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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信信号を第１の他の通信装置から受信する信号受信手段と、
　前記第１の他の通信装置から、前記第１の他の通信装置から前記通信信号を受信する第
２の他の通信装置への第１の通信路の状態を表す情報である第１の通信路情報と、自分の
通信装置から前記第２の他の通信装置への第２の通信路の状態を表す情報である第２の通
信路情報とに基づいて、前記通信信号の全サブキャリアを複数のサブバンドに分割するこ
とにより得られる各サブバンドの前記第２の通信路の状態が、そのサブバンドの前記第１
の通信路の状態と同一になるように、各サブキャリアの重みを決定する決定手段と、
　前記決定手段により決定された前記各サブキャリアの重みに基づいて、そのサブキャリ
アの前記通信信号のうちの前記第２の他の通信装置に送信する信号である送信信号に重み
付けを行う重み付け手段と、
　前記重み付け手段により重み付けされた前記送信信号を前記第２の他の通信装置に送信
する送信手段と
　を備える通信装置。
【請求項２】
　前記決定手段は、前記送信信号の送信電力を前記サブバンドごとに一定にするするため
の正規化係数、並びに、そのサブバンドの各サブキャリアの前記第１の通信路の伝搬路推
定値および前記第２の通信路の伝搬路推定値の複素共役を乗算し、その結果得られる乗算
値を、そのサブキャリアの重みに決定する



(2) JP 5569790 B2 2014.8.13

10

20

30

40

50

　請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記サブバンドのサブキャリア数は、前記通信信号の拡散利得の整数倍である
　請求項１に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記第２の通信装置から前記第１の通信路情報を受信する情報受信手段
　をさらに備える
　請求項１に記載の通信装置。
【請求項５】
　通信信号を第１の通信装置から受信する第２の通信装置と第３の通信装置から構成され
る通信システムにおいて、
　前記第２の通信装置は、
　　前記通信信号を前記第１の通信装置から受信する第１の信号受信手段と、
　　前記第１の通信装置から前記第２の通信装置への第１の通信路の状態を表す情報であ
る第１の通信路情報を、前記第３の通信装置に送信する情報送信手段と
　を備え、
　前記第３の通信装置は、
　　前記通信信号を前記第１の通信装置から受信する第２の信号受信手段と、
　　前記第２の通信装置から前記第１の通信路情報を受信する情報受信手段と、
　　前記情報受信手段により受信された前記第１の通信路情報と、前記第３の通信装置か
ら前記第２の通信装置への第２の通信路の状態を表す情報である第２の通信路情報とに基
づいて、前記通信信号の全サブキャリアを複数のサブバンドに分割することにより得られ
る各サブバンドの前記第２の通信路の状態が、そのサブバンドの前記第１の通信路の状態
と同一になるように、各サブキャリアの重みを決定する決定手段と、
　　前記決定手段により決定された前記各サブキャリアの重みに基づいて、そのサブキャ
リアの前記通信信号のうちの前記第２の通信装置に送信する信号である送信信号に重み付
けを行う重み付け手段と、
　　前記重み付け手段により重み付けされた前記送信信号を前記第２の通信装置に送信す
る送信手段と
　を備える
　通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信装置および通信システムに関し、例えば、MC-CDMA方式の信号が2つの通
信路で同一の装置に送信される場合に、その装置で受信される信号のビット誤り率を充分
に向上させることができるようにした通信装置および通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　MC-CDMA（Multi-Carrier Code Division Multiple Access）方式は、マルチキャリア通
信の１つであり、遅延波に高い耐性を有するOFDM（Orthogonal Frequency Division Mult
iplexing）方式と、周波数利用効率の高いCDMA（Code Division Multiple Access）方式
とを組み合わせた方式である。
【０００３】
　このMC-CDMA方式では、複数の周波数に亘って同一のデータシンボルが複製され、サブ
キャリア方向に拡散符号が掛け合わされ、拡散伝送される。これにより、MC-CDMA方式は
、伝搬遅延に強く周波数利用効率の高いセルラーネットワークの実現を可能にする。
【０００４】
　また、MC-CDMA方式では、同一の基地局から複数のユーザの信号が同時に伝送される場
合、全てのユーザの信号において同期が確保される。さらに、同一の受信機では、同一の
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通信路を通って信号が受信されるため、各ユーザの信号の送信時に利用された拡散符号が
直交している場合、各ユーザの信号間の干渉は少なく、復調を良好に行うことができる。
【０００５】
　しかしながら、複数の送信機から送信されたMC-CDMA方式の信号が受信機で合成される
場合、異なるチャネルの影響を受けた信号が受信機で合成される。そのため、各ユーザの
信号の送信時に利用された拡張符号が直交していても、合成時に直交性が崩れ、マルチア
クセス干渉（MAI(Multiple  Access Interference)）といわれる大きな干渉を与えること
になる。
【０００６】
　このようなマルチアクセス干渉は、本来基地局から多重化して通信を行う場合には、考
慮しなくてよいものであるが、基地局と受信機の間に中継局が設けられる場合には考慮す
る必要がある。
【０００７】
　具体的には、セルラーシステムでは、基地局から離れたセル端での受信機における通信
品質が大幅に劣化する。従って、受信機における受信信号のレベルと品質を改善するため
に、基地局と受信機の間には中継局が設けられる場合がある。この場合、中継局は、受信
信号を増幅して受信機に再送信することにより、受信機における受信信号のレベルと品質
を改善する。これにより、送信信号の到達範囲を拡大するとともに、スループットを改善
することができる。
【０００８】
　しかしながら、MC-CDMA方式のセルラーシステムにおいて中継局が設けられる場合、基
地局から中継局を経由する通信路と、基地局からの直通の通信路を通った2つの信号が受
信機で受信される。即ち、中継局から送信されてくる信号と基地局から送信されてくる信
号は、異なるチャネルの影響を受けて受信される。これにより、拡張符号として同一基地
局から送信した際に周波数共有特性の高い直交符号が用いられる場合、受信信号の拡散符
号の直交性が崩れ、大きなマルチアクセス干渉が発生する。その結果、中継局を利用する
ことにより逆にビット誤り率（BER）が増加する場合があった。
【０００９】
　そこで、本発明者は、基地局から受信機へのチャネル（通信路）の状態と、中継局から
受信機へのチャネルの状態に基づいて、中継局から受信機へ送信する送信信号の全帯域に
おいて、送信信号のチャネルの状態が基地局から受信機へのチャネルの状態と同一となる
ように、送信信号に重み付けを行うことで、受信機におけるマルチアクセス干渉を抑制す
る中継局を提案した(例えば、非特許文献１参照)。
【００１０】
　このような中継局により、MC-CDMA方式のセルラーシステムにおいても、効果的に中継
局を活用することができる。
【００１１】
　一方、中継局を備えるMC-CDMA方式のセルラーシステムとしては、直交する符号語を基
地局と中継局に割り当て、このとき中継局と受信機をグループ化することで多数の直交符
号を消費することを回避するシステムが考案されている（例えば、特許文献１参照）。し
かしながら、基地局と中継局の両方が信号を送信する場合に受信機において発生するマル
チアクセス干渉を抑制する方法については考えられていない。
【００１２】
　また、送信局と１以上の中継局と宛先局とからなる無線中継伝送システムにおいて、各
局が自局と他局の間の経路の伝達関数を推定し、中継局が推定した伝達関数を送信局等へ
送信することが考案されている(例えば、特許文献２および特許文献３参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２００５－２５２６７７号公報
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【特許文献２】特開２０１０－１１１２８号公報
【特許文献３】特開２０１０－１１３４９号公報
【非特許文献】
【００１４】
【非特許文献１】鄭　海燕，藤井　威生，「MC-CDMA中継システムための中継局における
伝搬路補償法の検討」，電子情報通信学会ソサイエティ大会,2009-9，B-5-120
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　しかしながら、MC-CDMA方式等のセルラーシステムにおいて、非特許文献１に記載され
ている中継局が用いられる場合、中継局が送信信号のチャネル状態を全帯域単位で補償す
るので、複数の通信路を利用して伝送することにより得られるダイバーシチゲインが得ら
れない。その結果、ビット誤り率を充分に向上させることはできない。
【００１６】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、MC-CDMA方式等の信号が2つの
通信路で同一の装置に送信される場合に、その装置で受信される信号のビット誤り率を充
分に向上させることができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の第１の側面の通信装置は、通信信号を第１の他の通信装置から受信する信号受
信手段と、前記第１の他の通信装置から、前記第１の他の通信装置から前記通信信号を受
信する第２の他の通信装置への第１の通信路の状態を表す情報である第１の通信路情報と
、自分の通信装置から前記第２の他の通信装置への第２の通信路の状態を表す情報である
第２の通信路情報とに基づいて、前記通信信号の全サブキャリアを複数のサブバンドに分
割することにより得られる各サブバンドの前記第２の通信路の状態が、そのサブバンドの
前記第１の通信路の状態と同一になるように、各サブキャリアの重みを決定する決定手段
と、
　前記決定手段により決定された前記各サブキャリアの重みに基づいて、そのサブキャリ
アの前記通信信号のうちの前記第２の他の通信装置に送信する信号である送信信号に重み
付けを行う重み付け手段と、前記重み付け手段により重み付けされた前記送信信号を前記
第２の他の通信装置に送信する送信手段とを備える通信装置である。
【００１８】
　本発明の第１の側面においては、通信信号が第１の他の通信装置から受信され、前記第
１の他の通信装置から、前記第１の他の通信装置から前記通信信号を受信する第２の他の
通信装置への第１の通信路の状態を表す情報である第１の通信路情報と、自分の通信装置
から前記第２の他の通信装置への第２の通信路の状態を表す情報である第２の通信路情報
とに基づいて、前記通信信号の全サブキャリアを複数のサブバンドに分割することにより
得られる各サブバンドの前記第２の通信路の状態が、そのサブバンドの前記第１の通信路
の状態と同一になるように、各サブキャリアの重みが決定され、決定された前記各サブキ
ャリアの重みに基づいて、そのサブキャリアの前記通信信号のうちの前記第２の他の通信
装置に送信する信号である送信信号に重み付けが行われ、重み付けされた前記送信信号が
前記第２の他の通信装置に送信される。
【００１９】
　本発明の第２の側面の通信システムは、通信信号を第１の通信装置から受信する第２の
通信装置と第３の通信装置から構成される通信システムにおいて、前記第２の通信装置は
、前記通信信号を前記第１の通信装置から受信する第１の信号受信手段と、前記第１の通
信装置から前記第２の通信装置への第１の通信路の状態を表す情報である第１の通信路情
報を、前記第３の通信装置に送信する情報送信手段とを備え、前記第３の通信装置は、前
記通信信号を前記第１の通信装置から受信する第２の信号受信手段と、前記第２の通信装
置から前記第１の通信路情報を受信する情報受信手段と、前記情報受信手段により受信さ
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れた前記第１の通信路情報と、前記第３の通信装置から前記第２の通信装置への第２の通
信路の状態を表す情報である第２の通信路情報とに基づいて、前記通信信号の全サブキャ
リアを複数のサブバンドに分割することにより得られる各サブバンドの前記第２の通信路
の状態が、そのサブバンドの前記第１の通信路の状態と同一になるように、各サブキャリ
アの重みを決定する決定手段と、前記決定手段により決定された前記各サブキャリアの重
みに基づいて、そのサブキャリアの前記通信信号のうちの前記第２の通信装置に送信する
信号である送信信号に重み付けを行う重み付け手段と、前記重み付け手段により重み付け
された前記送信信号を前記第２の通信装置に送信する送信手段とを備える通信システムで
ある。
【００２０】
　本発明の第２の側面においては、通信信号を第１の通信装置から受信する第２の通信装
置が、前記通信信号を前記第１の通信装置から受信し、前記第１の通信装置から前記第２
の通信装置への第１の通信路の状態を表す情報である第１の通信路情報を、通信信号を第
１の通信装置から受信する第３の通信装置に送信する。また、前記第３の通信装置が、前
記通信信号を前記第１の通信装置から受信し、前記第２の通信装置から前記第１の通信路
情報を受信し、受信された前記第１の通信路情報と、前記第３の通信装置から前記第２の
通信装置への第２の通信路の状態を表す情報である第２の通信路情報とに基づいて、前記
通信信号の全サブキャリアを複数のサブバンドに分割することにより得られる各サブバン
ドの前記第２の通信路の状態が、そのサブバンドの前記第１の通信路の状態と同一になる
ように、各サブキャリアの重みを決定し、決定された前記各サブキャリアの重みに基づい
て、そのサブキャリアの前記通信信号のうちの前記第２の通信装置に送信する信号である
送信信号に重み付けを行い、重み付けされた前記送信信号を前記第２の通信装置に送信す
る。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、MC-CDMA方式等の信号が2つの通信路で同一の装置に送信される場合に
、その装置で受信される信号のビット誤り率を充分に向上させる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明を適用した通信システムの一実施の形態の構成例を示す図である。
【図２】図１の中継局の構成例を示すブロック図である。
【図３】図２の端末用信号復調部の構成例を示すブロック図である。
【図４】図２の送信制御部の構成例を示すブロック図である。
【図５】図２の送信部の構成例を示すブロック図である。
【図６】シミュレーションにおけるサブバンドの構成を示す図である。
【図７】シミュレーションの条件を示す図である。
【図８】重み付けが行われない場合のビット誤り率を示す図である。
【図９】非特許文献１に記載されている方法によるビット誤り率を示す図である。
【図１０】図１の通信システムにおけるビット誤り率を示す図である。
【図１１】図１の通信システムによる再送処理を説明するフローチャートである。
【図１２】サブキャリアの信号を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
＜一実施の形態＞
［通信システムの一実施の形態の構成例］
　図１は、本発明を適用した通信システムの一実施の形態の構成例を示す図である。
【００２４】
　図１の通信システム１０は、基地局１１（第１の他の通信装置、第１の通信装置）、端
末１２（第２の他の通信装置、第２の通信装置）、および中継局１３（通信装置、第３の
通信装置）により構成される。通信システム１０では、基地局１１から端末１２を含む複
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数の端末用の信号（以下、複数端末信号という）が送信され、端末１２が、複数端末信号
の受信に失敗した場合、基地局１１から複数端末信号が再送されるとともに、中継局１３
から端末１２用の信号が送信される。
【００２５】
　具体的には、通信システム１０の基地局１１は、MC-CDMA方式で複数端末信号を送信す
ることにより、マルチユーザ通信を行う。
【００２６】
　なお、信号を複数のサブキャリアに分割して送信する際、信号を拡散することにより、
マルチユーザ通信を可能にする方式としては、MC-CDMA方式の他に、MC-DS-CDMA（Multi-C
arrier Direct Sequence Code Division Multiple Access）方式もある。
【００２７】
　MC-CDMA方式は、信号を周波数方向の拡散符号で拡散する方式であり、符号化が行われ
ない場合であっても、周波数ダイバーシチ利得が得られる利点がある。MC-CDMA方式は、
下り回線で用いられる場合、高い品質と大きな容量を得ることができる。
【００２８】
　一方、MC-DS-CDMA方式は、信号を直並列変換した後、時間方向の拡散符号で拡散する方
式であり、遅延スプレッドが大きい環境でも符号の直交性を保つことが容易であるという
特徴がある。MC-DS-CDMA方式は、上り回線での利用が想定されている。
【００２９】
　基地局１１は、以上のようなMC-CDMA方式とMC-DS－CDMA方式のうちのMC-CDMA方式で複
数端末信号を送信する。また、基地局１１は、端末１２から再送要求信号が送信されてき
た場合、複数端末信号を再送する。
【００３０】
　端末１２は、基地局１１から送信されてくる複数端末信号を受信し、その複数端末信号
に含まれる端末１２用の信号を取得する。また、端末１２は、基地局１１から送信されて
くる複数端末信号の受信に失敗した場合、再送要求信号を基地局１１に送信するとともに
、再送要求信号、基地局チャネル情報、および中継局チャネル情報を中継局１３に送信す
る。
【００３１】
　なお、基地局チャネル情報（第１の通信路情報）は、基地局１１と端末１２の間のチャ
ネルの状況を表す情報であり、ここでは、各サブキャリアの基地局１１から端末１２への
チャネル（第１の通信路）の伝搬路推定値であるものとする。この基地局チャネル情報は
、例えば、基地局１１から送信されてくる複数端末信号のうちのパイロットシンボルを用
いて求められる。
【００３２】
　また、中継局チャネル情報（第２の通信路情報）は、中継局１３と端末１２の間のチャ
ネルの状況を表す情報であり、ここでは、各サブキャリアの中継局１３から端末１２への
チャネル（第２の通信路）の伝搬路推定値であるものとする。
【００３３】
　端末１２は、再送要求に応じて基地局１１から送信されてくる複数端末信号と、中継局
１３から送信されてくる端末１２用の信号を受信する。そして、端末１２は、複数端末信
号のうちの端末１２用の信号と、中継局１３からの端末１２用の信号を合成し、端末１２
用の信号として取得する。
【００３４】
　中継局１３は、基地局１１から送信されてくる複数端末信号を受信する。中継局１３は
、端末１２から送信されてくる再送要求信号に基づいて、受信された複数端末信号から端
末１２用の信号を抽出する。また、中継局１３は、再送要求信号とともに送信されてきた
基地局チャネル情報および中継局チャネル情報に基づいて、複数のサブキャリアからなる
サブバンドごとに、基地局１１から端末１２へのチャネルの状態と中継局１３から端末１
２へのチャネルの状態が同一になるように、各サブキャリアの重みを決定する。そして、
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中継局１３は、端末１２用の信号に対して、サブキャリアごとに、決定された重みに基づ
く重み付けを行い、その結果得られる信号を端末１２に送信する。なお、サブバンドを構
成するサブキャリアの数は、MC-CDMA方式の拡散利得SFの整数倍である。
【００３５】
[中継局の構成例]
　図２は、図１の中継局１３の構成例を示すブロック図である。
【００３６】
　図２に示すように、中継局１３は、基地局用受信部３１、端末用受信部３２、送信制御
部３３、送信部３４、ＲＦ（Radio Frequency）変換部３５、および送信アンテナ３６に
より構成される。
【００３７】
　基地局受信部３１（信号受信手段）は、受信アンテナ４１、ＩＦ(Intermediate Freque
ncy)変換部４２、端末用信号復調部４３、および蓄積部４４により構成される。
【００３８】
　受信アンテナ４１は、図１の基地局１１から送信されてくる複数端末信号のＲＦ信号を
受信し、ＩＦ変換部４２に供給する。
【００３９】
　ＩＦ変換部４２は、受信アンテナ４１から供給される複数端末信号のＲＦ信号をＩＦ信
号に変換して保持しておく。
【００４０】
　端末用信号復調部４３は、再送要求信号を送信してきた端末１２を特定する情報が送信
制御部３３から供給されると、ＩＦ変換部４２に保持されている複数端末信号を読み出す
。そして、端末用信号復調部４３は、その端末１２を特定する情報に基づいて、読み出さ
れた複数端末信号のうちの端末１２用の信号を復調する。端末用信号復調部４３は、復調
の結果得られる端末１２用の信号を蓄積部４４に供給する。
【００４１】
　蓄積部４４は、端末用信号復調部４３から供給される端末１２用の信号を記憶する。
【００４２】
　端末用受信部３２（情報受信手段）は、受信アンテナ５１、ＩＦ変換部５２、再送要求
信号復調部５３、および蓄積部５４により構成される。
【００４３】
　受信アンテナ５１は、図１の端末１２から送信されてくる再送要求信号、基地局チャネ
ル情報、および中継局チャネル情報のＲＦ信号を受信し、ＩＦ変換部５２に供給する。
【００４４】
　ＩＦ変換部５２は、受信アンテナ５１から供給される再送要求信号、基地局チャネル情
報、および中継局チャネル情報のＲＦ信号をＩＦ信号に変換し、再送要求信号復調部５３
に供給する。
【００４５】
　再送要求信号復調部５３は、ＩＦ変換部５２から供給される再送要求信号、基地局チャ
ネル情報、および中継局チャネル情報を復調し、その結果得られる再送要求信号、基地局
チャネル情報、および中継局チャネル情報を蓄積部５４に供給する。
【００４６】
　蓄積部５４は、再送要求信号復調部５３から供給される再送要求信号、基地局チャネル
情報、および中継局チャネル情報を記憶する。
【００４７】
　送信制御部３３は、蓄積部５４から再送要求信号を読み出し、その再送要求信号に基づ
いて再送要求信号を送信してきた端末１２を特定する情報を端末用信号復調部４３に供給
する。具体的には、例えば、再送要求信号には、再送要求を表す信号と再送要求元である
端末１２を特定する信号が含まれており、送信制御部３３は、再送要求信号から再送要求
元である端末１２を特定する信号を抽出して、その端末１２を特定する情報を端末用信号
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復調部４３に供給する。
【００４８】
　また、送信制御部３３（決定手段）は、蓄積部５４から基地局チャネル情報と中継局チ
ャネル情報を読み出す。送信制御部３３は、その基地局チャネル情報と中継局チャネル情
報に基づいて、各サブバンドの基地局１１から端末１２へのチャネルの状態が、そのサブ
バンドの中継局１３から端末１２へのチャネルの状態と同一になるように、各サブキャリ
アの重みを決定する。
【００４９】
　具体的には、送信制御部３３は、以下の式（１）を用いて、各サブキャリアの重みWｋ
を決定する。
【００５０】
　Wｋ=βｍHｒｋ

*Hｄｋ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１）
【００５１】
　なお、式（１）において、kは、サブキャリアの番号を表し、mは、サブバンドの番号を
表す。また、βｍは、端末１２用の信号の送信電力をサブバンドごとに一定にするための
正規化係数を表し、以下の式（２）で定義される。さらに、式（１）において、Hｒｋは
、中継局チャネル情報を表し、Hｄｋは基地局チャネル情報を表す。また、式（１）にお
いて、*は複素共役を表す。これらのことは、以降の記述においても同様である。
【００５２】
【数１】

【００５３】
　なお、式（２）において、Ｋは、全サブキャリア数を表し、Ｍは、全サブバンド数を表
している。これらのことは、以降の記述においても同様である。
【００５４】
　送信制御部３３は、以上のようにして決定された各サブキャリアの重みWｋを送信部３
４に供給する。
【００５５】
　送信部３４（重み付け手段）は、蓄積部４４から端末１２用の信号を読み出す。送信部
３４は、送信制御部３３から供給される各サブキャリアの重みWｋに基づいて、そのサブ
キャリアの端末１２用の信号に重み付けを行う。
【００５６】
　具体的には、送信部３４は、以下の式（３）により、各サブキャリアの端末１２用の信
号に対して、そのサブキャリアの重みWｋを用いた重み付けを行う。
【００５７】
　Sｋ=WｋSｒｋ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（３）
【００５８】
　なお、式（３）において、Sｋは、k番目のサブキャリアの重み付け後の端末１２用の信
号を表し、Sｒｋは、k番目のサブキャリアの重み付け前の端末１２用の信号を表している
。これらのことは、以降の記述においても同様である。
【００５９】
　また、以上のようにして式（３）により重み付けされた端末１２用の信号が、端末１２
に送信されるとき、端末１２で受信される各サブキャリアの端末１２用の信号Rｋは、以
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下の式（４）で表される。
【００６０】
　Rｋ=HｒｋβｍHｒｋ

*HｄｋSｒｋ=βｍ|Hｒｋ|２HｄｋSｒｋ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（４）
【００６１】
　式（４）によれば、端末１２において中継局１３から受信される端末１２用の信号Rｍ
は、サブバンド単位で、基地局１１から受信される複数端末信号と同一の周波数選択性フ
ェージングを受けた信号になる。その結果、サブバンド単位で、端末１２で取得される各
端末用の信号の直交性が大きく劣化しない。従って、マルチアクセス干渉によるビット誤
り率の増加を抑制することができる。
【００６２】
　また、βｍは、上述した式（２）で定義される、送信電力をサブバンドごとに一定にす
るための正規化係数であるので、端末１２において中継局１３から受信される端末１２用
の信号は、帯域全体では、中継局１３から端末１２へのチャネルの特性を有している。そ
の結果、ダイバーシチ効果を得ることができる。
【００６３】
　送信部３４は、上述した式（３）によりサブキャリアごとに重み付けされた端末１２用
の信号をＲＦ変換部３５に供給する。
【００６４】
　ＲＦ変換部３５は、送信部３４から供給されるＩＦ信号である端末１２用の信号をＲＦ
信号に変換し、送信アンテナ３６に供給する。
【００６５】
　送信アンテナ３６（送信手段）は、ＲＦ変換部３５から供給されるＲＦ信号を外部に送
信する。このＲＦ信号は、例えば、端末１２により受信される。
【００６６】
　なお、図２では、受信アンテナ４１と受信アンテナ５１が別々に設けられるものしたが
、受信アンテナ４１と受信アンテナ５１は、一体化されていてもよい。
【００６７】
［復調部の構成例］
　図３は、図２の端末用信号復調部４３の構成例を示すブロック図である。
【００６８】
　図３に示すように、端末用信号復調部４３は、ＧＩ除去部６１、FFT（Fast Fourier Tr
ansform）部６２、乗算部６３－１乃至６３－Ｋ、復調部６４－１乃至６４－Ｋ、およびP
/S（Parallel/Signal）変換部６５により構成される。
【００６９】
　端末用信号復調部４３のＧＩ除去部６１は、ＩＦ変換部４２（図２）から供給される複
数端末信号から、ガードインターバル（ＧＩ）を除去し、FFT部６２に供給する。
【００７０】
　FFT部６２は、ＧＩ除去部６１から供給される信号、すなわちガードインターバルが除
去された複数端末信号に対してFFTを行い、その結果得られるＫ個の各信号を乗算部６３
－１乃至６３－Ｋにそれぞれ供給する。
【００７１】
　乗算部６３－１乃至６３－Ｋは、それぞれ、送信制御部３３（図２）から供給される端
末１２を特定する情報に基づいて、その端末１２用の信号を抽出するために必要な符号を
、FFT部６２から供給される信号に乗算する。これにより、乗算部６３－１乃至６３－Ｋ
は、それぞれ、FFT部６２から供給される複数端末信号のうちの端末１２用の信号を抽出
する。乗算部６３－１乃至６３－Ｋは、抽出された端末１２用の信号を復調部６４－１乃
至６４－Ｋにそれぞれ供給する。
【００７２】
　復調部６４－１乃至６４－Ｋは、それぞれ、乗算部６３－１乃至６３－Ｋから供給され
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る端末１２用の信号を復調し、その結果得られる信号をP/S変換部６５に供給する。
【００７３】
　P/S変換部６５は、復調部６４－１乃至６４－Ｋから供給されるＫ個の端末１２用の信
号を、１個の端末１２用の信号にシリアル化し、図２の蓄積部４４に供給する。
【００７４】
　なお、図３では、端末用信号復調部４３の構成について説明したが、図２の再送要求信
号復調部５３も同様に構成される。
【００７５】
［送信制御部の構成例］
　図４は、図２の送信制御部３３の構成例を示すブロック図である。
【００７６】
　図４に示すように、送信制御部３３は、取得部７１、取得部７２、および重み算出部７
３により構成される。
【００７７】
　送信制御部３３の取得部７１は、図２の蓄積部５４から再送要求信号を読み出して取得
する。取得部７１は、その再送要求信号に基づいて再送要求信号を送信してきた端末１２
を特定する情報を端末用信号復調部４３に供給する。
【００７８】
　取得部７２は、蓄積部５４から基地局チャネル情報と中継局チャネル情報を読み出して
取得し、重み算出部７３に供給する。
【００７９】
　重み算出部７３は、その基地局チャネル情報と中継局チャネル情報に基づいて、上述し
た式（１）により各サブキャリアの重みWｋを決定する。重み算出部７３は、その結果得
られる全サブキャリア数K個の重みWｋを、図２の送信部３４に供給する。
【００８０】
［送信部の構成例］
　図５は、図２の送信部３４の構成例を示すブロック図である。
【００８１】
　図５に示すように、送信部３４は、S/P(Signal/Parallel)変換部８１、複製部８２－１
乃至８２－Ｐ、乗算部８３－１乃至８３－Ｋ、乗算部８４－１乃至８４－Ｋ、変調部８５
－１乃至８５－Ｋ、IFFT（Inverse Fast Fourier transform）部８６、およびＧＩ挿入部
８７により構成される。
【００８２】
　送信部３４のS/P変換部８１は、図２の蓄積部４４から、図３の端末用信号復調部４３
のP/S変換部６５によりシリアル化されている端末１２用の信号を読み出す。S/P変換部８
１は、その端末１２用の信号をP個の端末１２用の信号にパラレル化する。なお、Pは、全
サブキャリア数KからMC-CDMA方式の拡散利得SFを除算した値である。S/P変換部８１は、P
個の端末１２用の信号を１つずつ複製部８２－１乃至８２－Ｐに供給する。
【００８３】
　複製部８２－１乃至８２－Ｐは、それぞれ、S/P変換部８１から供給される端末１２用
の信号を、拡散利得SF回だけ複製する。複製部８２－１乃至８２－Ｐそれぞれにより生成
された合計K（=SF×P）個の端末１２用の信号は、乗算部８３－１乃至８３－Ｋに1つずつ
供給される。
【００８４】
　乗算部８３－１乃至８３－Ｋは、それぞれ、複製部８２－１乃至８２－Ｐのいずれかか
ら供給される端末１２用の信号に対して所定の符号を乗算し、その結果得られる端末１２
用の信号を乗算部８４－１乃至８４－Ｎに供給する。
【００８５】
　乗算部８４－１乃至８４－Ｋには、それぞれ、図２の送信制御部３３から、その乗算部
８４－１乃至８４－Ｋに対応するサブキャリアの重みWkが入力される。乗算部８４－１乃
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至８４－Ｋは、それぞれ、乗算部８３－１乃至８３－Ｋから供給される端末１２用の信号
をSｒｋとして、上述した式（３）により、送信制御部３３から供給される重みWｋを用い
た重み付けを行う。そして、乗算部８４－１乃至８４－Ｋは、その結果得られる重み付け
後の端末１２用の信号Sｋを、それぞれ、変調部８５－１乃至８５－Ｋに供給する。
【００８６】
　変調部８５－１乃至８５－Ｋは、それぞれ、乗算部８４－１乃至８４－Ｋから供給され
る端末１２用の信号Sｋを変調し、IFFT部８６に供給する。
【００８７】
　IFFT部８６は、変調部８５－１乃至８５－Ｋから供給されるＫ個の端末１２用の信号に
対してIFFTを行い、その結果得られる端末１２用の信号をＧＩ挿入部８７に供給する。
【００８８】
　ＧＩ挿入部８７は、IFFT部８６から供給される端末１２用の信号に対してガードインタ
ーバルを挿入し、その結果得られる端末１２用の信号をＲＦ変換部３５（図２）に供給す
る。
【００８９】
[通信システムによる効果の説明]
　図６乃至図１０は、図１の通信システム１０による効果を説明する図である。
【００９０】
　本出願人は、通信システム１０による効果を説明するために、図６に示すようにサブバ
ンドを構成し、図７に示すような条件でシミュレーションを行った。
【００９１】
　即ち、シミュレーションでは、図６に示すように、全サブキャリア数Kが128個であり、
その128個のサブキャリアが16分割され、分割された8個のサブキャリアが各サブバンドと
される。具体的には、図６に示すように、1乃至8番目のサブキャリアが1番目のサブバン
ドとされ、9乃至16番目のサブキャリアが2番目のサブバンドとされる。その後も順に8個
のサブキャリアごとにサブバンドが構成され、最後に121乃至128番目のサブキャリアが16
番目のサブバンドとされる。
【００９２】
　また、シミュレーションでは、図７に示すように、変調方式（Modulation method）がQ
PSK（Quadrature Phase Shift Keying）方式であり、サブキャリア数（The number of ca
rriers）が上述したように128個である。また、パケット数(Number of packet)が1000個
であり、ガードインターバルの長さ(Length of guard interval)が24である。さらに、拡
散利得SF(Spreading Factor)が8であり、拡散符号(Short spreading code)がウォルシュ
アダマール行列(Walsh_Hadamard code)である。また、信号の暗号化方式(Long scramblin
g code)がランダム方式(Random code)であり、端末１２における合成方式（Combing meth
od）が、等利得合成方式（EGC（Equal Gain Combining））である。
【００９３】
　さらに、シミュレーションでは、中継局１３で受信された複数端末信号は完全なもので
あると仮定し、複数端末信号は、端末１２を含む３つの端末用の信号であるものとする。
【００９４】
　図８は、通信システム１０と同様に構成されるMC-CDMA方式の通信システムにおいて、
中継局が重み付けを行わずに端末用の信号を送信する場合に、端末で取得される端末用の
信号のビット誤り率を示す図である。
【００９５】
　なお、図８において、横軸は、SN比(SNR)を表し、縦軸はビット誤り率(BER)を表してい
る。また、ａは、端末において中継局から受信された信号の振幅を基地局から受信された
信号の振幅で正規化した値である。即ち、a=0である場合、中継局から受信された信号の
振幅は0であり、a=1である場合、中継局から受信された信号の振幅は、基地局から受信さ
れた信号の振幅と同一であることを示している。これらのことは、後述する図９および図
１０においても同様である。
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【００９６】
　図８のグラフから、値ａが大きくなるほど、即ち基地局から受信された信号の振幅で正
規化された中継局から受信された信号の振幅が大きくなればなるほど、ビット誤り率が増
加することがわかる。
【００９７】
　これは、基地局から送信された信号と中継局から送信された信号が異なる周波数選択性
フェージングを受け、端末でマルチアクセス干渉が発生するためである。
【００９８】
　このようなマルチアクセス干渉の発生は、チャネルの伝達関数が周波数方向に平坦でな
い、即ち周波数選択性を有することに起因する。そして、このような周波数選択性はチャ
ネルの遅延スプレッドが大きい場合に発生するものであり、シンボル長が長くなるほど影
響が大きい。
【００９９】
　そこで、このような周波数選択性の違いを補償するために、非特許文献１に記載されて
いる方法が考案されている。この方法では、以下の式（５）によりサブキャリアごとの重
みWｋ´が決定される。
【０１００】
　Wｋ´=βHｒｋ

*Hｄｋ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（５）
【０１０１】
　なお、式（５）におけるβは、端末用の信号の送信電力を全帯域で一定にするための正
規化係数であり、以下の式（６）で定義される。
【０１０２】
【数２】

【０１０３】
　図９は、通信システム１０と同様に構成されるMC-CDMA方式の通信システムにおいて、
中継局が非特許文献１に記載されている方法で端末用の信号を送信する場合に、端末で取
得される端末用の信号のビット誤り率を示す図である。
【０１０４】
　なお、図９のグラフにおいて、実線は、図８に示した中継局が重み付けを行わずに端末
用の信号を送信する場合のビット誤り率を表し、点線は、中継局が非特許文献１に記載さ
れている方法で端末用の信号を送信する場合のビット誤り率を表す。
【０１０５】
　図９のグラフによれば、中継局が重み付けを行わずに端末用の信号を送信する場合、値
ａが大きくなるほどビット誤り率が増加するが、中継局が非特許文献１に記載されている
方法で端末用の信号を送信する場合、値ａが大きくなるほど中継局の効果が現れ、ビット
誤り率が低下することがわかる。これにより、非特許文献１に記載されている方法は、マ
ルチアクセス干渉の低減に有効な方法であることがわかる。
【０１０６】
　しかしながら、非特許文献１に記載されている方法では、βが上述した式（５）で定義
される、送信電力を全帯域で一定にするための正規化係数であるので、中継局から送信さ
れる信号のチャネル状態が全帯域単位で補償される。従って、中継局を用いることによる
代表的な効果の1つであるダイバーシチゲインが得られない。その結果、ビット誤り率が
充分に減少していない。
【０１０７】
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　図１０は、通信システム１０において端末１２で取得される端末１２用の信号のビット
誤り率を示す図である。
【０１０８】
　なお、図１０のグラフにおいて、点線は、図９に示した中継局が非特許文献１に記載さ
れている方法で端末用の信号を送信する場合のビット誤り率を表し、一点鎖線は、通信シ
ステム１０において端末１２で取得される端末１２用の信号のビット誤り率を表す。
【０１０９】
　図１０のグラフによれば、端末１２が取得する端末１２用の信号のビット誤り率が、非
特許文献１に記載されている方法が用いられた場合に比べて減少していることがわかる。
【０１１０】
　これは、マルチアクセス干渉の抑制による効果とダイバーシチ効果の双方が得られるこ
とで、中継局１３から送信される端末１２用の信号の振幅の増加により、大幅にビット誤
り率が減少するためである。
【０１１１】
　なお、サブバンド数が増えるほど、ビット誤り率は減少する傾向がある。但し、中継局
１３が、拡散符号の途中でサブバンドが異なるように拡散を行うと、ビット誤り率は急激
に増加する。
【０１１２】
［通信システムの処理の説明］
　図１１は、図１の通信システム１０による再送処理を説明するフローチャートである。
【０１１３】
　図１１のステップＳ１１において、基地局１１（図１）は、複数端末信号のＲＦ信号を
MC-CDMA方式で送信する。
【０１１４】
　ステップＳ２１において、端末１２は、ステップＳ１１で基地局１１から送信されてく
る複数端末信号のＲＦ信号を受信する。ステップＳ２２において、端末１２は、ステップ
Ｓ１１で基地局１１から送信されてきた複数端末信号の受信に成功したかどうかを判定す
る。
【０１１５】
　ステップＳ２２で複数端末信号の受信に成功したと判定された場合、処理は終了する。
一方、ステップＳ２２で複数端末信号の受信に成功していないと判定された場合、ステッ
プＳ２３において、端末１２は、再送要求信号のＲＦ信号を基地局１１に送信する。ステ
ップＳ２４において、端末１２は、基地局チャネル情報と中継局チャネル情報を取得し、
その基地局チャネル情報と中継局チャネル情報を再送要求信号とともにＲＦ信号で中継局
１３に送信する。
【０１１６】
　一方、ステップＳ３１において、中継局１３の受信アンテナ４１（図２）は、ステップ
Ｓ１１で基地局１１から送信されてくる複数端末信号のＲＦ信号を受信し、ＩＦ変換部４
２に供給する。ステップＳ３２において、ＩＦ変換部４２は、受信アンテナ４１から供給
される複数端末信号のＲＦ信号をＩＦ信号に変換し、保持する。
【０１１７】
　ステップＳ３３において、中継局１３の受信アンテナ５１は、ステップＳ２４で端末１
２から送信されてくる再送要求信号、基地局チャネル情報、および中継局チャネル情報の
ＲＦ信号を受信し、ＩＦ変換部５２に供給する。ＩＦ変換部５２に供給された再送要求信
号、基地局チャネル情報、および中継局チャネル情報のＲＦ信号はＩＦ信号に変換され、
再送要求信号復調部５３で復調されて、蓄積部５４に蓄積される。送信制御部３３の取得
部７１（図４）は、蓄積部５４に記憶された再送要求信号に基づいて、再送要求信号を送
信してきた端末１２を特定する情報を端末用信号復調部４３に供給する。
【０１１８】
　ステップＳ３４において、端末用信号復調部４３は、送信制御部３３から供給される端
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末１２を特定する情報に基づいて、ＩＦ変換部４２に保持されている複数端末信号から端
末用の信号を抽出して復調し、蓄積部４４に供給して記憶させる。
【０１１９】
　ステップＳ３５において、送信制御部３３の重み算出部７３は、取得部７２により蓄積
部５４から取得された基地局チャネル情報と中継局チャネル情報に基づいて、上述した式
（１）の演算を行い、各サブチャネルの重みWｋを決定する。送信制御部３３は、その各
サブチャネルの重みWｋを送信部３４に供給する。
【０１２０】
　ステップＳ３６において、送信部３４は、上述した式（３）により、送信制御部３３か
ら供給される各サブキャリアの重みWｋに基づいて、そのサブキャリアの蓄積部４４に記
憶されている端末１２用の信号に対して重み付けを行う。重み付け後の端末１２用の信号
は、ＲＦ変換部３５によりＲＦ信号に変換され、送信アンテナ３６に供給される。
【０１２１】
　ステップＳ３７において、送信アンテナ３６は、ＲＦ変換部３５から供給される重み付
け後の端末１２用の信号のＲＦ信号を端末１２に送信する。
【０１２２】
　一方、ステップＳ１２において、基地局１１は、ステップＳ２３で端末１２から送信さ
れてきた再送要求信号を受信する。ステップＳ１３において、基地局１１は、複数端末信
号をMC-CDMA方式で再送する。
【０１２３】
　ステップＳ２５において、端末１２は、ステップＳ１３で基地局１１から再送された複
数端末信号を受信するとともに、ステップＳ３７で中継局１３から送信されてきた端末１
２用の信号を受信する。ステップＳ２６において、端末１２は、ステップＳ２５で基地局
１１から受信された複数端末信号のうちの端末１２用の信号と、中継局１３から受信され
た端末１２用の信号を合成する。そして、処理は終了する。
【０１２４】
　なお、ステップＳ２６の処理後、端末１２は、基地局１１から送信されてくる複数端末
信号および中継局１３から送信されてくる端末１２用の信号の受信が成功したかどうかを
判定し、受信が成功していないと判定された場合には、ステップＳ２３の処理に戻り、以
降の処理が繰り返されるようにしてもよい。
【０１２５】
　以上のように、通信システム１０では、中継局１３が、中継局チャネル情報と基地局チ
ャネル情報に基づいて、各サブバンドの中継局１３から端末１２へのチャネルの状態が、
そのサブバンドの基地局１１から端末１２へのチャネルの状態と同一になるように、各サ
ブキャリアの重みを決定し、その重みに基づいて端末１２に送信する端末１２用の信号に
重み付けを行う。これにより、サブバンド単位では中継局１３から端末１２へのチャネル
の状態が補償され、帯域全体では中継局１３から端末１２へのチャネルの特性が維持され
る。その結果、端末１２において、マルチアクセス干渉を抑制するとともに、ダイバーシ
チ効果を得ることができる。
【０１２６】
　従って、通信システム１０を次世代のセルラーシステムに適用することにより、将来の
移動通信の高品質化および高データレート化を実現することができる。
【０１２７】
　なお、上述した説明では、中継局チャネル情報が端末１２から中継局１３に送信された
が、中継局チャネル情報は、中継局１３で取得されるようにしてもよい。
【０１２８】
　なお、本発明は、拡散利得SFで周波数方向に拡散するMC-CDMA方式だけでなく、拡散利
得PGが周波数方向と時間方向に分割されて拡散符号が決定されるOFCDM(Orthogonal Frequ
ency Code Division Multiplexing)方式等にも適用することができる。この場合、送信部
３４の乗算部８３－１乃至８３－Ｋ（図５）のそれぞれから出力されるSF個のサブキャリ
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向にPG-SF個拡散される。
【０１２９】
　また、本発明は、MC-CDMA方式等で通信を行う次世代セルラーシステム、次世代無線LAN
（Local Area Network）路車間通信システム、複数ユーザで利用する高速無線システムな
どに適用することができる。
【０１３０】
　本実施の形態では、通信システム１０に基地局１１、端末１２、および中継局１３が１
つずつ設けられたが、基地局１１、端末１２、および中継局１３は複数設けられてもよい
。
【０１３１】
　本明細書において、フローチャートの各ステップは、記載された順序に沿って時系列的
に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列的あるいは個別
に実行される処理をも含むものである。
【０１３２】
　また、本明細書において、システムとは、複数の装置により構成される装置全体を表す
ものである。
【０１３３】
　さらに、本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発
明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【０１３４】
　１０　通信システム，　１１　基地局，　１２　端末，　１３　中継局，　３１　基地
局用受信部，　３２　端末用受信部，　３３　送信制御部，　３４　送信部，　３６　送
信アンテナ
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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【図９】
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【図１１】 【図１２】
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