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第1章

序論

1.1 背景

スペクトル拡散通信方式は,通常の情報変調された信号に対して,その信号

エネルギーを非常に広い帯域に拡散する方式である.このように広い周波数帯

域に拡散するために,直接スペクトル拡散(DS/SS)通信方式の場合,情報と

は独立した特殊な符号系列(拡散系列)を利用した拡散信号が用いられる.こ

の通信方式は,優れた耐干渉,耐妨害性を持つ,他の方式への干渉が小さい,過

信の秘話性･秘匿性が高い,また受信側において拡散符号レート程度の伝搬時

間差のパスを分離できるためマルチパスフェージングにも強いなどの特徴を持

つ.さらに拡散信号で用いる符号をユーザーの識別に用いることにより,符号

分割多元接続(CDMA)が可能である･このCDMAは,従来から広くもちい

られているFDMAやTDMAと比べ周波数の利用効率が高いといわれている.

これらの特徴をもつDS/SS方式は,特に移動体通信や低軌道衛星通信システ

ムなど,新しい無線サービスの各方面で盛んにその実用化に向けての検討がな

されている【1].
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上に述べたDS/SS方式は,上述のような多くの有利な特徴を有する一方で,

その復調には従来の変調方式にはなかった新たな技術的困難があり,その中で

も特に同期の問題が重要な技術課題となっている[1].スペクトル拡散(SS)

信号は,広い周波数帯域に拡散されており,通信路で加わる雑音や干渉電力に

比べその受信信号電力は非常に小さなものとなっている.そのようなSS信号

の復調は,まず2次変調に用いられた拡散信号の同期を確立し,その結果をも

とに逆拡散操作を正しく行い,受信信号の対干渉･雑音電力比特性を改善した

後に,情報の復調を行うことになる.このように,SS信号の復調には,通常の変

調方式における搬送波同期,ビット同期に加え,拡散符号系列の同期が必要と

なる.

しかし,先にも述べたように, SS信号の受信信号村干渉･雑音電力比

(SNR)は小さいため,この拡散信号の同期は非常に困難であり,その同期捕

捉には時間がかかる傾向がある.また,低SNRであることにより,通常の変調

方式で用いられているような搬送波同期,ビット同期の手法も,逆拡散前の信

号に村しては,その適用が困難である.従って, SS信号の復調において,拡散信

号の同期を高速に確立することが大きな課題となる.

この拡散信号の同期の問題に対して,比較的容易で高速に同期を確立できる

方法として,マッチドフィルタ(MF)のような受動相関回路を用いた同期捕捉

手法についてこれまで非常に多くの研究がなされてきた[5]
-

[7].さらに近年,

多くの利点を有するDS/SS通信方式の移動体通信分野への適用も盛んに研究

されており,マルチパスフェージングのような苛酷な環境下での同期捕捉手法

[9],[10]も研究されている.

ところで,近年,移動体通信分野では,低軌道衛星と移動体間で直接通信を行

なうようなシステムが数多く提案されている[8].このようなシステムでは,衛

2



星が極めて高速に移動するため,受信信号に非常に大きな周波数偏差が生じる･

このように大きな周波数偏差を伴う環境下にDS/SS通信方式を適用する場合,

従来提案されている同期捕捉手法では拡散信号の同期捕捉が困難になることが

知られている[11】-[14].従来のMFを用いた手法は, MFが拡散信号との同

期がとれているタイミングに大きなピークを出力することを利用し,これを検

出することにより拡散信号の同期捕捉を行っていた.しかし, SS信号が周波数

偏差を伴うと,拡散信号との同期がとれているタイミングにおいてさえMF出

力の信号成分は低下し,場合によっては雑音成分のみとなってしまうため,同

期捕捉が困難になる.

一方,逆拡散前に搬送波同期を先に確立することは,
SS信号の逆拡散前の

sNRが非常に小さいためほとんど不可能である.したがって,スペクトル拡

散信号が搬送波周波数偏差を伴う場合,拡散信号の同期において,同期タイミ

ングの捕捉は,搬送波周波数偏差の推定と同時に行う必要がある【15],[16]･特

に,低軌道衛星のような大きな搬送波周波数偏差を伴うような環境下における

DS/SS通信方式については,新しい搬送波と拡散信号の同期手法が望まれると

ころである.

ss信号が搬送波周波数偏差を伴う環境下での拡散信号の同期手法としては,

これまで[12]や[14]が提案されている･文献[12]の手法は,拡散系列符号を幾

つかに分割して,それぞれの部分系列に対応したMFを用いた同期捕捉手法で

あり,そのようなMFを用いることによりMF出力に対する周波数偏差の影響

を小さくしようとするものである.しかし,この手法は,回路も簡単であり,周

波数偏差が小さい時には有効な手法であるが,大きな偏差に対しては, MFの

分割数を増やさなければならなくなり,これにより雑音/干渉による特性劣化

が大きくなるという問題がある.
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MFを用いる以外の方法としては,【14】が,高速フーリエ変換(FFT)を利用

し,受信信号に対する周波数偏差の補正と逆拡散操作を同時に行ない,拡散信

号の同期タイミングを抽出しようとする手法について述べている.これは,原

理的にはFFTの能力の許す限りの大きな周波数偏差に対して有効である.し

かし,文献【14]で提案された回路は,周波数偏差の推定を考慮に入れたもので

はなく,また,その特性解析においても, FFT回路により搬送波周波数偏差の

影響は完全に取り除かれ,拡散系列に村する周波数偏差の影響(コードドップ

ラ)だけが残っているという仮定のもとでの解析しかなされておらず,搬送波

周波数偏差の影響を考慮に入れた拡散信号の同期捕捉特性の解析がなされてい

ない.
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1.2 目的

本研究は,搬送波に周波数偏差を伴うような環境下を想定し,従来の方法で

は不可能であったような大きな偏差のもとでも拡散信号の同期確立を可能にす

ることを目的とする.

そのための具体的な高速同期捕捉手法として以下に示す項目の検討を行っ

た.

●分割MFによる方法

拡散系列の部分系列に対応するMF出力をチップ時間毎に観測し,同期

判定をリアルタイムでおこなう従来方式に対し,分割MF出力をある程

度の時間にわたり蓄積しそのなかから最適のタイミングを決定する蓄積

一括復調的なパラレルサーチ手法を提案しその性能評価を行う.

●時間周波数変換による方法

従来の検討では,時間周波数変換の入力サンプルは,互いに独立であるこ

とを仮定できる程度のサンプリングレートによっていた.そこで周波数

分解能の向上を図るためにサンプリングレートをあげ,サンプル間の独

立性が成立しないような環境下での周波数推定能力について検討する.

以下,第2章では,スペクトル拡散信号の同期方式についての説明を行う･特

に､これまで多くの提案がなされているマッチドフィルタを利用した同期手法

をとりあげ,この動作原理を説明する.さらに,受信信号が搬送波周波数偏差を

伴うような場合,拡散信号の同期捕捉が困難となる理由についての説明を行う･

次に,提案する同期捕捉手法について述べる.まず,第3章では分割MFによ

る方法を提案し,その同期捕捉特性を明らかにする.さらに数値例によって,提
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案手法が搬送波周波数偏差存在下で良い特性を持つことを示す.第4章では時

間周波数変換による方法を提案し,提案手法に対する平均同期捕捉時間特性を

解析的に導出し,加えてその周波数同期特性も求める.また,幾つかの数値例を

示し,搬送波周波数偏差存在下において,第3章で提案した手法との特性比較

を行う.最後に第5章で,本論文の全体を総括し,今後に残された研究課題をま

とめておく.
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第2章

スペクトル拡散信号の同期方式

2.1 はじめに

スペクトル拡散信号通信方式における拡散信号の同期確立というのは,受信

機が用意している局発の拡散信号と受信した拡散信号との同期を確立すること

である.これは,一般的に,初期同期捕捉(acquisition)と同期追従(track-

ing)の2段階で確立される.このうち初期同期捕捉は,同期タイミングのずれ

を拡散信号の1チップ以内程度にまでにする操作である.同期追従は,初期同

期捕捉が完了した後,残留している同期タイミングのずれをさらに小さくして

同期を完全なものとし,またそれを保持する操作である.特に,初期同期捕捉

は,スペクトル信号の復調において,正確で高速であることが要求される･本論

文では,この重要な初期同期捕捉についての検討を行っていく･

拡散信号の初期同期捕捉は,拡散信号として用いるPN系列の持つ特殊な性

質を利用することでできる. PN系列は,図2.1に示すような非常に鋭い自己相
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図2.1: PN波形の自己相関特性

J

●

Threshold

図2.2: 2レベル法



関特性を持っている.この図から,位相が1チップでもシフトしている時の相

関は小さく,タイミングが一致する時には非常に大きな相関ピークをとること

が分かる.従って,この性質を利用し,受信した拡散信号との相関をとり,その

結果得られる大きな相関ピークを検出することにより,拡散信号の初期同期捕

捉ができる.

この章では,上に述べたような,受信信号と拡散信号との相関をとり,その

相関ピークを検出することにより初期同期捕捉を行う手法についての説明を行

う.特に,このような同期捕捉手法として代表的なマッチドフィルタを利用し

た同期捕捉手法をとりあげて説明する.そして,この手法に対する搬送波周波

数偏差の影響を調べ,受信信号の搬送波に周波数偏差が存在する場合の拡散信

号の同期捕捉についての考察を行う.

2.2 マッチドフィルタによる初期同期捕捉

スペクトル拡散通信方式における拡散信号の同期捕捉の問題に対して,比較

的容易に高速に同期を確立できる方法として,マッチドフィルタ(MF)のよ

うな受動相関デバイスを用いた同期捕捉手法がこれまで非常に多く提案されて

きた【4】-[7].例えば,図2.2に示す2レベル法(two-level scheme) [4】と呼

ばれるものもその1つである.この回路の初期同期捕捉の操作は, two-dwell

acquisition procedure[17]と呼ばれるもので,サーチモードと確認モードの2

段階に分けて行われる.サーチモードでは, MFの出力を利用し,比較的短い観

測時間で拡散信号の同期タイミング検出を行う. MFの出力があるスレッショ

ルドを超えた時,それをトリガとして相関器(correlator)を起動する.その

級,確認モード-と移行し,代わって相関器の出力を利用して観測時間を長め
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Input

図2.3:マッチドフィルタ(MF)の構成

に設定し,得られたタイミングが正しいものであるかの確認を行う.これは,高

速な受動相関(MF)と,より正確な能動相関(相関器)を組み合わせたもの

である.

2.2.1 マッチドフィルタの動作

マッチドフィルタは,受動相関器の類に属するものであり,出力の時間波形

として,拡散信号の自己相関関数が観測される.

図2.3にマッチドフィルタの構成を示す. MFは複数の遅延素子とタップか

ら構成される.普通,遅延素子のタップ間の時間間隔Tは, PN信号の1チッ

プ時間長にとられる.ここで, MFの出力に拡散信号の自己相関波形が観測さ

れる理由を説明するために,雑音のない場合を考える. MFに図2.3に示すよう

な入力があると,入力信号とMFの符号とのタイミングが一致した時点で,各

タップの重み付けにより,正のパルスには+1,負のパルスには-1が乗算され
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る.このときのMFの出力は,全ての出力がコヒ-レントに合成されるため,

最大振幅が得られることになる.その大きさは, PN符号のチップ数に対応す

るものとなる.一方,入力信号とMFの符号とのタイミングが一致していない

時点は,各タップでは位相のずれたPN符号との重み付けが行われ, MFの出

力は小さいものとなる.例えば,M系列ではこの値は-1である･従って,MF

に受信信号を入力すると,その出力には,拡散信号の自己相関波形が観測され,

この相関ピークを検出することにより,受信した拡散信号の同期タイミングを

得ることができる.

2.2.2 搬送波周波数偏差の影響

さて,次に,受信したスペクトル拡散信号の搬送波が周波数偏差を伴うよう

な場合を考える.このような環境の例としては,例えば,低軌道衛星と移動体の

間で直接通信を行うといった低軌道衛星通信システムなどが挙げられる.この

ようなシステムでは,衛星が地上に対して極めて高速に移動するために,受信

信号に非常に大きな周波数偏差(ドップラシフト)が生じる【8】･図2･4にドッ

プラシフトの一例を示す.ここでは,衛星軌道は極円軌道とし,地球局位置は赤

道上としている.例えば,衛星高度1,000km,搬送波周波数4GHzの場合,最大

で約86kHz (ビットレートを9.6kbpsとすると,ビットレートの約9倍)も

の周波数偏差が生じることが分かる.ビットレートや衛星高度にもよるが,低

軌道衛星通信システムでは,ビットレートの数倍から十数倍もの周波数偏差が

生じることとなる.

上述のように受信信号が大きな搬送波周波数偏差を伴うような場合,拡散信

号の同期捕捉が困難になることが知られている[11]-【14]･前述のように,拡

散信号の初期同期捕捉においては,同期タイミングがとれた時に現れる相関

iF]
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図2.5:周波数偏差に対する自己相関ピーク値の変化

(タイミングが一致している時)

ピークが重要である.ところが,スペクトル拡散信号が周波数偏差を伴うと,

拡散信号の同期がとれているタイミングにおいてさえ,その相関ピークの値が

低下してしまう. MFを利用した同期捕捉手法であれば,タイミングが一致し

た時にMFの出力に現れるピークの値が低下することになる.その様子を図

2.5に示す.この図より,搬送波周波数偏差の値が大きくなるにつれ,相関ピー

ク値が小さくなっていくことが分かる.特に,周波数偏差の値がビットレー

ト(拡散符号一周期に対応したMFの場合, MFのタップの総遅延時間の逆数

に等しい)の整数倍となる場合には,相関ピークの値は零(MFの信号出力は

零)となり,その検出は不可能になる.

このように相関ピークを利用する同期手法として,特に,ここではMFを利

13



-｢ r-r

図2.6:周波数偏差がMF出力に与える影響

用した同期捕捉手法を例にとり,相関ピーク値が周波数偏差により低下する理

由についての説明を行う.ここで図2.6を用いて説明する. MFの各遅延素子

のタップの重み付け後の出力をみると,同期タイミングがとれた時,周波数偏

差がない場合には,前述のように,入力信号に村して正のパルスには+1,負の

パルスには-1が乗算されるので,図のような矩形波をサンプリングした出力

が得られる. MF出力としては,これを積分した結果,最大振幅が得られる.と

ころが, MFに入力される信号が周波数偏差を伴うような場合,例えば,周波数

偏差の値がMFのタップの総遅延時間の逆数である場合には,同期タイミング

がとれた時には,周波数偏差の影響で,タップ出力として,図に示すように周

波数偏差と等しい周波数の正弦波の時間波形をサンプリングした出力が得られ

る･従って,MF出力としては,これを積分するので,その出力が零となること

14
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図2.7:周波数偏差に対する拡散信号自己相関特性

(系列長63のM系列の一例)

が分かる.

また,搬送波周波数偏差は,タイミングが一致していない時の相関(MF)出

力にも影響を及ぼす.タイミングが一致していない時の相関(MF)出力ば,周

波数偏差がない場合には,タイミングー致時のピークに比べ非常に小さい一定

値(M系列では-1)をとることを先に述べた.しかし,周波数偏差が存在す

る場合のその値というのは,位相のずれた拡散符号との重み付けが行われ,そ

れにさらに周波数偏差の影響が加わるため, MFの出力としては,様々な値を

とる.この様子を図2.7に示す.この図より,周波数偏差が存在している場合,

同期タイ､ミングの一致していない時の相関(MF)出力ば,ランダムに近いも
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のとなる.その大きさは,周波数偏差がない場合の値よりは大きいが,周波数偏

差がなくタイミングも一致している時のピーク備に比べると小さいものである

ことが分かる.この周波数偏差に対する拡散系列の自己相関特性の統計的性質

についてはAppendixにまとめておく.

以上のように,スペクトル拡散信号が搬送波周波数偏差を伴うような場合,

図2.5のように,周波数偏差の影響でたとえ正しい同期タイミングであっても

自己相関特性のピーク値が小さくなり,場合によっては零となってしまう.こ

のために,搬送波周波数偏差が存在する場合,従来のMFを利用した手法など

では,拡散信号の初期同期捕捉が困難になる現象が生じる･

2.3 まとめ

本章では,受信したスペクトル拡散信号の拡散信号の初期同期捕捉手法につ

いての説明を行った.特に,従来,拡散信号の初期同期捕捉手法として最も有益

であるMFを用いた同期捕捉手法をとりあげ,その動作原理を説明した.これ

は,タイミングのずれがない時に相関ピークが現れるという拡散信号の特殊な

自己相関特性を利用したものであることを述べた.そして,スペクトル拡散信

号が搬送波周波数偏差を伴うような場合には,この性質を利用した同期捕捉が

困難になる現象が生じることを述べた.

一般に,スペクトル拡散信号の逆拡散前のSNRは非常に小さく,搬送波同期

を同期タイミングの分からない逆拡散前に行うのも困難である.あるいは,た

とえ何らかの方法で拡散信号が同期するタイミングを得ることができたとして

ち,これを基に逆拡散を行っても,周波数偏差の影響でその出力が低下してし

まい,これでは正しい復調を行うことができなくなる.このように,スペクトル

16



拡散信号が搬送波周波数偏差を伴う場合,拡散信号の同期において,同期タイ

ミングの捕捉だけでなく,同時に搬送波周波数偏差の推定を行わなくてはなら

ない.
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第3章

分割MFによる手法

3.1 はじめに

MFを利用した同期捕捉の高速化を図るために,すでに我々は,拡散符号系

列をいくつかに分割して,それぞれの部分系列に対応したMFを複数用いた手

法による,相関器の起動タイミングを得て同期捕捉を行なう方法[25]を提案し

ている.また,それが搬送波周波数偏差の存在下における同期捕捉に有効であ

ることを示している[12].

この手法はチップ時間毎に同期判定をリアルタイムに行うシリアル･サーチ

により,同期タイミングの探索を行うものである.これと同様に,分割したMF

を用いる手法として,部分系列長に対応する時間のMF出力を蓄えて,その中

から最大値を選択し同期タイミングを得るパラレル･サーチの手法がフェージ

ング環境下で検討されている[9].この手法を搬送波周波数偏差の存在する場

合に適用した場合も【12]と同様に良い特性を発揮することが期待できる･しか

しながら,文献[9]の手法ではMFの分割数が増大していくにつれ観測時間が

その分短くなるために同期の特性が悪くなることが予想される.また,それを
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さけるためにMFの分割数を小さくすると,当然また,搬送波周波数偏差が大

きくなるにつれMFの出力が小さくなり同期特性の劣化が生じるはずである.

そこで本稿では,文献[9]の手法を踏まえつつ,分割MFの部分系列長に対応す

る時間毎に判定を行うのではなく,分割数に関わらず分割したMFを一周期分

観測して同期判定を行う手法を提案し,その同期捕捉特性を明らかにする･さ

らに数値例によって,提案方式が搬送波周波数偏差存在下で良い特性を持つこ

とを示す.また文献[9]の手法を搬送波周波数偏差のあるスペクトル拡散信号

の同期捕捉に適用した場合の特性を求め,提案方式と比較する.

3.2 システムモデル

受信機においては1波のBPSK/SS信号及び,伝送路で加わる加法的白色

ガウス雑音(AWGN)を受信することを想定する･初期同期捕捉モデルを図

3.1に示す.

入力信号r(i)は,

r(i)-s(i)+n(i)
(3･1)

と表す.ここで5(i)は信号波形,n(i)は片側雑音電力密度がNo[W/Hz]の加

法的白色ガウス雑音である. s(i)Cま電力1に規格化して,

s(i)
-

ヽ乃p(i)cos((LJc+LJd)i+ 0) (3･2)

と表す.ただし,簡単のため変調の影響は考えないこととする･なお,上式中

p(i)は土1の値をとり周期LのPN系列によって構成されるチップ時間Tcの

拡散信号であり, LJcは送信搬送波周波数, LJdは搬送波周波数偏差, 0は搬送波

初期位相である.
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DECIS10N CIRCUIT

図3.1:同期捕捉モデル

図3.2:非同期マッチドフィルタ
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受信機入力r(i)は,まず∬個のI-QMFkのそれぞれに入力される･ここで

I-QMFkは, PN系列をK等分したもののそれぞれに対応する(非同期) MF

である.図3.2に,その構成を示す.ここでは,まず入力信号r(i)に対して周波

数山｡の局発搬送波

1乃cosLJci (3.3)

1乃sinLJci (3.4)

が乗積されることにより直交検波が行われ,さらにLPF8='より高周波成分を

除去し,

r;(i)
-

p(i)cos(LJdi
+ 0)+

ni(i) (3･5)

r;(i)
-

p(i)sin(LJdt
+ 0)+

nq(i) (3･6)

を得る.但し,
ni(i),nq(i)はそれぞれ片側電力密度Noを持つ独立なガウス雑

音である.

式(3.5),(3.6)で与えられる信号は,さらに,PN系列を∬等分して得られた

部分系列のk番目のものに対応したMFに加えられ,それぞれの出力は,

軸- /%?kk_1,P(i,p(i
-

T,cos(wdi
･ 0,dT I Ni

(3.7)

軸-信kk_1,P(i,p(i
-

T,sin(wdt
･ 0,dT ･ Nq

(3･8)

となる･ここでNi,Nqはそれぞれni(i),nq(i)に相応する出力で互いに独立で

平均o,分散J孟- (L/A')N.Tcのガウスランダム変数である･IIQMFkはこれ

らのそれぞれの二乗和

RZ(i)- Rf2(i)+ Rqk2(i)

22
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を出力する.以下この値R2k(i)をk番目のI-QMFkの出力と呼ぶことにする･

受信機は,このⅠ-QMFkの出力により,次のようにして同期判定を行う･

1).各I-QMFkの出力は,それぞれ拡散信号の一周期時間,即ちT
- LTcの

間に,L/△回サンプリングされ(1/△は1より大きな整数),その結果が

メモリに蓄積される.

2).それぞれのI-QMFkの出力サンプルは,隣合ったMFのうち時間LTc/K

だけずれたサンプルどうし∬個の和がとられる.即ち,分割MFと拡散

信号との間の同期タイミングのずれが等しいもの同士の和がとられるこ

とになる.これにより得られる値の個数はL/△個になる･

3).上で得られたこれらL/△個の値の中から最大値を選択する･

4).上で求めた最大値がスレッショルド0と比較される･

5).最大値がスレッショルド0を越えたら,希望波が入力されたものとして

確認モード相関器の起動のトリガ信号を出力し同期捕捉操作は上述のア

ルゴリズムによる初期捕捉モードから確認モードに移行する.最大値が

スレッショルド0を越えない場合は,再び上記の1).-4).の操作を繰

り返す.また,相関器の起動のトリガ信号を出力した後,確認モードに

おいてそのトリガのタイミングが誤ったものであると判定された場合は,

再び初期捕捉モードに戻り1).-4)･の操作を繰り返す･

なお,文献[9]で提案されている方式では,本論文で提案する手法と異な

り1).においてサンプルは一周期毎ではなく,時間LTc/K毎に,従ってK*

L/K△-L/△が蓄えられる･また,2)･の操作は文献【9]では行われない･
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上述の1).-5).の操作は式(3.9)で与えられるIIQMFkの出力R孟(i)を用

いると, ｢時間LTc毎に式(3.10)で表される条件が満たされれば相関器起動の

ためのトリガが出力される.｣と言い換えることができる･

^r

0 ≦maxi∑RZ(i+
k=1

LTc

(kll)+Ti)
〟

ただし,丁は符号の同期タイミングとのズレであり,

iATc
T≧LTc一箸(k-1)

iATc-LTc

T<LTc一苧(k-1)
(i-0,･･･,L/A-1)

(3･10)

(3･11)

である.また文献【9]の手法は,式(3.10)の総和がなくまたi-0,-,L/K△-

1となる.

なお本論文では,初期同期捕捉手法による性能の違いを明らかにするため,

確認モードにおける相関器の動作は理想的で,一度起動した相関器は,起動ト

リガ信号のタイミングが正しいか誤っているかを一定時間αT (ペナルティと

呼ぶ)の後に誤りなく判定できるものとする[26】.また,希望波に村して相関

器が正しいタイミングで起動された場合に,相関器が起動した瞬間をもって同

期捕捉が完了したこととする.

3.3 平均同期捕捉時間

上に述べたように図3.1の受信機は,同期タイミングの候補を表すL/△個の

備についてスレッショルドとの比較を行い,それらの値の最大値がスレッシヨ
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HM(z) + HF (z)

図3.3:状態図

ルドを上回るときには相関器を起動する.この相関器起動のタイミングが正し

い場合は同期捕捉は完了する.一方,いずれの倦もスレッショルドを越えない

場合,或いは,誤ったタイミングで確認モードのための相関器を起動しペナル

ティ(αr)だけ時間が経過した後には,再びアニLTcの間データを蓄えて同期

タイミングの判定を行う.

このような拡散系列の初期同期捕捉は図3.3の状態遷移図で表せる.ここで

Sは,初期同期捕捉モードにおいて同期タイミングの判定を行っている状態,

Acqは初期同期捕捉によってトリガが出力され確認モードにおいて検査が行

われているか,あるいは同期捕捉が正しく行われ完了した状態である.また,

HD(I)は選択された最大値が正しいタイミングでの出力であり,なおかつそれ

がスレッショルドを越える場合の伝送関数, HM(I)は選択された最大値がス

レッショルドを越ない場合に再び同期判定をL/△個の値で行う状態に戻って

くるための伝送関数. HF(I)は選択された最大値が正しいタイミングでの出力
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ではないのに,それがスレッショルドを越える場合の伝送関数で,それぞれ,

HD(I) - PDZT

HM(I) - PMZT

HF(I)
- PFZαT+T

となる.ただし, PD, PF, PMはそれぞれ検出確率,誤警報確率,検出見逃し

確率を表し,次のような関係がある.

PD+PM+PF-1. (3･15)

このような状態遷移図を用いることで,平均同期捕捉時間E[Tacq]は,[2][9]

より

E[Tacq]-

dPacq (I)
dz

lz=1 (3･16)

と表される.ここでPacq(I)は状態遷移図から導き出される生成関数で,次の

ように状態間の伝送関数で表される.

Pacq(I)
-

3.4 誤警報確率,検出確率

HD(I)
1
-HM(I) -HF(I)

(3.17)

MFが拡散系列の一部分に対応するように分割されている場合, MF出力は

拡散系列の部分自己相関によって表され,その借は,中央極限定理によりガウ

ス分布で近似できる【2].また搬送波周波数偏差がある場合にも,I-QMFkの各

MF出力の信号成分(式(3.7),(3.8)の第一項)は,各々独立な,分散Jc2(LJd),辛
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均oのガウス分布であると近似して考える･するとNi,Nqもまたガウス分布

をとることよりR至(i),Rqk(i)は平均o,分散(Jc2(LJd)+J孟)のガウス分布とな

る･従って,K個のI-QMFkの出力をたし合わせたもの(xで表す)の確率密度

関数は,自由度Kのcentralx2分布であり,

P(xIHo) -

となる[27].ここで,

2(Jc2(LJd)+
o-孟)Kr(K)

exp[-

X
K-1

2(qc2(LJd)+
J三)

r(〟)-(〟-1)!

(3･18)

(3･19)

である･なおJc2(LJd)は拡散系列が与えられると計算機シミュレーションに

よって求めることができる.

一方,入力信号とMFの拡散符号が一致しているときには,雑音を考えなけ

れば,一つのI-QMFkの組の出力の自乗和m2は,

-2 -

(3-cos[筈(k-去)wd+0]sin諾wd)2LJd

･(ヱsin[筈(k一芸)wd
+

0]sin諾wd)2LJd

-

(筈sa(諾wd))2
(3.20)

となる.従って,雑音を考慮したとき,正しいタイミングの〟個のⅠ-QMF出

力を足し合わせた結果は,自由度Kのnoncentral
x2分布となり

P(xIHl) -

1
x竿 ,こr+s2

expトニ言古]

･IK-1(J=芸)

2J莞s2

_打

･2-∑m2i=1
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また,IK_1は第一種K-1次の変形ベッセル関数

(;)K-1'2i

tT.i!r(K + i)

()〇

IKll(I)
- ∑ (3･23)

である.またH., Hlはそれぞれ同期のタイミングが取れていない場合,取れ

ている場合を表している.よって検出確率PD,検出見逃し確率PMはそれぞ

れ,

pD - /oup(xIHl)[/.yp(xLHo)dx]去~1dxv

pM - /.㊥p(xIHl)dx[/.0
p(xLHo)dx]圭一1

で得られる. PFは式(3.15)の関係から得られる･

以上の結果を式(3.17)に代入し,式(3･16)を適用することで平均同期捕捉時

間を得ることができる.

3.5 数値例

図3.4に分割数1, 2, 3とした場合のそれぞれの平均同期捕捉時間の特性を示

す.なおスレッショルドは,試行錯誤により平均同期捕捉時間を最小にする値

を用いている.また用いる拡散符号系列はM系列を用いる.また簡単のため

△- 1とし,チップ同期を仮定した.この図より,搬送波周波数偏差が大きな

場合,分割しないMF(〟 - 1)を用いる場合に比べ,MFを分割することによ

り,短い時間で同期捕捉が可能であることがわかる･

図3.4よりMFを分割する本提案方式は,大きな搬送波周波数偏差下でも高

速な同期捕捉が行えることが確認できた.このようにMFを分割しその出力

を用いて初期同期捕捉を行う手法としては本提案の他に文献【9】の手法がある･

そこでこの手法を搬送波周波数偏差の存在する環境-適用した場合の特性を求
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め,提案方式と比較する(図3.5-3.7 ‥文献【9]の手法による結果をSoG90と

表記)･

図3.5から文献[9】の手法でも搬送波周波数偏差に対してMFを分割する効

果が現われているが,提案方式の方がかなり良い特性になっていることが分か

る.この理由としては,提案方式の万が一回に要する観測時間が大きいため,対

雑音性能が文献[9]の場合より良いことがあげられる･また,図3･6からペナル

ティの値が1でも10でも提案方式の方が良い特性を持つことがわかる.ただ
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し, α - 1であり,かつ搬送波周波数偏差が大きいところでは特性の逆転がお

こっている.これは搬送波周波数偏差が大きいために同期時の分割MFの出力

が小さく誤警報が出やすい環境では,文献[9】の手法の万が一回の判定のため

に要する観測時間が短いため,ペナルティが小さい場合には一定時間により多

くの回数の判定を行えるためである.このような特殊な条件下以外では,提案

方式の方が良い特性を示すことは図よりも明らかである.図3.7から搬送波周

波数偏差がビットレートの2倍付近となり同期時のMF出力が期待できない

ような特殊な場合を除いて, SNRに関わらず提案方式の方が良い特性を持つ

ことがわかる.また, SNRが悪い環境であるほど提案方式の効果が顕著に現わ

れている.

3.6 まとめ

本稿では周波数偏差が存在するスペクトル拡散信号の拡散信号の初期同期捕

捉に関する検討を行った.その手法は,拡散符号系列を幾つかに分割して,それ

ぞれの部分系列に対応したMFに対しパラレル･サーチを行うものである.同

様に分割MFを用いるものとして,フェージング環境を想定し提案されている

文献[9]があるが,それとは異なり本方式は,分割数に関わらず,分割したMF

を一周期分観測して同期判定を行う.さらに,解析的に平均同期捕捉時間特性

を導出し,数値例によって,提案方式が周波数偏差存在下で良い特性を持つこ

とを示した.また提案方式は,ほとんど常に,文献【9]を同様の環境に適用した

場合よりもより良い特性を示すことを明らかにした.
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第4章

搬送波周波数偏差を伴う環境下での同期捕捉

4.1 はじめに

この章では,スペクトル拡散信号が搬送波周波数偏差を伴うような場合でも,

拡散信号の同期捕捉が可能な初期同期捕捉手法を提案する.

4.2 最尤推定に基づく同期捕捉

前述のように,スペクトル拡散信号が搬送波周波数偏差を伴うような場合の

拡散信号の同期においては,拡散信号に用いた拡散系列の同期タイミング捕捉

に加え,搬送波周波数同期(周波数偏差推定)も必要となる.そこで,本研究に

おいて,拡散信号の同初期期捕捉というのは,受信信号のタイミング位相と搬

送波周波数偏差の両方をある程度の精度(△℃, △J)で初期推定することを指

すものとする.従って,同期捕捉というのは,受信信号

r(i)
- Gd(i

- T)c(i
-

T)cos[27T(fc
-

fd)i+ ¢]+n(i) (4.1)
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に対して,

IT-iL<ATc
lコ

Ifd-fdl <Af

となるような拡散信号のタイミング位相Tと搬送波周波数偏差fdの推定値の
<

級(チ,fd)を探索することに相当する･ここで,c(i)は系列長L,チップ時間幅

TcのPN拡散信号, d(i)はデータ変調,n(i)は片側電力密度Noの加法的白色

ガウス雑音である.また, P,fc,¢は,それぞれ送信信号電力,搬送波周波数,搬

送波位相である.

しかし,実際の回路構成においては,連続値のTとfdを扱うことは困難であ

るので,離散値で有限な集合(To,Tl,T2,-,TL_1)と(fdO,fdl,fd2,-,fdN-1)

で扱うこととなる.従って,文献[7],[14]にも述べられているように,同期捕捉

というのは,図4.1に示すような拡散信号位相と周波数偏差の時間一周波数不

確定領域の中から,式(4.2)の条件を満たす"セル"(推定値の組)を探索するこ

とと等価になる.その探索法としては,推定したい変数をパラメータと考え,そ

のパラメータに対する尤度を求め,これを最大とするパラメータを推定値とす

る最尤推定法が最も一般的である[14】
-

[16】,[18].すなわち,時間一周波数不

確定領域上のパラメータの組(Ti,fdk)を持つ参照信号と受信信号との相関をと

り,その結果最も相関の高いパラメータの組を選べば良い.これは,ある相関時

間Tを与え,その結果,

A(Ti,fdk)- A喜(Ti,fdk)+ ^…(Ti,fdk) (4.3)

lコ

を最大にするパラメータの組(ii,fdk)を探索し,これを推定値とすることにな
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る.ただし,

Ac(Ti,fdk)-/.Tr(i)c(i-Ti)cos(2打(fc･fdk)i)dt
(4･4-a)

As(Ti,fdk)
-/.Tr(i)c(i-Ti)sin(2打Uc･fdk)i)dt

(4･41b)

である.

実際の同期捕捉においては,典型的に丁の分解能△℃としてチップ時間幅

Tcが選ばれ,本研究でもこれを用いている.また, fdの分解能△fとしては,

できるだけ高精度であるのが望ましいが,初期同期捕捉後,後段の別の回路を

用いてさらに正確な搬送波同期をすることもできるため,ある程度の誤差は許

容されると考えられる.

4.3 システムモデル

4.3.1 同期捕捉回路

前節に述べたような,最尤推定法に基づく拡散信号のタイミング位相と搬送

波周波数偏差の同期捕捉を実現する同期捕捉回路を図4.2に示す.本回路では,

デジタル信号処理により拡散信号のタイミング位相と搬送波周波数偏差の推定

を行う.搬送波の初期位相が存在することを想定し,非同期検波で考える.受

信信号(4.1)は,局部発信機によって周波数£の搬送波

ヽ乃cos(27rfci)

ヽ乃sin(27Tfct)

が乗積されることにより直交検波される.次にLPFによってその高周波成分

が除去され, AD変換器により,ナイキストレートTs-1(≧2Tc-1)でサンプリン
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図4.2-a:同期捕捉回路

i-th arm FFT correlator

図4.2-b: FFT
correlator

k-th spectruln
output

Zik

図4.2:提案同期捕捉回路#1,#2
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グされ,その結果,

y(n) -s(n)+n(n)

s(n)
-

sI(n)+jsQ(n)

となる.ただし,上式では信号を複素表示しており,ベースバンドの信号成分

a(n)の同相成分sI(n)と直交成分sQ(n)は,それぞれ

sI(n)
- ∨乍c(k

-

T)cos(27TfdnTs
+ ¢)

sQ(n) -ノ戸c(k
-

T)sin(27rfdnTs
+ ¢)

と表すことができる.なお,本稿では,簡単のためにデータ変調d(i)の影響を

考慮に入れず,上式ではデータ変調を考えていない.

受信信号サンプルy(n)は,それぞれ異なるタイミング位相iTc (i -

o,1,2,･-,Lll)を持つ拡散信号と乗積され,その結果に対し,処理点数N点

のFFTによりスペクトルの計算が行われる.その結果, i-tharmのk番目のス

ペクトル成分出力Xikは

xik - (Xt(kRe')2+ (x!klm))2
i-0,1,2,･･･,L-1

k-0,1,2,･･･,N-1

Ⅳ-1

xi(kRe) - ∑ yI(n)c(n
-

iTc)cos(2打kf.nTs)
n=0

- R3(kRe)+ Ni(kRe)

Ⅳ-1

x!klm)
- ∑ yQ(n)c(n

-

iTc)sin(2打kfonTs)
n=0

-

R王klm)+ N!klm)

40
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となる.ただし,I.(≡△f)はFFTの周波数分解能であり,fo-(NTs)-1であ

る.ここで,

Ⅳ-1

RfkRe)
-

>乍∑ sI(n)c(n
-

iTc)cos(2打(kfo)nTs)
n=0

竺JF/."TssI(i)c(i
-

iTc)cos(2q(kfo)i)dl
Ⅳ-1

Rfklm)
-

～乍∑sQ(n)c(n
-

iTc)sin(2打(kf.)nTs)
n=0

空VQ/."TBsQ(i)c(i
-

iTc)sin(2q(kfo)i)di

(4･12)

(4･13)

である.また, Ni(kRe),Ni(klm)は,平均値o,分散qん-NoNTs/2の互いに独立な

ガウスランダム変数である.

式(4.12), (4.13)から分かるように,出力Xikは受信信号と拡散信号位相

iTc,局発周波数りbを持つ参照信号との相関をとった結果であることが分か

る.従って,相関値Xikを最大にする(iTc,kf.)の組が拡散信号位相Tと搬送

波周波数偏差ムに対する推定値となる･

前述のように周波数推定の精度は高いのが望ましいと考えられる.そこで,

FFTの周波数分解能f.を高めるために,長い相関時間(N -大)をとること

が必要となる.また,このような長い相関時間をとることにより,相関値の信号

対雑音電力比も改善できることも期待できる.しかし,長い相関時間をとるこ

とにより,相関時間内にデータ変調による符号の反転が存在する場合,その影

響で相関出力が低下することも考えられる.また,相関時間が長くなると,より

小さな周波数偏差の値でも,その相関出力が低下することにもなる･これでは,

その相関ピークの検出が困難になり,同期捕捉に良い影響をもたらすとは限ら

ない.そこで,本回路では, M回分のFFT出力Xikの非同期加算

〃-1

Zik- ∑ Xik(e)
e=0

41
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を行い,その結果Zikを最大にする(iTc,kfo)の組を選択するものとする･ここ

で,式(4.9)のXikは,等価な複素表現で

Xik(e)
-

eN+(N-1)

∑ r(n)c(n
-

iTc)e3'2q(kfo)nTs
n=eN

e-0,1,2,･･･,M-1

(4･15)

と再定義している.なお,この非同期加算により,相関値の信号対雑音電力比の

改善は期待できるが,本質的にFFTの処理点数Ⅳは増加しておらず,周波数

分解能は変わらないことに注意しなければならない.そこで,次項では周波数

推定の精度を考慮に入れた本回路の考察を行う.

4.3.2 搬送波周波数偏差推定を考慮に入れた同期捕捉回路

ここでは,周波数推定精度の観点から,提案同期捕捉回路に対し推定精度の

異なる3方式を考える.図4.2の回路より拡散信号のタイミング位相と搬送波

周波数偏差に村する推定値が得られ,これを基に拡散信号の同期を確立し逆拡

散を行ったとする.しかし,搬送波周波数の推定誤差があると,前述のように,

拡散信号との同期がとれているタイミングにおいてさえ,その影響で逆拡散出

力の信号成分は低下してしまう.その様子を図4.3に示す.この図から分かる

ように,特に周波数の推定誤差の値がビットレートfbの整数倍となる時,逆拡

散出力の信号成分は零となってしまう.従って,搬送波周波数推定において

は,この最悪の状況を防ぐことができるよう,すなわち周波数偏差のパラメー

タfdkをビットレート間隔fbにおく((fdk-kfblk-0,1,2,･･･,N-1))

のが良いことが分かる.これは,図4.2の回路において, FFTの処理点数を

N - LTc/Tsとすることで実現できる･この場合の提案手法をscheme#1と

呼ぶことにする.
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図4.3:周波数偏差に対する逆拡散出力の信号成分の変化

また,周波数推定の精度を高める,すなわちFFTの周波数分解能を高める

ことにより,図4.3から分かるように,推定後の残留誤差による逆拡散出力の

低下を小さくすることができるため,同期捕捉に掛かる時間が短くすることが

期待できる.例えば,処理点数2N点のFFTを行い,
scheme#1比べて倍の

周波数推定精度fdk - k(ム/2)を得る方式が考えられる.この場合の提案手法

をscheme#2と呼ぶことにする.しかしこの方式では, 2ビット時間にわた

る相関をとることになり,同期捕捉に必要な時間が根本的に長くなってしまう.

また,2ビット時間にわたる相関をとることは,先にも述べたように,相関出力

がデータ変調や搬送波周波数偏差の影響を大きく受けて低下することも考えら

れる.

そこで,図4･4のような構成を考える.この回路では,ビットレートの1/2
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N points
FFT

図4.4:提案同期捕捉回路#3

(ム/2)だけずれた2つの局発周波数で仮復調された受信信号は,それぞれ処

理点数N点のFFT(周波数分解能はfb, SCheme#1と同じ)によって処理され

る.この場合,相関操作に必要な時間がscheme#1と同じであるにも関わらず,

等価的に倍の精度(周波数分解能はム/2)の周波数推定が行える･従って,相関

時間を長くすることなく周波数推定精度を高めていることになる.これは,周

波数スペクトルの補間を行って精度を高めることに相当している.この場合の

提案手法をscheme#3と呼ぶことにする.

以上周波数推定を考慮に入れた同期捕捉回路の考察を行ったが,次節では,

ここで述べた3種類の同期捕捉手法について,その同期捕捉特性の解析を行う.
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4.4 同期捕捉特性

前節で述べた通り,本稿において同期捕捉というのは,図4.1に示すような時

間一周波数不確定領域の中から,式(4･2)の条件を満たすセル(同期セルと呼ぶ

ことにする)を探索することである.提案手法の同期捕捉特性を解析するにあ

たり,文献【5],【7]でも用いられているような仮定をする.(1)同期セルは,時間

一周波数不確定領域上にただ一つだけ存在する. (2)すべてのセル出力値(相関

値Zik)は,互いに独立な確率変数である.(3)同期タイミングのとれていない

時(Hoと表す)の拡散信号の自己相関値は零とする･また,同期タイミングの

とれている時(Hlと表す)の拡散信号の自己相関値は図4･3に示すような周波

数偏差の影響を受ける.ここで仮定(2)は,任意の周波数分解能foに対しては

成立しないが,例えば,提案手法がそうであるのだが, fo -fbやfb/2である時

には妥当な仮定と言える.

同期タイミングのとれていか､セルの相関出力値Zikは,仮定(3)より零と

しているので,自由度2Mのcentralx2分布に従い,その確率密度関数は,

p(zIHo)

-蒜-Ir(〟)-(〟-1)!

である.ここで,上式では確率変数は雑音電力qんで規格化されており,また,

〟は前述のとおりFFT出力の非同期加算回数である.

同期タイミングの一致しているセルのうち受信信号の搬送波周波数偏差の

値に最も近い値を持つセルが同期セルであり,このように拡散信号のタイミン

グが-改し周波数誤差も最も小さくなった場合をHlk,それ以外をHlk (k -

o,1,2,･･･,N-1;k≠k)で表すとする.この時のセルの相関出力値Zikは,自
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由度2Mのnon-central x2分布に従い,その確率密度関数は,

p'z･Hlk'- (孟)竿e-(z･βk,IMll(2序,(4.18)

である.ここで,上式では確率変数は雑音電力Jんで規格化されており,βkは,

タイミングの一致する拡散信号を乗積した枝路のFFT出力値に相当するもの

である.これは,各提案した方式により異なり,

pk-M(A)
sin(7TAfdk/fb)

7rAfdk/fb

k-0,1,2,･･･,N-1

βk-M(完)
sin(27TAfdk/fb)
27TAfdk/fb

for scheme#1 (4･19-a)

forscheme#2 (4･191b)

k-0,1,2,･･･,2N-1

pk-M(A)
sin(7TAfdk/fb)

7TAfdk/fb

IMll(I) - ∑

for scheme#3 (4･19-c)

k-0,1,2,･･･,2N-1

Afdk - lfd-kfol

である.また,IM_1(I)はM-1次の第一種変形ベッセル関数

,

,､昌(I/2)M-1+2i
tS i!Il(M+i)

(4･20)

(4･21)

である.

以上を用いて,
scheme#1に対する同期(セル)検出確率は,時間-周波数不

確定領域のすべてのセルの中で同期セルの相関出力が最大となる確率であるの

で,

pD - /.∞p(zIHlk)･

N-1

(∩ p(zIHlk))(P(ZFH.))(L-1)×Ndz
k=9
k≠k
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となる･ここで, P(ZIH)は確率密度関数p(ZIH)に村する分布関数である･ま

た,
scheme#2,#3に対する同期(セル)検出確率は,式(4･22)において,

N -

2Ⅳと置き換えることによって得られる.

4.4.1 平均同期捕捉時間

本稿では,同期捕捉過程を初期捕捉の後,確認モードへと移行するtwo-dwell

acquisition procedure[5]とする.この同期捕捉モデルは,図2.2に示すような

構成である.また,確認モードにおける誤警報はないとし,初期捕捉にはMTb,

確認モードにはATbの期間が必要であるとする.ここで,初期同期捕捉の後,

確認モードを経て同期セルを検出するのに必要な時間を同期捕捉時間と定義す

る･その結果,各同期方式に対する平均同期捕捉時間E(Tacq)は,式(4･22)の

結果を用いて,

E(Tacq) -

(M+ A)Tb
PD

(4･23)

で求めることができる[7].

この結果を用い,提案した同期捕捉手法に対する平均同期捕捉時間特性の数

値例を示す. PN拡散系列長L - 63,確認モード時間ATb - 4Tbの場合

を示す.また,低軌道衛星高度1000Km,搬送波周波数4GHzの場合,最大

96kHzもの周波数偏差を伴う[8]ので,想定する最大搬送波周波数偏差として

は,loft(ビットレートfbを9.6kHzとして)としている.

scheme#1,scheme#2,scheme#3に対する平均同期捕捉時間特性をそれぞ

れ図4.5, 4.6, 4.7に示す.横軸の搬送波周波数偏差はビットレートfbで規格化

されている.また,それぞれFFT出力の非同期加算回数〟をパラメータとし

て,〟-1,2,4,8の場合を示す.これらの図より,すべての場合に村し,周波数
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図4.5:提案手法#1の平均同期捕捉時間特性
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図4.6:提案手法#2の平均同期捕捉時間特性
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偏差の値を離散化した値で扱っているので,周波数偏差の値が周波数パラメー

タの中間値にあたる時に,特性の劣化が見られる.また,非同期加算回数〟に

ついては,すべての手法に対し, 〟を大きくすることによる特性の改善が見ら

れるが,過度の加算(〟-8の場合)は,相関をとるのに必要な時間が長くなり

過ぎ,劣化をもたらす.なお,これらの図では2fbまでの周波数偏差に対する特

性が示されているが,実際の提案手法では,各処理点数によって決まるFFTの

最高周波数スペクトルまでの周波数偏差を推定することが可能であり,そのよ

うな大きな周波数偏差に村しても,これらの図に示されている周波数偏差の範

囲と同様な特性が得られる.

次に,提案した3手法と従来同期捕捉手法との比較を行う.従来手法として,

通常のMFを用いた同期捕捉手法【6],[19]と搬送波周波数偏差に強い手法であ

る分割型MFを用いた同期捕捉手法[12]の2つを考える.これらと提案手法

との比較を行うために,提案手法のパラメータであるFFT出力の非同期加算

回数Mを従来手法にも適用する.従来手法においてパラメータMは,同じタ

イミング位相に対応したMF出力を加算する回数となる.

通常のMFを用いた同期手法と提案3手法との平均同期捕捉時間特性の比

較を行ったものを図4.8に示す.この図より,提案3手法とも,周波数偏差の値

が大きい時には,従来手法に比べ同期捕捉時間が短くなっていることが分かる.

これは,周波数偏差の値が大きくなると,その影響で(図4.3に示すように)同

期するタイミングにおいてもMF出力が低下し,それを検出するのが困難にな

るからである.また特に,周波数偏差の値がビットレートの整数倍となるとき

には,従来の通常のMFを用いた手法ではMF出力の信号成分が零となってし

まうので,同期捕捉時間が最も長くなっているのに対し,提案3手法とも,この

ときに最も高速に同期捕捉ができることが分かる.これは,提案手法では,こ
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(通常のMFとの比較)
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のような逆拡散出力が零となるような周波数偏差の備に対して,推定パラメー

タを用意しているからである.周波数偏差が小さいときには,提案手法が従来

手法に比べわずかに劣っているのがみられる.これは,従来手法が周波数推定

を行わず,時間一周波数不確定領域上で,ある一つの周波数軸上でタイミング

に対するパラメータだけのサーチを行っているため,サーチ対象の全セル数が,

不確定領域上のすべてのパラメータに対してサーチを行っている提案手法に比

べかなり少ないことにより生じていると考えられる.

次に,分割型MFとの比較を行ったものを図4.9に示す.ここでは,その分割

数を変えた特性(分割数2, 4)も併せて示す. MFの分割数を増やすと,理論

的にはより大きな周波数偏差においても良い特性が得ることができるが,雑音

に弱くなり特性劣化を引き起こす[12],[13].この図より,分割型MFの分割数

が小さい場合には,提案手法と比較すると,周波数偏差が小さいときには,分割

型MFの方が比較的良い特性が得られているが,偏差が大きくなると同期捕捉

時間が長くなっていくことが分かる.大きな周波数偏差に対しても良い特性が

得られるように分割数を増やすと,全体的に同期捕捉時間が長くなり,特性劣

化を引き起こしているのに対し,提案手法は大きな偏差に対しても偏差が小さ

い時と同様の特性が得られている.

結局のところ,従来手法はいずれも拡散信号の同期タイミングの捕捉を行う

だけであるので,受信信号の搬送波に周波数偏差を伴うような場合,たとえ従

来の手法で同期タイミングを得ることができたとしても,その結果を用いて逆

拡散を行っても,その出力は図4.3のように低下してしまう.それでは,その後

の復調操作に悪影響を与えることになる.これに対し,提案手法は,同期タイ

ミングの捕捉だけでなく,周波数偏差の推定も行っている.以上で示した平均

同期捕捉時間特性では,タイミングが一致し,さらに推定･補正後の残留の周
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波数偏差の値が, scheme#1であればfb以内に, scheme#2,#3であればfb/2

以内になる時点を同期確立としている.従って,提案手法で得られた結果を用

いて,逆拡散を行っても,その出力は十分に得ることができるので,拡散信号の

初期同期捕捉としては満足すべき特性が得られている.

最後に,提案した3手法の比較を行う.周波数分解能がfbであるscheme#1

に対し,周波数分解能がム/2であるscheme#2,scheme#3は,時間一周波数

不確定領域上のサーチ対象の仝セル数が増加するため,平均同期捕捉時間の下

限が上昇し,同期捕捉時間が長くなる.また, scheme#2とscheme#3は,周

波数分解能は同じであるにもかかわらず,ワーストケースの同期捕捉時間に違

いがみられる. scheme#1と比べると, scheme#3は,ワーストケースの同期

時間が短くなっているのに村し,逆にscheme#2は,さらに長くなってしまっ

ている.この特性の差は, scheme#2は2ビット時間にわたる相関をとるため

に,周波数偏差の値がム/2の整数倍となるときに逆拡散出力の信号成分が零

となってしまい,これがワーストケースになっているからである.以上より,平

均同期捕捉時間の比較の観点から見ると,各提案手法には,周波数偏差の備に

より特性の優劣が見られるが, scheme#3が平均的には良い特性を示すことが

分かる.

4.4.2 周波数同期特性

提案手法に対する周波数同期特性について調べる.ここでは,提案手法に

よって拡散信号の同期タイミングと搬送波周波数偏差に対する推定値を得た

際,そのタイミングが同期するタイミングであった場合の周波数推定誤差につ

いて調べることにする.ここでも,想定する最大周波数偏差としては,先の平均

同期捕捉時間特性を求めた際と同じく10fbとする.
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図4.10, 4.11に提案した3手法に対する周波数推定誤差特性を示す.それぞ

れ,図4.10は,ビットエネルギー対雑音電力密度比Eb/N.に対する周波数推

定誤差平均値を示したもの,図4.11は, Eb/Noに対する周波数推定誤差分散値

を示したものである.また,FFT出力の非同期加算回数〟をパラメータとし

て, M - 4,8の場合を示す.なお,搬送波周波数偏差の値は, -10fb-+loft

に一様分布するものとしている.

図4.10から分かるように,Eb/Noの値が大きくなるにしたがって,周波数分

解能がムであるscheme#1では周波数推定誤差の平均値がム/4に,周波数分

解能がム/2であるscheme#2,#3ではfb/8に近づいていっていることが分

かる.この値はそれぞれの手法の周波数分解能の1/4の値であり,周波数偏差

の値が一様分布するものとして平均化しているため,このような備に近づいて

いくことになる.図4.11で示した周波数推定誤差の分散値は,提案した3手

法を比較すると,
scheme#3が最も小さい備になっていることが分かる.とこ

ろがscheme#2は, scheme#3と同じ摘波数分解能(fb/2)であるにも関わ

らず,周波数分解能が低いscheme#1とほとんど同じ特性を示している.これ

は,先にも述べたように, scheme#2が2ビット時間にわたる相関をとってい

るためである. 2ビット時間にわたる相関をとる場合,逆拡散出力の信号成分

が零となる周波数偏差の値がム/2の整数倍となり,これはscheme#2の周波

数分解能に等しくなってしまう.これでは, scheme#1と等価な相関出力しか

得られない.従って,同様な特性になるのである.また, FFT出力の非同期

加算回数〟については,推定誤差平均値,分散値の特性ともに,平均同期捕捉

時間特性とは異なり, 〟を大きくすることにより3手法とも特性改善が得ら

れていることが分かる.以上より,周波数同期特性の比較の観点から見ると,

scheme#3が最も良い特性を得られるが,実際の回路構成は非常に複雑になっ
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てしまう.また, scheme#2は周波数分解能を高めるために,相関時間を長く

しているにも関わらず,推定誤差の分散値の特性の改善が得られないことから

分かるように,その効果が十分に得られていない.

本研究では,提案手法として,周波数分解能が特にfb, fb/2である場合を

考察したが,示した数値例からも分かるように,周波数分解能を高めるために

FFTの処理点数を増やししても,同期捕捉特性に良い結果をもたらすとは限ら

ない.また,scheme#3のような構成にすることにより,平均同期捕捉特性,周

波数同期特性とも良い特性を得られるが,実際のハードウェア構成が複雑にな

る.実際,本研究が考えているように初期同期捕捉の段階で,ある程度の精度で

搬送波周波数偏差に対する推定が行うことができれば,その結果を用いて周波

数補償を行った後の逆拡散出力に対する周波数偏差の影響は小さくなり,十分

な逆拡散出力が得られるので,次の段階として別段の何らかの手法でさらに精

度の高い周波数同期を行うことも可能になる.例えば,搬送波周波数の推定誤

差がfb/5であるとき,その結果として得られる逆拡散出力は･推定誤差がない

ときに比べ信号電力は約0.3dB低下する.この程度の信号電力低下であれば,

その後の復調操作-の影響は小さいと考えられる.従って,このようなことも

考慮に入れ,提案手法において周波数分解能(FFTの処理点数)を適切に定

める必要があると考えられる.しかし,以上に示した数値例から分かるように,

Eb/N.が7dB以上であれば,提案した3手法いずれでも,得られる推定値の推

定誤差は,ム/5程度となっており,許容できる特性が得ることができる.従っ

て,提案した3手法で考えている程度の精度(ビットレートないしビットレー

トの半分)でも十分であり,ハードウェア構成が複雑になることを許されるの

であれば, scheme#3が,簡単な構成が良いのであればscheme#1が有効な初

期同期捕捉回路であることが言える.
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4.5 データ変調存在下の同期捕捉特性

前節まで行った特性解析では,簡単のためにデータ変調の影響を考慮に入れ

ていなかった.データ変調の影響をなくすための方法としては2乗検波が考え

られるが,先にも述べたように,スペクトル拡散信号の逆拡散前の受信信号対

雑音電力比(SNR)は非常に小さいため,このような信号に対し2乗操作をす

ると,さらにSNRが低下するので,これは望ましくない･そこで,本節では,受

信信号に対しデータ変調を取り除く方策を講ぜず,信号にデータ変調が存在す

る場合の提案手法に村する平均同期捕捉時間特性についての考察を行う･

信号にデータ変調がある場合,拡散信号の自己相関特性に影響する･タイミ

ングが一致している時の拡散信号の自己相関値は,データ変調には影響されな

いが,タイミングが一致しない時には,一系列長時間の中でデータ変調による

符号の反転が存在する場合がある場合,この影響で自己相関値が異なってくる･

特に,周波数偏差がなく,タイミングが∵致しない時の自己相関値は,データ変

調がなければ,必ず一定健一1/L (拡散系列長Lの場合)で小さい値をとるの

だが,データ変調による符号の反転があると,一定値をとらず,大きな値をと

ることもある(Appendixを参照).

前節の同期捕捉特性の解析においては,仮定(3)として,同期タイミングの

とれていない時の拡散信号の自己相関値を零としていたが,ここでは,その自

己相関値として,実際に拡散系列を与え計算機シミュレーションによって求め

た値を用いる.この場合,同期タイミングのとれていないセルの相関出力値

zikは,データ変調を考慮していない場合の式(4･16)とは異なり,自由度2M

のnon-central x2分布に従い,その確率密度関数は,

p(zIHo(Ti,fdk))
- (孟)翠e~(I+βk)IM_1(2
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･(Ti,fdk)- M (完)qc2(Ti,fdk) (4･25)

である. ここで,上式では確率変数は雑音電力Jんで規格化されており,

qc(Ti,fdk)は,計算機で求めたタイミングと周波数偏差のパラメータの組

(Ti,fdk)に対する拡散信号の自己相関値である･これを用いて,scheme#1に

村する同期(セル)検出確率は,

pD - /.∞p(zIHlk)(
N-1

II p(zIHlk))
･

k=9
た≠k

L-1 N

(II Il (P(zIHo(Ti,fdk)))dz
e=O k=0

(4･26)

となる.ここで, P(ZIH)は確率密度関数p(z[H)に対する分布関数である･ま

た,
scheme#2,#3に対する同期(セル)検出確率は,式(4･26)において,

N -

2Ⅳと置き換えることによって得られる.そして,前節と同様に,式(4.26)の結

果を用いて,式(4.23)によって平均同期捕捉時間を求める･

パラメータは4.4.1で用いたものと同じとして,データ変調が存在する場合の

scheme#1, scheme#2, scheme#3に対する平均同期捕捉時間特性をそれぞれ

図4.12, 4.13, 4.14に示す. 3手法を比較すると, βcんeme#1が最もデータ変調

の影響が小さく,またこの特性は,データ変調が無いと考えた場合の特性と比

較しても,それほど劣化していないことが分かる.逆に, scheme#2は,データ

変調の影響が一番大きく,データ変調が無い場合よりかなりの特性劣化が生じ

ている.これは, 4.3.2で述べたように, scheme#2は, FFTの処理点数を増や

すために,2ビット時間にわたる相関をとっているので,特に,周波数偏差の値

がビットレートの半分であるときには,データ変調により連続するビット間で

符号が反転している場合に相関出力が得ることができなくなり,正しい同期捕

捉は不可能になる. scheme#3は,データ変調による特性劣化がscheme#1よ
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り大きいが,その劣化量はそれ程大きなものではないことが分かる･

以上より,データ変調が存在する場合でも, scheme#1, scheme#3の平均同

期捕捉時間特性に村するその影響は小さく,受信信号に対しデータ変調を取り

除く方策を特別に講じなくても,この2つの手法により高連な同期捕捉ができ

ることが分かる.
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図4.12:提案手法#1の平均同期捕捉時間特性

(データ変調存在下)
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4.6 まとめ

本章では,搬送波に周波数偏差を伴うようなスペクトル拡散信号に対する拡

散信号の初期同期捕捉に関する検討を行った.搬送波周波数偏差が存在するよ

うな場合の拡散信号の初期同期捕捉では,拡散信号の同期タイミング捕捉に加

えて,搬送波周波数偏差の推定を行う必要がある･ここで提案した初期同期捕

捉手法は,FFTを利用し,これを実現するものである･本手法は,同期タイミン

グと搬送波周波数偏差をパラメータとして考え,このパラメータを持つ参照信

号と受信信号との相関をとり,その結果,最大相関を持つパラメータを推定値

とする最尤推定法に基づいたものである.提案手法では,この同期タイミング

と周波数偏差の2次元パラメータに対する相関操作を, FFTが周波数の異なる

波形に対する相関操作であることを利用して簡易に実現している.

また,提案した同期回路に対し,周波数推定の観点から3手法を提案した･さ

らに,提案した3手法に村する特性評価として,解析的に平均同期捕捉時間特

性を求め,加えて周波数推定特性を求め,それらの数値例によって,従来提案さ

れている同期捕捉手法との比較を行った.その結果,従来の手法では高速な同

期捕捉が不可能であるような大きな搬送波周波数偏差が存在する場合において

ち,提案手法によって可能になり,加えて初期同期捕捉の段階で満足すべき精

度の周波数推定もできることを明らかにした.
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第5章

総括

5.1 本研究のまとめ

本研究では,低軌道衛星通信システムのように,スペクトル拡散信号が搬送

波周波数偏差を伴うような環境下における拡散信号の初期同期捕捉についての

検討を行った.

そのための具体的な高速同期捕捉手法として以下に示す項目の検討を行っ

た.

●分割MFによる方法

これは拡散符号系列を幾つかに分割して,それぞれの部分系列に相応し

たMFに対しパラレル･サーチを行うものである.本方式は,従来のシ

リアル･サーチを行うものと異なり,分割数に関わらず,分割したMFを

一周期分観測して同期判定を行う.また提案方式の平均同期捕捉時間特

性を解析的に導出した.その結果,搬送波周波数偏差存在下でも,良い特

性を持つことを明らかにした.
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●時間周波数変換による方法

上に述べた分割MFによる方法は,比較的簡単な構成によって,シンボ

ルレート程度の大きな周波数偏差の下でも,拡散符号と搬送波周波数の

同期捕捉が行える.しかしながら,信号がさらに大きな周波数偏差を持つ

ような状態では,同期捕捉に必要な時間が大きくなってしまう･そこで時

間周波数変換による初期同期捕捉手法を提案した.この手法は,拡散信号

の同期タイミングと搬送波周波数偏差をパラメータとして考え,このパ

ラメータを持つ参照信号と受信信号との相関をとり,その結果,最大相関

を持つパラメータを推定値とする最尤推定法に基づいたものである･こ

のため,拡散信号の同期タイミング捕捉と同時に,搬送波周波数偏差の推

定をある程度の精度で行うことができる.同期タイミングと周波数偏差

の2次元パラメータに対する相関操作を,本手法では, FFTが周波数の

異なる波形に対する相関操作であることを利用して簡易に実現している･

その結果,従来提案されてきたMFを利用した同期捕捉手法では高速な

同期捕捉が不可能であるような大きな搬送波周波数偏差が存在する場合

においても,提案した手法によって高速な同期捕捉が可能になり,加えて

初期同期捕捉の段階で満足すべき精度の周波数推定もできることを明ら

かにした.また,周波数推定精度を高めるためにFFTの処理点数を大き

くしても,その効果は得られず,その同期捕捉に必要な時間は,逆に長く

なることが明らかになった.また,実際の回路構成が複雑になることを許

されるならば,提案した同期捕捉手法によって,同期時間特性,周波数推

定特性共に良好な特性が得ることができることが明らかになった･
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5.2 今後の課題

本研究では,スペクトル拡散信号が非常に大きな搬送波周波数偏差を伴うよ

うな環境を想定した.このような場合,搬送波だけでなく,拡散信号の各チッ

プに対する影響(コードドップラ)も生じてくることが考えられる.本研究

ではこの影響がないことを仮定したが,この影響を考慮に入れた同期捕捉手法

[14],[20]についても考える必要がある･また実際の環境では,フェージングや

他の通信システムからの狭帯域干渉が特性に大きな影響を与える場合も考えら

れる.これらの条件下での同期捕捉性能に関する研究も重要である.このよう

に,スペクトル拡散信号の同期捕捉についてはまだまだ多くの課題が残されて

いる.
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Appendix

周波数偏差存在下の拡散信号自己相関債分布

このAppendixでは,搬送波周波数偏差が存在する場合における拡散信号の

自己相関値の統計的性質についてまとめる.

搬送波周波数偏差に村する拡散信号の自己相関特性は,先の第2章の図

2･7に示した･周波数偏差がない時には,タイミングが一致する時に,相関値

の大きさは,L (Lは拡散系列長)である.また,タイミングが一致していない

時には,1となる.

周波数偏差ムの変化に対しては,タイミングの一致時の相関値の大きさ

(振幅)は,

(A･1)

のように変化する･しかし,タイミングが一致しない時の相関値は,系列や周波

数偏差の値によって異なってくる.

このタイミングが一致しか一時の周波数偏差に対する自己相関値の振幅の統

計的性質を,その最大値,平均値,分散借,その分布を求め調べる･ここでは,タ

イミング位相のずれとしては1チップ単位としている.図A.1,A.2に,系列長

が63のM系列の場合の周波数偏差の変化に対する自己相関値の振幅の最大
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値,平均値,分散値を示す.それぞれ,図A･1がデータ変調がない場合, A･2が

データ変調がある場合である.データ変調がない場合には,相関値の最大値,辛

均値,分散催すべてに,周波数偏差の増加に対して明確な周期性があることが

分かる.しかし,データ変調がある場合には,多少の周期性は見られるが,デー

タ変調のない場合ほど明確でないことが分かる.タイミングが一致していない

時の相関値の最大値というのは,タイミングが一致している時の相関ピークを

検出する際に悪影響を及ぼすので,重要なパラメータであるが,データ変調が

ある場合がない場合に比べ若干大きくなっているが,どちらの場合もタイミン

グー致時の最大値63の1/4以下であることが分かる･

次に,図A.3, A.4に,系列長が63のM系列の場合で,周波数偏差が存在

する場合のタイミングが一致していない時の自己相関値の振幅の分布を示す.

それぞれ,図A.1がデータ変調がない場合, A.2がデータ変調が存在する場合

である.データ変調がない場合には, 7-8程度の大きさの相関値が多く存

在することが分かる.また,データ変調がある場合には,奇数値の相関値

(1,3,5,7,9,ll,13,15,17)が他の値の相関備に比べ多く存在することが分か

る.
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