されること
を備えたことを特徴とするシングルキャリア変調装置。
【請求項２】
前記挿入シンボルは、前記第１のシンボル列における連続する２つの情報シンボル組に
ついて、前記連続する２つの情報シンボル間に挿入する前記少なくとも１つの挿入シンボ
ル含む一覧テーブルを記憶した記憶手段をさらに備え、前記記憶手段から読み出された前
記挿入シンボル挿入して前記第２のシンボル列を出力することを特徴とする請求項１に記
載のシングルキャリア変調装置。
【請求項３】
前記所定のデジタル変調方式は、複数種類の異なるデジタル変調方式を含み、前記記憶
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手段は前記複数種類のデジタル変調方式に対応した複数の一覧テーブルを記憶しているこ
とを特徴とする請求項２に記載のシングルキャリア変調装置。
【請求項４】
前記所定の交番パターンは、連続する２つの情報シンボル間に１つの前記挿入シンボル
を１つ挿入して交互に繰り返すことを特徴とする請求項１乃至３いずれかに記載のシング
ルキャリア変調装置。
【請求項５】
前記複数種類のデジタル変調方式は、ＰＳＫ変調およびＱＡＭ変調の少なくとも１つを
含むこと特徴とする請求項１乃至４いずれかに記載のシングルキャリア変調装置。
【請求項６】
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請求項１乃至５のいずれかに記載された変調装置により変調された変調送信波を受信す
る受信装置あって、
前記挿入シンボルを抽出し、前記情報シンボルおよび前記挿入シンボルにより規定され
るトレリスに基づいて、抽出された挿入シンボル列を復号する第１のＳＩＳＯデコーダと
、
デインターリーバを介して接続され、前記第１のＳＩＳＯデコーダと協働して復号され
た挿入シンボル列の尤度を出力する第２のＳＩＳＯのデコーダであって、前記挿入シンボ
ル列は前記情報データ復号時の誤り訂正に利用され、記第１のＳＩＳＯデコーダおよび前
記第２のＳＩＳＯデコーダが協働して反復復号を行ない、前記情報データのビット列の尤
度値を生成することと、
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前記第２のデコーダからの前記尤度値に基づいて硬判定処理により前記情報データを復
号する硬判定復号処理部と
を備えたことを特徴とする受信装置。
【請求項７】
情報データに基づいて、所定のデジタル変調方式による送信変調信号の瞬時ピーク電力
を低減する方法であって、
前記所定のデジタル変調方式に応じて、信号空間に配置された信号点に対応する複数の
情報シンボルを決定し、第１の出力シンボル列を決定するステップと、
前記決定するステップにおいて生成された前記第１の出力シンボル列の各情報シンボル
間に、所定の交番パターンに従って少なくとも１つの挿入シンボルを挿入し、第２のシン
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ボル列を決定するステップであって、前記第２のシンボル列の隣り合う各情報シンボル間
の信号空間上の位相遷移は、前記所定のデジタル方式により決定される９０度以下の遷移
角度に制限され、かつ、前記挿入シンボルは、前記デジタル変調方式により変調された情
報データの復調時に誤り訂正符号として利用されることと、
を備えることを特徴とする瞬時ピーク電力低減方法。
【請求項８】
第２のシンボル列を決定する前記ステップは、前記第１のシンボル列における連続する
２つの情報シンボル組について、前記連続する２つの情報シンボル間に挿入する前記少な
くとも１つの挿入シンボル含む一覧テーブルを記憶した記憶手段から読み出された前記挿
入シンボル挿入するステップを含むことを特徴とする請求項７に記載の瞬時ピーク電力低
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減方法。
【請求項９】
前記所定のデジタル変調方式は、複数種類の異なるデジタル変調方式を含み、前記記憶
手段は前記複数種類のデジタル変調方式に対応した複数の一覧テーブルを記憶しているこ
とを特徴とする請求項８に記載の瞬時ピーク電力低減方法。
【請求項１０】
前記所定の交番パターンは、連続する２つの情報シンボル間に１つの前記挿入シンボル
を１つ挿入して交互に繰り返すことを特徴とする請求項７乃至９いずれかに記載の瞬時ピ
ーク電力低減方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、シングルキャリア変調方法および復号方法に関する。より詳細には、シング
ルキャリア変調における瞬時ピーク電力を低減し、誤り率を改善した復号方法ならびにシ
ングルキャリア変調装置および復調装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
現在標準規格の決定が進められている第４世代移動通信システム（４Ｇ）においては、
変調方式として、周波数選択フェージング特性に優れた耐性を持つＯＦＤＭの採用が有力
となっている。ＯＦＤＭは、周波数利用効率や周波数選択フェージング特性におけるメリ
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ットがある反面、ＰＡＲ（Peak‑to‑Average Ratio）特性が非常に悪いという欠点を持っ
ている。すなわち、平均電力に対して瞬時ピーク電力の変動幅が大きいという欠点がある
。
【０００３】
ＰＡＲ特性の悪い送信信号は、一般に広いダイナミックレンジを持つ。つまり、電力増
幅器で増幅される変調送信信号の包絡線変動が、大きいことを意味する。第２世代移動通
信システム（２Ｇ）では、包絡線変動の少ない線形変調方式であるπ／４シフトＱＰＳＫ
変調または定包絡線変調方式であるＧＭＳＫ変調が採用されていた。包絡線変動が少ない
かまたは包絡線が一定の変調信号を増幅する場合に、電力付加効率の高いＢ級増幅器やＣ
級増幅器を使用することもできるからである。
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【０００４】
一方、ＯＦＤＭにおいては、平均電力と瞬時ピーク電力との比であるＰＡＲ値は、１０
ｄＢにも達する。このＯＦＤＭ特有のＰＡＲ特性は、送信機の最終段において使用される
電力増幅器（ＰＡ）に非常に高い線形性を要求する。電力増幅器の線形性が十分でない場
合、すなわち電力増幅器に非線形性がある場合には、送信信号のひずみの発生や帯域外の
不要輻射電力を増大といった問題が生じてくる。
【０００５】
電力増幅器における非線形ひずみの発生を抑えるためには、電力増幅器を線形領域にお
いて動作させることが必要である。すなわち、電力増幅時に瞬時ピーク電力に対応する包
絡線を保存するため、電力増幅器には大きな出力バックオフ（ＯＢＯ：Output Back‑Off
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）が必要となる。
【０００６】
一般に、出力バックオフを大きく確保すると、電力増幅器の電力付加効率が悪化する。
バッテリ駆動する携帯端末においては、省電力が求められている。したがって、電力増幅
器の電力付加効率の低下は重大な問題である。また、平均電力レベルを基準に考えると、
出力バックオフの確保のためには、最大出力電力レベルの大きい電力増幅器を使用するこ
と必要となる。最大出力電力レベルの大きい電力増幅器は一般に高価であり、一般の携帯
端末に搭載をするのは、コストの点からも難しい。
【０００７】
このような理由から、第４世代移動通信システム（４Ｇ）において、上り回線にＯＦＤ
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Ｍの代わりに、シングルキャリア方式を採用することが検討されている。一般に、シング
ルキャリア方式を用いた線形変調においては、波形整形フィルタからの出力信号には振幅
変動が生じ、特にロールオフ率αが小さくなるとダイナミックレンジも大きくなる。ロー
ルオフ係数が小さければ、周波数軸上において変調信号のスペクトル拡がりを抑えること
ができるので、周波数利用効率を向上させることができる。しかし、変調信号のダイナミ
ックレンジは大きくなるため、瞬時ピーク電力が増大し、電力増幅器の付加効率の要請と
相容れない。
【０００８】
上述のような瞬時ピーク電力の問題を背景に、送信電力を低減する技術としてシェイピ
ングが知られている。このシェイピングは、変調後のシンボルの分布を正規分布に近づけ
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、平均電力を低減して、通信路容量に近づけることを指す。一般には、正規分布に近づけ
ることに限らず、通信路の特性に対応して、シンボルの分布が好ましくなるように、入力
ビット系列を符号化している。シェイピング技術としては、トレリスシェイピングがよく
知られている（非特許文献１を参照のこと）。トレリスシェイピングでは、ビタビアルゴ
リズムにおける符号語検索メトリックを適切に定義することによって、任意のシェイピン
グが可能となる。トレリスシェイピングによって、平均電力の低減だけでなく、送信信号
のダイナミックレンジを低減することが検討されている。トレリスシェイピングは、π／
４シフトＱＰＳＫ変調の考え方を発展させたものである。すなわち、送信シンボル系列に
対し、連続する２シンボル間における信号点の遷移角度の合計が最小になるように送信系
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列を符号化するものである（非特許文献２を参照）。
【０００９】
本特許出願の発明者らは、トレリスシェイピングにおいてピーク電力の低減をさらに改
善する方法として、シングルキャリアに対してＱＡＭ変調を適用するシングルキャリア変
調において適切なメトリックを定めることを目的として、参照電力との統計的モーメント
を使用したメトリックに基づいたシングルキャリア変調方法を提案している（非特許文献
３を参照）。この方法では、瞬時ピーク電力の分散値をメトリックとする。さらに、発明
者らはリミッタモデルを使用したメトリックについてもその概念を提案している（非特許
文献４）。すなわち、リミッタ法の概念に基づいて波形整形フィルタ以降の出力信号波形
の瞬時ピークが一定包絡線に近づくような符号語を選択できるメトリックを提案している
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。
【００１０】
【特許文献１】特許第３７６３０２３号
【非特許文献１】G. D. Forney, Jr.,

明細書
Trellis shaping,

IEEE Trans. Inform. Theo

ry, vol. 38, pp. 281‑300, Mar. 1992.
【非特許文献２】I.S.Morrison:

Trellis shaping applied to reducing the envelope

fluctuations of MQAM and band‑limited MPSK
ite Commum.

(ICDSC'92),

pp.143‑149

,

Proc.Int/Conf. on Digital Satell

1992

【非特許文献３】棚橋、落合、「シングルキャリアＱＡＭにおけるトレリスシェイピング
を用いたピーク電力制御」、電子情報通信学会技術研究報告、無線通信システムRCS2006‑
30

35‑58, Vol.106, No.119
【非特許文献４】棚橋誠、

落合秀樹,

トレリスシェイピングを用いたシングルキャリ

アＰＳＫ変調信号のピーク電力低減に関する検討

、 電子情報通信学会技術報告, WBS20

06‑49, pp.31‑36, 横須賀リサーチパーク(ＹＲＰ), 2007年3月
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
しかしながら、上述のトレリスシェイピング技術においては、送信符号系列を決定する
ために符号語探索が必要となる。この符号語探索のためには、デジタルシグナルプロセッ
サ（ＤＳＰ）などによる送信側の信号処理の負担が非常に大きなものとなる。このため、
送信側の変調処理回路が複雑となり、回路規模も大きくなるという問題点があった。送信
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変調信号のピーク電力を低減することによって、電力増幅器の電力付加効率の改善や最大
送信電力の抑制の観点からは、低消費電力化に貢献できるものの、送信符号系列を決定す
るための信号処理によって、かえって装置全体の消費電力が増大してしまうという問題が
あった。特に、信号処理の増加に適応するためにＤＳＰの動作周波数が上がるにしたがっ
て、ＤＳＰによる消費電力が携帯型の端末装置の中で占める割合は増えている。さらには
、ＤＳＰにおける発熱量の増大が装置小型化の障害ともなっていた。
【００１２】
また、ピーク電力低減のために、トレリスシェイピングにより冗長ビットが付加される
が、復号にあたって冗長ビットは何ら有効に利用されておらず、通信システム全体で、ト
レリスシェイピングをより効率的に利用することが望まれていた。
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【００１３】
本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、送信側
の信号処理負担を軽減して、消費電力を大幅に低減させたピーク電力の低減方法ならびに
付加された冗長ビットを復号にも利用して、誤り率を改善した復号方法を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
本発明は、このような目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、情報データに
基づいて、所定のデジタル変調方式に応じて、信号空間に配置された信号点に対応する複
数の情報シンボルを決定し、第１の出力シンボル列を出力するデジタル変調部と、前記デ
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ジタル変調部からの前記第１の出力シンボル列の各情報シンボル間に、所定の交番パター
ンに従って少なくとも１つの挿入シンボルを挿入し、第２のシンボル列を出力するシンボ
ル挿入部であって、前記第２のシンボル列の隣り合う各情報シンボル間の信号空間上の位
相遷移は、前記所定のデジタル方式により決定される９０度以下の遷移角度に制限され、
かつ、前記挿入シンボルは、前記デジタル変調方式により変調された情報データの復調時
に誤り訂正符号として利用されること、を備えたことを特徴とするシングルキャリア変調
装置である。
【００１５】
請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のシングルキャリア変調装置であって、前記
挿入シンボルは、前記第１のシンボル列における連続する２つの情報シンボル組について
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、前記連続する２つの情報シンボル間に挿入する前記少なくとも１つの挿入シンボル含む
一覧テーブルを記憶した記憶手段をさらに備え、前記記憶手段から読み出された前記挿入
シンボル挿入して前記第２のシンボル列を出力することを特徴とする。
【００１６】
請求項３に記載の発明は、請求項２に記載のシングルキャリア変調装置であって、前記
所定のデジタル変調方式は、複数種類の異なるデジタル変調方式を含み、前記記憶手段は
前記複数種類のデジタル変調方式に対応した複数の一覧テーブルを記憶していることを特
徴とする。
【００１７】
請求項４に記載の発明は、請求項１乃至３のいずれかに記載のシングルキャリア変調装
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置であって、前記所定の交番パターンは、連続する２つの情報シンボル間に１つの前記挿
入シンボルを１つ挿入して交互に繰り返すことを特徴とする。
【００１８】
請求項５に記載の発明は、請求項１乃至４のいずれかに記載のシングルキャリア変調装
置であって、前記複数種類のデジタル変調方式は、ＰＳＫ変調およびＱＡＭ変調の少なく
とも１つを含むこと特徴とする。
【００１９】
請求項６に記載の発明は、請求項１乃至５に記載された変調装置により変調された変調
送信波を受信する受信装置あって、前記挿入シンボルを抽出し、前記情報シンボルおよび
前記挿入シンボルにより規定されるトレリスに基づいて、抽出された挿入シンボル列を復
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号する第１のＳＩＳＯデコーダと、デインターリーバを介して接続され、前記第１のＳＩ
ＳＯデコーダと協働して復号された挿入シンボル列の尤度を出力する第２のＳＩＳＯのデ
コーダであって、前記挿入シンボル列は前記情報データ復号時の誤り訂正に利用され、記
第１のＳＩＳＯデコーダおよび前記第２のＳＩＳＯデコーダが協働して反復復号を行ない
、前記情報データのビット列の尤度値を生成することと、前記第２のデコーダからの前記
尤度値に基づいて硬判定処理により前記情報データを復号する硬判定復号処理部とを備え
たことを特徴とする受信装置である。
【００２０】
請求項７に記載の発明は、情報データに基づいて、所定のデジタル変調方式による送信
変調信号の瞬時ピーク電力を低減する方法であって、前記所定のデジタル変調方式に応じ
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て、信号空間に配置された信号点に対応する複数の情報シンボルを決定し、第１の出力シ
ンボル列を決定するステップと、前記決定するステップにおいて生成された前記第１の出
力シンボル列の各情報シンボル間に、所定の交番パターンに従って少なくとも１つの挿入
シンボルを挿入し、第２のシンボル列を決定するステップであって、前記第２のシンボル
列の隣り合う各情報シンボル間の信号空間上の位相遷移は、前記所定のデジタル方式によ
り決定される９０度以下の遷移角度に制限され、かつ、前記挿入シンボルは、前記デジタ
ル変調方式により変調された情報データの復調時に誤り訂正符号として利用されることと
を備えることを特徴とする瞬時ピーク電力低減方法である。
【００２１】
請求項８に記載の発明は、請求項７に記載の瞬時ピーク電力低減方法であって、第２の
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シンボル列を決定する前記ステップは、前記第１のシンボル列における連続する２つの情
報シンボル組について、前記連続する２つの情報シンボル間に挿入する前記少なくとも１
つの挿入シンボル含む一覧テーブルを記憶した記憶手段から読み出された前記挿入シンボ
ル挿入するステップを含むことを特徴とする。
【００２２】
請求項９に記載の発明は、請求項８に記載の瞬時ピーク電力低減方法であって、前記所
定のデジタル変調方式は、複数種類の異なるデジタル変調方式を含み、前記記憶手段は前
記複数種類のデジタル変調方式に対応した複数の一覧テーブルを記憶していることを特徴
とする。
【００２３】
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請求項１０に記載の発明は、請求項７乃至９のいずれかに記載の瞬時ピーク電力低減方
法であって、前記所定の交番パターンは、連続する２つの情報シンボル間に１つの前記挿
入シンボルを１つ挿入して交互に繰り返すことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２４】
以上説明したように、本発明によれば、送信側の信号処理負担を軽減して、送信処理回
路を簡素化し、携帯端末装置の消費電力を大幅に削減することができる。同時に、シェイ
ピングのための挿入シンボルを復号にも利用して、誤り訂正符号の復号誤り率を改善する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２５】
以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳細に説明する。本発明のピーク
電力低減方法は、トレリスシェイピングを利用する従来の構成と比較して送信回路を大幅
に簡素化することができると同時に、後述する挿入シンボルによって、受信誤り率特性を
改善することを特徴としている。
【００２６】
図１は、本発明のシンボル挿入によるピーク電力低減方法の基本概念を説明する図であ
る。図１ａに示すように、デジタル通信においては、複数の情報ビットが、複数のシンボ
ルに対応付けられ、さらに、直交するＩ信号とＱ信号によって形成されるＩＱ信号空間上
において、シンボルに対応する信号点にマッピングが行なわれる。例えば、８ＰＳＫ変調
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の場合には、ＩＱ信号空間において８つのシンボルに対応付けられた８つの信号点にマッ
ピングされる。信号点へのマッピングが決定されれば、その後、直交変調器に入力される
波形フィルタ帯域制限を受けたアナログ波形信号に基づいて、送信変調波が生成される。
変調波のピーク電力は、包絡線と対応し、送信シンボルの選択如何によって、ピーク電力
の変動量が決定される。
【００２７】
図１ｂは、従来の８ＰＳＫ変調における包絡線の時間遷移を概念的に表した図である。
時間軸上で、シンボル時間間隔で、シンボルに対応する包絡線振幅の変化を、●によって
示している。従来技術において説明したようにシングルキャリア方式を用いた線形変調に
おいて、包絡線振幅の変動ができる限り小さいことが求められている。
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【００２８】
図１ｃは、本発明のシンボル挿入によるピーク電力低減方法による包絡線の時間遷移を
概念的に表した図である。本発明は、送信情報ビットに起因するシンボル点●の間に、包
絡線のピーク変動を制御する制御シンボル１１、１２、１３を挿入する点に特徴がある。
制御シンボルは、□（黒四角）で表示されている。制御シンボルは、情報ビットに起因す
るシンボルに対応する包絡線の振幅変動をできるだけ抑えるように選択される。
【００２９】
図２は、本発明のピーク電力低減方法を実装する送信・変調部の構成を示す図である。
本発明のピーク電力低減は、従来技術のトレリスシェイピングと比べて非常に簡素化され
た構成によって実現できる点に特徴がある。図２ａは、送信・変調部のブロック図を示し
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ており、８ＰＳＫ変調部１と、シンボル挿入処理部２とから構成される。情報ビットは、
８ＰＳＫ変調部１に入力され、情報ビットに基づくシンボル列Ｓ（Ｉ）が出力される。シ
ンボル列Ｓ（Ｉ）は、シンボル挿入処理部２に入力され、シンボル列Ｓ（Ｉ）に、制御シ
ンボルを挿入して、出力シンボル列Ｓ（Ｏ）が決定される。出力シンボル列Ｓ（Ｏ）は、
空間信号点にマッピングされ、さらに信号点に対応して、Ｉ信号、Ｑ信号が、図２ａには
示されない直交変調器へ供給される。
【００３０】
図２ｂは、シンボル挿入処理部の構成を概念的に示す図である。シンボル挿入処理部２
は、入力シンボル列Ｓ（Ｉ）を遅延させる遅延素子４と、１時点前のシンボルおよび現在
のシンボルに基づいて、挿入する制御シンボル（以下、挿入シンボルという）を決定する
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シンボル選択手段３とを含む。シンボル選択手段３には、後述するルックアップテーブル
が含まれる。シンボル挿入処理部２は、入力シンボル列Ｓ（Ｉ）からのシンボルと、シン
ボル選択手段３により決定される挿入シンボルとを、交互に出力し出力シンボル列Ｓ（Ｏ
）を生成する。図２ｂは概念図なので、情報シンボルと挿入シンボルとを交互に選択する
手段は具体的には示してはいないが、どのような実現方法であっても良い。次に、挿入シ
ンボルの選択方法について詳細に説明する。
【００３１】
図３は、従来技術のデジタル変調方法における信号点の位相遷移を説明する図である。
従来技術においてＩＱ平面上の信号点の最大遷移角度を比較すれば、図３ａに示す通常の
ＱＰＳＫ変調では、信号点３１から信号点３２へ遷移する場合の１８０°が最大遷移角度
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となる。同様に、図３ｂに示す広く利用されているπ／４シフトＱＰＳＫ変調では、信号
点３３から信号点３４へ遷移する場合の１３５°が最大遷移角度となる。また、図３ｃに
示す３ＰＳＫ変調（特許文献１を参照）では、信号点３５から信号点３６へ遷移する場合
の１２０°が最大遷移角度となる。一般に、連続するシンボルに対応する信号点間の最大
遷移角度が小さいほど、送信変調波の包絡線に生じるピーク電力変動量が小さくなること
が知られている。
【００３２】
本発明のシンボル挿入によるピーク電力低減方法では、挿入シンボルを、情報シンボル
からのおよび情報シンボルへの位相遷移ができるだけ小さくなるように選択する。ここで
は、ピーク電力の低減量および後述する誤り率訂正能力の両面において優れた挿入シンボ
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ルのパターンを、系統的に設計する方法を示す。尚、ここで示す設計法および挿入シンボ
ルのパターンはあくまで一例であって、ピーク電力低減性能および誤り率訂正能力のいず
れかに重点を置いた設計法など、様々な設計法を取りえることに留意されたい。
【００３３】
情報シンボルと情報シンボルの間に１つ挿入シンボルを挿入することで、信号点の最大
位相遷移は１８０°÷２＝９０°となる。すなわち、８ＰＳＫ変調方式では、０°、４５
°、９０°の遷移角度の中から選択することになる。簡単のため、まず、一時点前の情報
シンボル（すなわち出発点の信号点）が０の場合を規定し、出発点が０以外の場合は、０
を出発点とする信号点の遷移を巡回シフトさせることで得るとする。まず、到達信号点に
対応する現時点の情報シンボルが４ならば、位相遷移を９０°とするためには、挿入シン
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ボルは２または６でなければならない。しかし、対称性を考慮すればどちらの場合でも位
相遷移量の観点から特性は全く変わりないので、２を選択するとする。現時点の情報シン
ボルが３の場合は、可能な挿入シンボルは１および２の２通りである。現時点の情報シン
ボルが２の場合は０、１、２の３通りである。以下同様に、全ての８シンボルについて可
能な挿入シンボルを列挙し，全てのパターンを組み合わせると、取り得る挿入シンボルの
パターンは５×４×３×２×１×２×３×４＝２８８０通りとなる。
【００３４】
本発明において最も重要な特徴は、挿入したシンボルを、ピーク電力の低減のみならず
、誤り率訂正にも有効に利用する点にある。したがって、この取り得る２８８０通りのパ
ターンの中から、受信時に最も誤り訂正能力の高い挿入シンボルのパターンを選択する。
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【００３５】
誤り訂正能力を考慮して、挿入するシンボルを決定するために、平均相互情報量（誤り
訂正まで考慮した時、達成できる通信速度の限界値）に基づいて、最適なシンボルパター
ンを探索することができる。すなわち，２８８０のパターンについて平均相互情報量を求
め，一番大きな値を有するパターンが最適である。
【００３６】
このように、最適な挿入シンボルパターンは、基礎とする変調方式（例えば、８ＰＳＫ
変調）に基づいて、予め探索して決定しておけば良いので、トレリスシェイピングのよう
にリアルタイムに符号探索を行なう必要が全くないことに注目されたい。したがって、リ
アルタイムの高速演算処理を必要とすることなく、予め決定された挿入シンボルパターン
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を記憶したルックアップテーブルを参照して、挿入シンボルを選択するだけで済む。
【００３７】
図４は、８ＰＳＫ変調について、挿入シンボルの選択パターン例を示す図である。図４
ａは、２つの連続する情報シンボルの組みに対する挿入シンボルの一覧表である。最上段
の行に現時点の情報シンボルを、最も左の列に１時点前の情報シンボルを表し、各々の連
続する情報シンボル各々の組合せの行列位置に、入力シンボル列Ｓ（Ｉ）に挿入される挿
入シンボルが記載されている。図４ｂは、８ＰＳＫの空間信号点を示しており、各信号点
に表記された数字はシンボル番号を示す。ここで、１時点前のシンボル０から現時点のシ
ンボル３へ遷移する場合を考えると、図４ａの一覧表から挿入シンボルとして２が選択さ
れ、出力シンボル列Ｓ（Ｏ）としては、０→２→３が出力されて、空間信号点は図４ｂの
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経路３７を辿る。同様に、１時点前のシンボル０から現時点のシンボル５へ遷移する場合
を考えると、挿入シンボルとして７が選択され、出力シンボル列Ｓ（Ｏ）としては、０→
７→５が出力されて、空間信号点は図４ｂの経路３８を辿る。
【００３８】
ここで、いずれの経路３７、３８でも、シンボル間の最大遷移角度は、９０°以下に抑
えられている。ここで留意すべきなのは、図４ａで表された挿入シンボルパターンが、受
信時に誤り訂正符号として利用され、その復号時に誤り率を改善するような挿入シンボル
が選択されていることである。次に、受信時に本発明の挿入シンボルがどのように利用さ
れるかについては、受信側動作として後述する。
【００３９】
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以上の説明からわかるように、本発明のシンボル挿入によるピーク電力低減方法では、
図４に示した、所定の変調方式に対して最適化された挿入シンボルのルックアップテーブ
ルに基づいて、連続する２つの情報シンボルから挿入シンボルを選択することにより出力
シンボル列Ｓ（Ｏ）を生成できる。したがって、シンボル列Ｓ（Ｏ）の形成には、図２に
示したシンボル選択手段などに記憶されたルックアップテーブルに基づいて、挿入するシ
ンボルを選択する処理だけで済む。従来技術のトレリスシェイピングにおいては、シェイ
ピング符号系列を決定するために、複雑で高速な演算処理がリアルタイムで必要となるた
め、送信処理回路は極めて大規模で複雑なものであった。これに比べて、本発明に係る送
信・変調回路は、挿入シンボルを選択するだけであるので、ＤＳＰなどの高速の演算処理
装置を必要としない。例えば、ルックアップテーブルは、装置内のＲＯＭ等に記憶してお

50

(9)

JP 4911521 B2 2012.4.4

いて、シンボル選択は、通信端末の制御に利用されている安価でより低速なＣＰＵなどに
よって処理することも可能である。トレリスシェイピングを実装する場合と比較すれば、
送信処理に要する演算量はほとんど無視できる程度である。したがって、トレリスシェイ
ピングと比べて、送信処理回路を大幅に簡素化し、演算量の大幅な削減により、消費電力
も大幅に低減できる。
【００４０】
さらに、ルックアップテーブルは、複数の種類を持つことも、簡単に書き換えることも
可能となる。このため、基礎とするデジタル変調方式が複数ある場合に、変調方式ごとに
最適のルックアップテーブルを持つこともできる。また、対抗する無線送受信装置間で、
ルックアップテーブルを送受信して、変調および復調システムを配布したり、交換したり
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、共有したりすることも可能である。このように、本発明のシンボル挿入変調は、無線送
受信装置に必要とされる異なる変調方式に柔軟に対応して、または適応的に構成すること
ができるという優れた特徴を持つ。
【００４１】
これまで８ＰＳＫ変調を例として説明をしてきたが、本発明の挿入シンボル変調は、Ｑ
ＡＭ変調をはじめとして他の変調方式にも適用ができる。例えば、１６ＰＳＫ変調を基礎
として挿入シンボル変調を行うときは、０°、２２．５°、４５°、６７．５°、９０°
の５つの遷移角度の中から選択することになる。同様に、３２ＰＳＫ変調を基礎として挿
入シンボル変調を行うときは、０°、１１．２５°、２２．５°３３．７５°、４５°、
５６．２５°、６７．５°、７８．７５°、９０°の９つの遷移角度の中から選択するこ
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とになる。
【００４２】
また、図１ｃにおいては、情報シンボルと挿入シンボルとを１つずつ、交互に出力する
パターン（情報→挿入→情報→挿入）として説明してきたが、必ずしもこれに限定されな
い。２つの連続する情報シンボルの間に１つの挿入シンボルを挿入したりするなどの変形
も可能である。例えば、情報シンボルと挿入シンボルの数の比を２：１として、情報→情
報→挿入→情報→情報→挿入のような交番パターンによって出力しても良い。また、情報
シンボルと挿入シンボルの数の比を１：２として、情報→挿入→挿入→情報→挿入→挿入
のような交番パターンによって出力しても良い。また、複数の交番パターンのルックアッ
プテーブルを持ち、適応的に切り替えることもできる。
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【００４３】
このような場合、情報シンボルと挿入シンボルの比率によって、ピーク低減性能や誤り
率訂正能力に変化が生じることには留意が必要である。例えば、シンボル比が２：１の場
合、情報シンボルが２つ連続するので、最も好ましくない１８０°の遷移が生じる可能性
がある。しかし、この場合でも、１８０°の遷移が発生する確率は低減されるので、本発
明が効果的であることには変わりはない。一方、シンボル比が１：２の場合は、情報と情
報の間に２つ挿入シンボルを挟むため、最大位相差は１８０÷３＝６０°となり、高いピ
ーク低減性能が期待できる。ただし８ＰＳＫの場合は、６０度の遷移はありえないで、最
大の位相遷移は９０°と、１：１の場合と変わらない。
【００４４】
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上述のように、情報シンボルと挿入シンボルとの交番パターンには様々な変形が可能で
あって、挿入シンボルにより変調信号のピーク電力を低減するとともに、挿入シンボルを
誤り訂正符号として利用して、送信側のピーク電力低減と受信側の誤り訂正能力の改善を
同時に行なえば、どのような交番出力パターンでも本願発明の効果が得られる。
【００４５】
また、挿入シンボルを構成するビットの内、いくつかを情報ビットとして扱うことによ
って、情報レートを上げることもできる。例えば、１６ＡＰＳＫ（リング比の異なる２つ
の８ＰＳＫ）において、３ビットで８つの位相を選び、残り１ビットで振幅を選ぶという
ビットのマッピングを考える。このとき、挿入シンボルとして、位相だけを決め、振幅は
任意とすれば、挿入シンボルも１ビットの情報を運ぶことができる。したがって、わずか
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であるが、情報レートを上昇させることもできる。
【００４６】
上述の挿入シンボルによってピーク電力を低減した変調信号を、受信側において復調す
る際は、受信信号には１シンボルごとに情報シンボルと挿入シンボルが繰り返されている
ので、１シンボルごとに情報シンボルを抜き出すことで、復調が完了する。しかし、挿入
シンボルを利用せずに破棄するのではなく、抜き出した挿入シンボルを誤り訂正に利用す
ることで、送信処理のために利用された冗長なビットを受信側で有効に活用ができる。
【００４７】
図５は、本発明のシンボル挿入による変調動作をトレリス線図によって表現した図であ
る。図２に示した変調部による変調動作は、８つのシンボルに対応する状態５と、各シン
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ボルから次の情報シンボルおよびその間に挿入される挿入シンボルの組に対応する８本の
枝６とにより構成されるトレリス線図で表現できる。例えば、１時点前の情報シンボルは
、０から７までの８つの状態（シンボル）をとることができる。シンボル０に対応する状
態からは、図４で例示的に示した一覧テーブルによって、現時点における入力シンボルお
よび対応する挿入シンボルが一意に決定されるので、図５のようなトレリス線図が得られ
る。このトレリス線図によって表現される本発明のシンボル挿入処理は、入力と出力が８
通りのアルファベットであるトレリス符号化に他ならない。したがって、本発明のシンボ
ル挿入処理に対応する復調には、トレリス復号やビタビ復号を利用することができる。
【００４８】
図６は、本発明のシンボル挿入によるピーク電力低減させる変調部を含む送信系および
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対応する受信系を備えた送受信システムのブロック図である。図６ａは、シンボル挿入を
適用した送受信システムのうち、送信系ブロック図を示している。情報データは、通信路
符号化部２１により誤り訂正符号等による符号化処理がなされ、さらにインターリーバ２
２によりインターリーブされる。その後、変調・シンボル挿入処理部２３によって瞬時ピ
ークの低減がなされた後に、出力信号として送信装置から通信路へ出力される。図６ｂは
、対応する受信系ブロック図を示し、反復復号システムを構成している。第１のＳＩＳＯ
デコーダ２４、デインターリーバ２５、第２のＳＩＳＯ２６および硬判定復号器２７を含
む。ここで、ＳＩＳＯ（Ｓｏｆｔ−Ｉｎ

Ｓｏｆｔ−Ｏｕｔ）デコーダは、ターボ符号に

対する反復復号法において用いられる要素復号器の１つである。
【００４９】
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図６ａのように、送信系の構成を、符号化処理および変調・シンボル挿入処理部がイン
タリーバを介して従属接続されたものと見なすことで、図６ｂに示すようなＳＩＳＯ復号
器を連結した反復復号法を利用することでターボ復号により、大幅に誤り率特性を改善す
ることができる。すなわち、シンボル挿入処理によって変調する前に、情報ビットを畳み
込み符号などで符号化しておけば、シンボル挿入処理と合わせて、システム全体がターボ
復号可能となる。その際は、ビタビアルゴリズムではなく、ＢＣＪＲアルゴリズムなどを
適用しＳＩＳＯ復号することができる。シンボル挿入（８ＰＳＫ）をＢＣＲＪやビタビア
ルゴリズムによって復号する際の計算量は、状態数３２の畳み込み符号(つまりメモリ数
５)の計算量とほぼ等しい。したがって、従来技術の復号方法と同じレベルの複雑さで十
分である。したがって、無線送受信装置全体において、送信系における回路を簡素化する
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メリットをそのまま享受できる。
【００５０】
図７は、本発明のシンボル挿入による変調を適用した場合のピーク電力低減効果を示す
図である。横軸は、正規化瞬時電力を示し、縦軸は、ＣＣＤＦ（Complementary Cumulati
ve Distribution Function）補累積分布を示す。すなわち、正規化瞬時電力は、平均電力
を１に正規化した場合の信号の瞬時電力を、ＣＣＤＦは、瞬時電力が横軸の値を超える確
率を示している。通常のＱＰＳＫ変調のＣＣＤＦを比較のために示しており、波形整形フ
ィルタのα＝０．１、０．４の場合をそれぞれ示す。ＣＣＤＦ（１０‑5）に対する横軸の
瞬時電力値を参照すれば、α＝０．１の場合、通常のＱＰＳＫ変調では瞬時電力のうちの
９９．９９９％が６．４ｄＢ以下の範囲内に含まれるのに対し、本発明のシンボル挿入に
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よれば、９９．９９９％が４．３ｄＢ以下の範囲内に収まっていることが確認できる。し
たがって、ＣＣＤＦ（１０‑5）に対する横軸の瞬時電力値をピーク電力とみなした場合、
本発明のシンボル挿入によって、ピーク電力を２．１ｄＢ低減する改善がなされたと言え
る。
【００５１】
図８は、本発明のシンボル挿入による変調で挿入されたシンボルを復号に利用した場合
のＢＥＲ特性を示す図である。ここで、本発明のシンボル挿入による変調システムは、符
号化率１／３の畳み込み符号（ＣＣ）をシンボル挿入変調部（８ＰＳＫを基礎とする）に
連接したシステムであり、情報レートは０．５[ビット／シンボル]となる。比較対象とし
て、符号化率１／４のＬＤＰＣ符号をＱＰＳＫに連接したシステムのＢＥＲ特性を示して
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いる。情報レートは同じく０．５[ビット／シンボル]となる。誤り率の改善量は、ＢＥＲ
＝０．００１％において、０．９ｄＢである。
【００５２】
図７に示したピーク電力の低減量２．１ｄＢと、図８に示したＢＥＲの改善量０．９ｄ
Ｂとを合わせれば、本発明のシンボル挿入による変調方法および挿入シンボルを利用した
復調方法により、情報伝送レートを同じに設定したＱＰＳＫ変調方式と比較して、送受信
合計で、システムＳＮ比を３ｄＢ改善ができる。
【００５３】
図９は、本発明のシンボル挿入による変調を適用した変調波の包絡線分布を信号空間図
上で示した図である。図９ａは、α＝０．４、図９ｂはα＝０．１の場合をそれぞれ示す
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。トレリスシェイピングには及ばないものの、十分にピーク電力発生を抑制している。
【００５４】
以上詳細に述べたように、本発明のピーク電力低減方法によれば、送信側の回路構成を
大幅に簡素化し、送信信号処理による消費電力を大幅に抑える。シンボル挿入処理は、Ｄ
ＳＰを使用することなく、低速のＣＰＵを用いて処理できるため、ＤＳＰの動作周波数を
抑え、ＤＳＰにおける消費電力を抑えて、発熱量を減らす。さらにルックアップテーブル
の選択によって、複数の異なる変調方式に対して、最適のピーク電力低減方法を柔軟に選
択できる。携帯端末装置の消費電力を、大幅に削減することができる。
【産業上の利用可能性】
【００５５】
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本発明は、通信装置に利用可能である。電池駆動の携帯端末に特に有効であり、携帯端
末の小型軽量化を実現する。さらに無線送受信装置を含む通信システムに利用可能である
。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明のシンボル挿入によるピーク電力低減方法の基本概念を説明する図である
。
【図２】本発明のピーク電力低減方法を実現する送信・変調部の構成を示す図である。
【図３】変調方法における信号点の位相遷移を説明する図である。
【図４】８ＰＳＫ変調について、挿入シンボルの選択パターン例を示す図である。
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【図５】本発明の挿入シンボルによる変調動作をトレリス線図で表現した図である。
【図６】本発明のシンボル挿入によるピーク電力低減させる変調処理部を含む送信系およ
び対応する受信系のブロック図である。
【図７】本発明のシンボル挿入による変調を適用した場合のピーク電力低減効果を示す図
である。
【図８】本発明のシンボル挿入による変調で挿入されたシンボルを復号に利用した場合の
ＢＥＲ特性を示す図である。
【図９】本発明のシンボル挿入による変調を適用した変調波の包絡線分布を信号空間図上
で示した図である。
【符号の説明】
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【００５７】
１

８ＰＳＫ変調部

２

シンボル挿入処理部

３

シンボル選択手段

４

遅延素子

５

状態

６

枝

１１、１２、１３

制御シンボル

２１

通信符号化処理部

２２

インターリーバ

２３

変調・シンボル挿入処理部

２４、２６

ＳＩＳＯデコーダ

２５

デインターリーバ

２７

硬判定処理部

３１、３２、３３、３４、３５、３６

【図１】
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信号点

【図２】
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