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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
インパルス応答時間が有限の第１ヒルベルト変換器を用いて上側波帯と下側波帯とが別
の情報シンボルで変調された複数のサブキャリア信号が直交周波数分割多重化されている
無線信号を受信する受信装置であって、
前記複数のサブキャリア信号を分離する信号分離部と、
インパルス応答時間が有限の第２ヒルベルト変換器を用いて前記サブキャリア信号を復
調して上側波帯の復調データおよび下側波帯の復調データを得る復調部と、
前記上側波帯の復調データおよび前記下側波帯の復調データから上側波帯に含まれる下
側波帯の情報シンボルに基づく第１漏れ成分と下側波帯に含まれる上側波帯の情報シンボ
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ルに基づく第２漏れ成分とをそれぞれ除去するフィルタ部と、
前記フィルタ部を通過した上側波帯の復調データと下側波帯の復調データとを復号して
前記上側波帯に含まれる情報シンボルと前記下側波帯に含まれる情報シンボルとをそれぞ
れ推定する復号部と、
を具備し、
前記フィルタ部は、
前記第１漏れ成分と前記第２漏れ成分に相当する関数Ｇを、前記復号部により推定され
た情報シンボルを引数として、以下の式から求め、前記関数Ｇに基づいて前記上側波帯の
復調データおよび前記下側波帯の復調データから前記第１漏れ成分および前記第２漏れ成
分とをそれぞれ除去する、
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受信装置。
【数１】

ここで、
ｘ：前記復号部により推定された情報シンボルのいずれか
Ｈ〜ｉ：理想的なヒルベルト変換に近似し、前記第１および第２ヒルベルト変換器より
もタップ数を増大させたＦＩＲフィルタの変換行列
Ｈ〜ｃ：前記理想的なヒルベルト変換に近似したＦＩＲフィルタにおいて前記第１およ
び第２ヒルベルト変換器の変換行列Ｈｔに対応する範囲のタップ係数をゼロにしたＦＩＲ
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フィルタの変換行列
【請求項２】
前記フィルタ部は、復号ビットの値ごとの前記関数Ｇの正確な値を保持しておき、前記
復号ビットの値に応じて保持している値を抽出することにより前記関数Ｇの値を求める、
請求項１記載の受信装置。
【請求項３】
前記フィルタ部は、前記変換行列Ｈ〜ｉに対応するヒルベルト変換器と、前記変換行列
Ｈ〜ｃに対応するＦＩＲフィルタとを内蔵し、これらを使用して前記関数Ｇの値を求める
、
請求項１記載の受信装置。
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【請求項４】
インパルス応答時間が有限の第１ヒルベルト変換器を用いて上側波帯と下側波帯とが別
の情報シンボルで変調された複数のサブキャリア信号が直交周波数分割多重化されている
無線信号を受信する受信方法であって、
前記複数のサブキャリア信号を分離する信号分離ステップと、
インパルス応答時間が有限の第２ヒルベルト変換器を用いて前記サブキャリア信号を復
調して上側波帯の復調データおよび下側波帯の復調データを得る復調ステップと、
前記上側波帯の復調データおよび前記下側波帯の復調データから上側波帯に含まれる下
側波帯の情報シンボルに基づく第１漏れ成分と下側波帯に含まれる上側波帯の情報シンボ
ルに基づく第２漏れ成分とをそれぞれ除去するフィルタステップと、
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前記フィルタステップを通過した上側波帯の復調データと下側波帯の復調データとを復
号して前記上側波帯に含まれる情報シンボルと前記下側波帯に含まれる情報シンボルとを
それぞれ推定する復号ステップと、
を具備し、
前記フィルタステップは、
前記第１漏れ成分と前記第２漏れ成分に相当する関数Ｇを、前記復号ステップにより推
定された情報シンボルを引数として、以下の式から求め、前記関数Ｇに基づいて前記上側
波帯の復調データおよび前記下側波帯の復調データから前記第１漏れ成分および前記第２
漏れ成分とをそれぞれ除去する、
受信方法。
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【数２】

ここで、
ｘ：前記復号ステップにより推定された情報シンボルのいずれか
Ｈ〜ｉ：理想的なヒルベルト変換に近似し、前記第１および第２ヒルベルト変換器より
もタップ数を増大させたＦＩＲフィルタの変換行列
Ｈ〜ｃ：前記理想的なヒルベルト変換に近似したＦＩＲフィルタにおいて前記第１およ
び第２ヒルベルト変換器の変換行列Ｈｔに対応する範囲のタップ係数をゼロにしたＦＩＲ
フィルタの変換行列
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、上側波帯が第１シンボルで変調され下側波帯が第２シンボルで変調された複
数のサブキャリア信号が直交周波数分割多重化されている無線信号を受信する受信装置及
び受信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
ＯＦＤＭ（直交周波数分割多重）方式にＳＳＢ（単側波帯）多重化を適用することで、
通常のＯＦＤＭ方式の二倍の伝送容量を実現する技術が検討されている。ＯＦＤＭ方式に
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おいて、複数のサブキャリア信号のＵＳＢ（上側波帯）およびＬＳＢ（下側波帯）に異な
る情報シンボルで変調されたＳＳＢ信号を合成しても、複数のサブキャリア信号の直交性
がほぼ維持されたまま、約二倍の伝送容量を実現することができる。
【０００３】
このような伝送方法に関連する技術として、非特許文献１には、直交する４つのＳＳＢ
要素の変調技術について開示されている。また、非特許文献２には、ＳＳＢ化されたＱＰ
ＳＫ（四位相偏移変調）信号の復号技術について開示されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
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【非特許文献１】G.Ohta, M.Nanri, M Uesugi, T.Sato and H.Tominaga, "A Study of Ne
w Modulation Method Consisted of Orthogonal Four SSB Elements Having a Common Ca
rrier Frequency", IEEE, The 11th International Symposium on Wireless Personal Mu
ltimedia Communications (WPMC), Lapland, Finland, Sep. 2008
【非特許文献２】B.Pitakdumrongkija, et al, "Single sideband QPSK with turbo equa
lization for mobile communications", IEEE, Vehicular Technology Conference ‑ Spr
ing 2005, pp. 538‑542, May 2005
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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しかしながら、ＯＦＤＭ方式にＳＳＢ多重化を適用した伝送方式において、各サブキャ
リア信号のＵＳＢ信号とＬＳＢ信号とを単純に分離して復調および復号を行った場合、伝
送誤り特性が劣化して所望の受信性能が得られないという課題があった。
【０００６】
このような伝送誤り特性の劣化は、サブキャリア信号のＵＳＢとＬＳＢとの干渉が原因
であると考えられた。この干渉は、変調時のサブキャリア信号のＳＳＢ化およびその復調
の際にサブキャリア信号に対して行われるヒルベルト変換が、有限の周波数範囲に制限さ
れた擬似的な変換であることに起因すると考えられた。
【０００７】
本発明の目的は、ＳＳＢ多重化されたＯＦＤＭ信号を受信する受信装置又は受信方法に
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おいて、良好な伝送誤り特性が得られるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明の一態様に係る受信装置は、上側波帯と下側波帯とが別の情報シンボルで変調さ
れた複数のサブキャリア信号が直交周波数分割多重化されている無線信号を受信する受信
装置であって、前記複数のサブキャリア信号を分離する信号分離部と、前記サブキャリア
信号を復調して上側波帯の復調データおよび下側波帯の復調データを得る復調部と、前記
上側波帯の復調データおよび前記下側波帯の復調データから上側波帯に含まれる下側波帯
の情報シンボルに基づく漏れ成分と下側波帯に含まれる上側波帯の情報シンボルに基づく
漏れ成分とをそれぞれ除去するフィルタ部と、前記フィルタ部を通過した上側波帯の復調
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データと下側波帯の復調データとを復号して前記上側波帯に含まれる情報シンボルと前記
下側波帯に含まれる情報シンボルとをそれぞれ推定する復号部と、を具備し、前記フィル
タ部は、前記復号部により推定された情報シンボルに基づいて前記上側波帯の情報シンボ
ルに基づく漏れ成分と前記下側波帯の情報シンボルに基づく漏れ成分とを生成する構成を
採る。
【０００９】
本発明の一態様に係る受信方法は、上側波帯と下側波帯とが別の情報シンボルで変調さ
れた複数のサブキャリア信号が直交周波数分割多重化されている無線信号を受信する受信
方法であって、前記複数のサブキャリア信号を分離する信号分離ステップと、前記サブキ
ャリア信号を復調して上側波帯の復調データおよび下側波帯の復調データを得る復調ステ
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ップと、前記上側波帯の復調データおよび前記下側波帯の復調データから上側波帯に含ま
れる下側波帯の情報シンボルに基づく漏れ成分と下側波帯に含まれる上側波帯の情報シン
ボルに基づく漏れ成分とをそれぞれ除去するフィルタステップと、前記フィルタステップ
を通過した上側波帯の復調データと下側波帯の復調データとを復号して前記上側波帯に含
まれる情報シンボルと前記下側波帯に含まれる情報シンボルとをそれぞれ推定する復号ス
テップと、を具備し、前記フィルタステップは、前記復号ステップで推定された情報シン
ボルに基づいて前記上側波帯の情報シンボルに基づく漏れ成分と前記下側波帯の情報シン
ボルに基づく漏れ成分とを生成する方法とする。
【発明の効果】
【００１０】
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本発明によれば、ＳＳＢ多重化されたＯＦＤＭ信号を受信する受信装置又は受信方法に
おいて、良好な伝送誤り特性が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態の受信装置を示すブロック図
【図２】送信装置を示すブロック図
【図３】送信装置の変調部の要部を示す構成図
【図４】受信装置の復調部の要部を示す構成図
【図５】ヒルベルト変換器の詳細を示す構成図
【図６】ヒルベルト変換器の特性を説明する図
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【図７】漏れ成分除去フィルタの詳細を示す構成図
【図８】伝送誤り特性のシミュレーション結果を示す特性図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
以下、本発明の各実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１３】
図１は、本発明の実施の形態の受信装置１０を示すブロック図、図２は、この受信装置
１０に対応する送信装置４０を示すブロック図である。
【００１４】
この実施の形態の受信装置１０および送信装置４０は、ＵＳＢとＬＳＢとが異なる情報
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シンボルでデジタル変調された複数のサブキャリア信号をＯＦＤＭ方式で送受信するもの
である。
【００１５】
送信装置４０は、図２に示すように、送信するデータを入力するデータ入力部４６と、
入力データを符号化する畳込み符号部４５と、符号化されたビット列の並べ替えを行うイ
ンタリーバ４４とを備えている。また送信装置４０は、並べ替えられたビット列をＱＰＳ
Ｋの複素シンボル列にマッピングするシンボルマッパ４３と、マッピングされた複素シン
ボル列に応じて基底帯域の複数のサブキャリア信号をデジタル変調する４−ＳＳＢ変調部
４２と、複数のサブキャリア信号を伝送帯域に変換し且つ直交多重化させて送信するＯＦ
ＤＭ送信部４１などを備えている。
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【００１６】
データ入力部４６、畳込み符号部４５、インタリーバ４４およびシンボルマッパ４３は
、ＳＳＢ多重化のために各サブキャリア信号のＵＳＢとＬＳＢとに対応して２組設けられ
ている。
【００１７】
受信装置１０は、図１に示すように、ＯＦＤＭ受信部１１、４−ＳＳＢ復調部１２、漏
れ成分除去フィルタ１３、および、復号部２１等を備えている。
【００１８】
復号部２１は、ＬＣ ＭＭＳＥイコライザ（低複雑度−最小平均二乗誤差等化器）１４
、デインタリーバ１６、ＭＡＰ（Maximum a posteriori probability）復号部１７、イン
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タリーバ１５、および、出力部１８等を備えている。
【００１９】
ＯＦＤＭ受信部１１は、送信装置４０からＯＦＤＭ信号を受信するとともに、伝送帯域
の複数のサブキャリアを分離し、基底帯域へ変換して、４−ＳＳＢ復調部１２へ出力する
。
【００２０】
４−ＳＳＢ復調部１２は、詳細は後述するが、各サブキャリア信号の復調を行ってサブ
キャリア信号のＵＳＢとＬＳＢとに含まれる２つのＱＰＳＫの情報シンボルを軟判定する
。そして、４−ＳＳＢ復調部１２は、軟判定の結果である復調データ（例えば対数尤度比
データ）を漏れ成分除去フィルタ１３へ出力する。
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【００２１】
漏れ成分除去フィルタ１３は、詳細は後述するが、２つの情報シンボルの尤度を表わす
復調データから、サブキャリア信号のＵＳＢとＬＳＢとの干渉成分（互いの漏れ成分）を
除去する。そして、漏れ成分除去フィルタ１３は、除去後の復調データを復号部２１へ出
力する。この干渉成分は、復調データから復号部２１が推定した情報シンボルに基づき算
出される。そのため、漏れ成分除去フィルタ１３の干渉成分の除去処理と、復号部２１の
復号処理とは、再帰的に繰り返し行われることで、上記の干渉成分の除去が正常に行われ
るようになっている。
【００２２】
復号部２１は、漏れ成分除去フィルタ１３から順次入力される復調データ列に基づいて
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各復調データの硬判定を行って情報シンボルを復号する。
【００２３】
ＬＣ ＭＭＳＥイコライザ１４は、復号結果から求められる復調データの推定値と、復
調データの出力との平均二乗誤差が最小になるように、入力される復調データ列に対して
等化処理を行う。そして、ＬＣ ＭＭＳＥイコライザ１４は、等化処理後の復調データ列
をデインタリーバ１６へ出力する。
【００２４】
デインタリーバ１６は、畳込み符号化されている情報シンボル列の復号のために復調デ
ータ列の並べ戻しを行った後、この復調データ列をＭＡＰ復号部１７へ出力する。
【００２５】
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ＭＡＰ復号部１７は、再帰的アルゴリズムにより、符号化されている情報シンボル列と
復調データ列の判定値とが高い確率で一致するように各復調データの判定を行う。そして
、ＭＡＰ復号部１７は、各復調データの判定結果を出力部１８とインタリーバ１５とへ出
力する。
【００２６】
インタリーバ１５は、上記の等化処理のために復号された情報シンボル列を並べ替えて
ＭＭＳＥイコライザ１４へ戻す。
【００２７】
ＬＣ ＭＭＳＥイコライザ１４とＭＡＰ復号部１７とは、一連の復調データ列に対して
等化処理と復号処理とを再帰的に繰り返すことで、復号の特性を向上させる。
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【００２８】
出力部１８は、復号データを外部へ出力するとともに、硬判定された情報シンボル（ｕ
，ｖ，ｐ，ｒ）を漏れ成分除去フィルタ１３へフィードバックする。
【００２９】
図３は、送信装置の４−ＳＳＢ変調部の要部を表わした構成図である。
【００３０】
送信装置４０の４−ＳＳＢ変調部４２は、２つの情報シンボル（ｄ１＝ｕ＋ｊｖ，ｄ２
＝ｐ＋ｊｒ（ここで、ｕ、ｖ、ｐ、ｒは情報ビット））をそれぞれデジタル変調（例えば
ＱＰＳＫ変調）する複数の変調部（図３では省略）と、変調された信号を加減算する複数
の加算器２と、変調された信号に対してサブキャリア信号の基底帯域の周波数を中心周波
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数としたヒルベルト変換を行う複数のヒルベルト変換器Ｆ１とを有する。
【００３１】
図３において、「ｕ」と「ｐ」は、上記の情報シンボルｄ１，ｄ２によりそれぞれデジ
タル変調された２つの変調信号の各同相成分、「ｖ」と「ｐ」は、これら２つの変調信号
の各直交位相成分を表わしている。
【００３２】
この４−ＳＳＢ変調部４２の出力は、上記複数の加算器２および複数のヒルベルト変換
器Ｆ１により、次式１に示す４−ＳＳＢ同相信号（Ｓ4SSB,I）と４−ＳＳＢ直交位相信号
（Ｓ4SSB,Q）となる。
【数１】

20

【００３３】
ここで、Ｈｔｒｕｎ（ｘ）は変調信号ｘに対するヒルベルト変換器Ｆ１による変換後の
信号を表わす。
【００３４】
図４は、受信装置の４−ＳＳＢ復調部の要部を表わした構成図である。
【００３５】
受信装置１０の４−ＳＳＢ復調部１２は、図４に示すように、ＯＦＤＭ受信部１１によ

30

り分離及び抽出された基底帯域のサブキャリア信号に対して、このサブキャリアの周波数
を中心としたヒルベルト変換を行う複数のヒルベルト変換器Ｆ２と、上記サブキャリア信
号の加減算を行う加算器２と、これらのヒルベルト変換および加減算後の信号に対してそ
れぞれ検波を行って軟判定された復調データ（ｄ１１，ｄ１２，ｄ２１，ｄ２２）を出力
する複数の検波器４を備えている。
【００３６】
この４−ＳＳＢ復調部１２により得られる４つの復調データ（ｄ１１，ｄ１２，ｄ２１
，ｄ２２）は、雑音および伝送路の歪みがなければ、次式２の値となる。
【数２】
40

【００３７】
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図５は、ヒルベルト変換器の詳細を示す構成図、図６は、ヒルベルト変換器の特性を説
明する図である。
【００３８】
送信装置４０の４−ＳＳＢ変調部４２に備わるヒルベルト変換器Ｆ１と、受信装置１０
の４−ＳＳＢ復調部１２に備わるヒルベルト変換器Ｆ２とは、図５に示すように、タップ
数が「Ｎ＋１」のＦＩＲ（Finite Impulse Response Filter）フィルタから構成される。
すなわち、ヒルベルト変換器Ｆ１，Ｆ２は、信号を一定の遅延で順次伝送する複数の遅延
ブロックｄn‑N/2−ｄn+N/2と、これらの複数の遅延ブロックｄn‑N/2−ｄn+N/2にそれぞれ
対応した複数の乗算器３と、複数の乗算器３の出力をそれぞれ加算する複数の加算器２等
を有している。
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【００３９】
このような構成により、複数の遅延ブロックｄn‑N/2−ｄn+N/2に信号が伝送されると、
各遅延ブロックｄn‑N/2−ｄn+N/2は信号振幅に応じた信号を対応する乗算器３へ出力し、
複数の乗算器３によりこの信号に各遅延ブロックｄn‑N/2−ｄn+N/2に対応した係数ｈ‑N/2
−ｈ+N/2が乗算される。そして、この乗算後の信号が複数の加算器２で加算されて出力さ
れる。各乗算器３で乗算される係数ｈ‑N/2−ｈ+N/2には、図６の信号応答図に示されるよ
うに周知のヒルベルト変換器と同様の値が採用されている。図６の信号応答図はヒルベル
ト変換器にパルス信号を入力したときの応答出力を表わしている。
【００４０】
ヒルベルト変換器Ｆ１，Ｆ２は、入力信号に対して、インパルス応答時間が有限に切り

20

詰められた擬似的なヒルベルト変換（Truncated Hilbert Transform）を行うものである
。すなわち、ヒルベルト変換器Ｆ１，Ｆ２のタップ数は有限個であり、タップの係数列Ｈ
ｔ＝（ｈ‑N/2,・・・,ｈ+N/2）は、図６に示すように、インパルス応答時間の有限の範囲

に対応するものである。言い換えれば、ヒルベルト変換器Ｆ１，Ｆ２は、周波数範囲が有
限のヒルベルト変換を行うものであり、完全なヒルベルト変換を行うものでない。
【００４１】
なお、図６において、係数列「Ｈｔ＋Ｈｃ」の範囲がインパルス応答時間の無限の範囲
を表わしている。ここで、係数列Ｈｃは、図６の左右の波括弧の範囲の各タップ係数を含
み、係数列Ｈｔに対応する中央の範囲の係数をゼロとした係数列である。また、係数列Ｈ
ｃは、図６の左右の波括弧の範囲が無限長の係数列を表わしている。完全なヒルベルト変
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換器は、このような無限の範囲に渡るタップ数および係数列を有するＦＩＲフィルタによ
り実現される。また、図６において、係数列「Ｈ〜ｉ＝Ｈｔ＋Ｈ〜ｃ」の範囲は、ヒルベ
ルト変換器Ｆ１，Ｆ２より大きなインパルス応答時間の有限の範囲を表わしている。この
ように有限であるが広い範囲に渡るタップ数および係数列を有するＦＩＲフィルタは、完
全なヒルベルト変換に近似する変換を行うものである。ＦＩＲフィルタのインパルス応答
時間を長くすると、変換時間の遅延が大きくなり、前後のシンボル間干渉を生じさせる。
従って、ヒルベルト変換器Ｆ１，Ｆ２のインパルス応答時間の大きさには制限が生じる。
【００４２】
ヒルベルト変換器Ｆ１，Ｆ２は、上述のようにインパルス応答時間が有限のヒルベルト
変換器であるため、次式３に示すように、或る信号（例えば、ｕ，ｖ，ｐ，ｒ）に対して

40

ヒルベルト変換を２回行っても元の信号（符号が逆転した元の信号）に戻らない。そして
、変換前と変換後の信号に僅かな差が生じる。
【数３】

【００４３】
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一方、式２に示した４つの復調データ（ｄ１１，ｄ１２，ｄ２１，ｄ２２）は、ヒルベ
ルト変換Ｈｔｒｕｎ（ｘ）が、理想的なヒルベルト変換Ｈ（ｘ）であれば、次式４のよう
な結果になる。式４において「ｕ，ｖ，ｐ，ｒ」は、変調信号ｕ，ｖ，ｐ，ｒの検波値を
同一記号で表わしている。ハット記号はヒルベルト変換後の信号の検波値を示している。
【数４】

10

【００４４】
しかしながら、インパルス応答時間が有限のヒルベルト変換器Ｆ１，Ｆ２を用いている
ため、式２に示した４つの復調データ（ｄ１１，ｄ１２，ｄ２１，ｄ２２）は次式５のよ
うな結果になる。すなわち、復調データには、サブキャリア信号のＵＳＢとＬＳＢとの干
渉成分（ＵＳＢからＬＳＢへの漏れ成分およびＬＳＢからＵＳＢへの漏れ成分）に相当す

20

る関数Ｇの成分が含まれる。なお、式５の右辺は信号の検波値を表わしている。
【数５】

30

40

【００４５】
従って、上述した漏れ成分除去フィルタ１３は、上記の４つの復調データ（ｄ１１，ｄ
１２，ｄ２１，ｄ２２）から関数Ｇの成分を除去する。
【００４６】
図７は、漏れ成分除去フィルタの詳細を示す構成図である。
【００４７】
漏れ成分除去フィルタ１３は、出力部１８から硬判定されたビットデータ（ｕ,ｖ,ｐ,
ｒ）を入力するバッファ１３１と、ビットデータを引数として関数Ｇの値を算出するＧ演
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算部１３２と、４−ＳＳＢ復調部１２から入力される復調データｄ１，ｄ２を入力するバ
ッファ１３３と、復調データｄ１，ｄ２からＧ演算部１３２により変換された値を加減算
する加減算器１３４等を備えている。なお、出力部１８からバッファ１３１へフィードバ
ックされるデータは軟判定データとしても良い。
【００４８】
Ｇ演算部１３２は、次のようにして、フィードバックされたビットデータ（ｕ，ｖ，ｐ
，ｒ）に基づいて式５の関数Ｇに係る成分を求める。ここで、式７に示すように、ヒルベ
ルト変換の行列表記を導入する。ヒルベルト変換器Ｆ１,Ｆ２による変換は、式７に示す
ように、そのタップ係数列（ｈ‑N/2,・・・,ｈ+N/2）に基づき決定される行列Ｈｔによっ
て表わすことができる。ここで、「ｘ」は、信号ｘの値を時系列に各要素に並べたベクト
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ルを示す。
【００４９】
【数６】

【００５０】
インパルス応答時間が有限長のヒルベルト変換器Ｆ１，Ｆ２の変換行列Ｈｔは、式８に
示すように、理想的なヒルベルト変換の変換行列Ｈｉから、図６に示した左右の無限長の
範囲のタップ係数により決定されるＦＩＲフィルタの変換行列Ｈｃを減算した値となる。
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【００５１】
従って、関数Ｇによる変換は、式９に示すように、行列表記により表わすことができる
。
【数７】

30
【００５２】
ここで、理想的なヒルベルト変換に近似するＦＩＲフィルタを導入する。すなわち、上
記のヒルベルト変換器Ｆ１，Ｆ２よりもタップ数を増大させたＦＩＲフィルタを導入し、
その変換行列をＨ〜ｉとする。また、理想的なヒルベルト変換に近似するＦＩＲフィルタ
において、ヒルベルト変換器Ｆ１，Ｆ２の変換行列Ｈｔに対応する範囲のタップ係数をゼ
ロにしたＦＩＲフィルタの変換行列をＨ〜ｃとする。すると、式９に現れる変換行列Ｈｉ
，Ｈｃは、式１０に示すように、上記変換行列Ｈ〜ｉ，Ｈ〜ｃによって近似的に表わされ
る。
【数８】
40
【００５３】
それにより、関数Ｇによる変換は、上記の変換行列Ｈ〜ｉ，Ｈ〜ｃを用いて、式１１の
ように近似的に表わすことができる。
【数９】

【００５４】
漏れ成分除去フィルタ１３のＧ演算部１３２は、フィードバックされる復号ビット（ｕ
，ｖ，ｐ，ｒ）に基づき、この復号ビットを引数とした関数Ｇの値を演算により求める。
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詳細には、上記復号ビットの情報シンボルによって変調された基底帯域のサブキャリア信
号を想定し、このサブキャリア信号を関数Ｇにより変換し、この変換後の信号を復調して
得られるデータ値を、Ｇ演算部１３２は算出する。
【００５５】
なお、復号ビットを引数とした関数Ｇの値は復号ビットの値に応じて一律に決定される
。それゆえ、漏れ成分除去フィルタ１３は、復号ビットの値ごとの関数Ｇの正確な値を保
持しておき、復号ビットの値に応じて保持している値を抽出することで、関数Ｇの値を求
めることができる。また、漏れ成分除去フィルタ１３は、式１１の行列演算を実際に行っ
て、関数Ｇの値を求めることもできる。或いは、漏れ成分除去フィルタ１３は、変換行列
Ｈ〜ｉに対応するヒルベルト変換器と、変換行列Ｈ〜ｃに対応するＦＩＲフィルタとを内
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蔵し、これらを使用して関数Ｇの値を求めることもできる。この場合、漏れ成分除去フィ
ルタ１３は、フィードバックされる復号ビットを基底帯域のサブキャリアの周波数信号に
変換し、この周波数信号をヒルベルト変換器とＦＩＲフィルタに通した後に復調処理を行
って関数Ｇの値を求めることができる。
【００５６】
漏れ成分除去フィルタ１３は、上記のように算出された関数値（Ｇ（ｕ），Ｇ（ｖ），
Ｇ（ｐ），Ｇ（ｒ））に基づき、軟判定された復調データ（ｄ１１，ｄ１２，ｄ２１，ｄ
２２）から、上述したサブキャリア信号のＵＳＢとＬＳＢとの干渉成分（関数Ｇを含む項
）を除去する。そして、漏れ成分除去フィルタ１３は、この干渉成分を除去した復調デー
タを復号部２１へ出力する。このような漏れ成分除去フィルタ１３の干渉成分の除去処理
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と、復号部２１の復号処理とは、データをバッファ１３１，１３３で一時的に蓄積するこ
とで再帰的に繰り返し行われる。それにより、復号部２１は、より正確な情報ビットの復
号を行うことが可能となる。
【００５７】
図８は、伝送誤り特性のシミュレーション結果を示す特性図である。この図は、加法性
ホワイトガウスノイズ (AWGN: additive white Gaussian noise)によりビット当たりの雑
音比（Ｅｂ／Ｎｏ：ビットエネルギー対雑音電力密度比）を変化させたときの受信装置１
０により受信されたデータのビットエラー率（ＢＥＲ）を表わしている。また、この図は
、伝送データがターボ符号化されて伝送されるとともに受信装置１０において５回の繰り
返し復号によって復号された場合を表わしている。
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【００５８】
図８に示すように、この実施の形態の受信装置１０によれば、各サブキャリア信号のＵ
ＳＢとＬＳＢとにそれぞれＱＰＳＫ変調を行ったＯＦＤＭ方式の伝送（図８で「４ＳＳＢ
」により表わす）であっても十分な無線伝送性能が得られる。
【００５９】
以上、本発明の実施の形態について説明した。
【００６０】
なお、上記実施の形態では、上側波帯に含まれる下側波帯の情報シンボルに基づく漏れ
成分と、下側波帯に含まれる上側波帯の情報シンボルに基づく漏れ成分とに対して、それ
ぞれ対等独立に推定する復号ステップと除去するフィルタステップを設けたが、構成の一
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部を共通利用すること、ならびに上側波帯もしくは下側波帯の一方のみに対応する構成と
して、これにより抽出された側波帯の情報シンボルを用いて残された側波帯の情報シンボ
ルを抽出することも容易に可能である。また、伝送データの符号および復号に畳込み符号
およびＭＡＰ復号を適用した例を示したが、これらに制限されず、様々な誤り訂正符号お
よび復号を適用することができる。また、変復調方式も、ＱＰＳＫ変復調に限られず、様
々なデジタル変復調の方式を適用することができる。
【００６１】
また、上記実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明し
たが、本発明はハードウェアとの連携においてソフトウェアで実現することも可能である
。また、上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるＬ
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ＳＩとして実現される。これらは個別に１チップ化されてもよいし、一部又は全てを含む
ように１チップ化されてもよい。ここでは、ＬＳＩとしたが、集積度の違いにより、ＩＣ
、システムＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。また、集
積回路化の手法はＬＳＩに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで実現しても
よい。ＬＳＩ製造後に、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Field Programmable Gat
e Array）または、ＬＳＩ内部の回路セルの接続および設定を再構成可能なリコンフィギ
ュラブル・プロセッサを利用してもよい。さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技
術によりＬＳＩに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機
能ブロックの集積化を行ってもよい。
【産業上の利用可能性】
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【００６２】
本発明は、デジタル放送システムまたは移動通信システムに有用である。
【符号の説明】
【００６３】
１０

受信装置

１１

ＯＦＤＭ受信部

１２

４−ＳＳＢ復調部

１３

漏れ成分除去フィルタ

２１

復号部

Ｆ１，Ｆ２

ヒルベルト変換器

４０

送信装置

４１

ＯＦＤＭ送信部

４２

４−ＳＳＢ変調部

４５

畳込み符号部
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【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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