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1. まえがき 
周波数選択性フェージングチャネルにおける伝送方式と

して OFDM 伝送[1]とともに，周波数領域等化を用いるシン
グルキャリア(SC)伝送[2]が注目を集めている．本論文では
SC および OFDM 伝送を対象に，受信側 FFT サンプリング
周期で正規化された伝搬路パスの正規化遅延時間が非整数
倍である場合に，遅延時間領域窓関数法を用いたチャネル
推定が伝送特性に与える影響を計算機シミュレーションに
よって明らかにしている． 
2. 受信信号表現 

SC および OFDM 受信信号は次式で与えられる． 
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l lll lh であり，L は伝搬路のパス数，
{h(t)}は送受信フィルタのインパルス応答を表す．ξl，τl，
{s(t)}および{η(t)}は第 l パスの複素パス利得，遅延時間，送
信信号および雑音成分をそれぞれ表す．SC 伝送の受信信号
に現れるψ(t)は送受信フィルタによって発生する符号間干
渉成分である．一方，OFDM 伝送ではガードインターバル
(GI)長が十分に長ければ符号間干渉は発生しない． 
3. 遅延時間領域窓関数法を用いるチャネル推定 

周波数領域等化を行うためには高精度なチャネル推定が
必要となる．周期的に送信される既知パイロット系列を用
いて受信側で逆変調を行うことによりチャネル推定値
{ )(ˆ kH ; k=0~(Nc−1)}を得ることができる．ここで，Ncは FFT
ブロックサイズである．また，伝搬路自身のチャネルイン
パルス応答は GI 内にしか存在しないことに着目し， )(ˆ kH
を IFFT することによりチャネルインパルス応答 )τ(

~
h を求

め，遅延時間領域にて窓関数を乗算することにより雑音を
低減できる[3]． )(ˆ kH を IFFT することにより得られる瞬時
のチャネルインパルス応答は次式で与えられる(簡単のた
め，干渉および雑音項は省略する)． 
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ここで，ϕ(τ)=exp(−jπτ(Nc−1)/Nc)sinc(πτ)/sinc(πτ/Nc)である．
正規化遅延時間が整数倍であるとき， )τ(

~
h は伝搬路のチャ

ネルインパルス応答に一致するが，正規化遅延時間が非整
数倍であるとき， )τ(

~
h は伝搬路のチャネルインパルス応答

よりも広がってしまう．|h(τ)|および|ϕ(τ)|を図 1 に示す．な
お，SC 伝送の送受信フィルタとしてロールファクタα=0.22
のナイキストフィルタ[4]を用いた．図 1 より，h(τ)はτ=0 付
近に集中しているが，ϕ(τ)は遅延時間領域全体に広がってい
ることが分かる．このことは OFDM 伝送では窓関数 W(τ)

を用いて雑音を低減しようとすると，雑音だけではなく伝
搬路のインパルス応答も打ち切ってしまうことを示唆して
いる．一方，SC 伝送では，窓幅を適切に設定すれば正規化
遅延時間が整数倍であるときと同様に雑音低減が可能であ
る．本論文では窓関数を τ=−4~Ng+3( その他 ) のとき
W(τ)=1(0)とした． 
4. 計算機シミュレーション 

FFT サイズを Nc=256，GI 長を Ng=32 とした．チャネル
モデルは 16 パスの一様電力遅延プロファイルを有する周
波数選択性ブロックレイリーフェージングチャネルとした．
パスの遅延時間はτl=l+Δlとし，Δlは[−1/2, 1/2]の範囲に一様
分布するものとした．逆変調に用いる参照信号として SC
では MMSE 規範，OFDM では ZF 規範を用いた[5]．図 2 に
チャネル利得推定値と真のチャネル利得値との正規化平均
二乗誤差(NMSE)を示す．SC 伝送では，OFDM に比べてチ
ャネル推定精度が劣化しているものの正規化遅延時間が非
整数倍である場合と整数倍のときとで NMSE に大きな差は
見られない．一方 OFDM では，正規化遅延時間が非整数倍
のとき，整数倍のときよりも大幅に NMSE が劣化してしま
う．これは遅延時間領域窓関数により雑音だけではなく伝
搬路のインパルス応答も打ち切ってしまったためである．
平均ビット誤り率(BER)特性を図 3 に示す．パイロットブロ
ックは 16FFT ブロック毎に送信されるものとし，比較のた
めに正規化遅延時間が整数倍のときの理想チャネル推定の
特性も併せて示した．SC 伝送では，正規化遅延時間によら
ずほぼ同じ BER 特性が得られ，理想チャネル推定からの劣
化は約 3dB である．一方 OFDM では，正規化遅延時間が整
数倍の場合には理想チャネル推定からの劣化は約 1dB 程度
であるが，正規化遅延時間が非整数倍の場合，チャネル推
定精度が大幅に劣化してしまうため，BER 特性は大きく劣
化してしまうことが分かる． 
5. むすび 
本論文では非整数倍の正規化遅延時間を有するパスが存

在するチャネル環境下における SC および OFDM 伝送を対
象に，遅延時間領域窓関数法を用いるチャネル推定法を用
いたときの伝送特性を計算機シミュレーションによって明
らかにし，OFDM 伝送では窓関数により雑音だけではなく
伝搬路のインパルス応答も打ち切ってしまいチャネル推定
精度が大幅に劣化してしまうが，SC 伝送では，正規化遅延
時間が非整数倍であってもチャネル推定精度の劣化はほと
んどないことを明らかにした． 
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図 1 |h(τ)|と|ϕ(τ)|    図 2 NMSE 対 Eb/N0特性        図 3 平均 BER 対 Eb/N0特性 
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