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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチキャリアＣＤＭＡ方式を用いてデータの送受信を行う送信側と受信側で構成され
るマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置において、
　前記送信側が、
　誤り訂正の符号化率、サブキャリア群数、周波数拡散率、周波数拡散コードのコード多
重数、周波数拡散コード、時間拡散率、時間拡散コードのコード多重数、および時間拡散
コード、を設定する設定手段と、
　使用可能な全サブキャリアを１以上のサブキャリア群に分割した場合の前記サブキャリ
ア群の数と周波数拡散率とが反比例するよう周波数拡散率ごとに各サブキャリア群に属す
るサブキャリアと周波数拡散符号とを符号情報として定めておき、前記設定手段により設
定された前記周波数拡散率と前記符号情報と既に使用されているサブキャリア群とに基づ
いて同一のサブキャリア群では前記設定手段により設定された前記コード多重数以下のコ
ード多重数となるよう送信に用いる周波数拡散符号およびサブキャリア群を選択し、選択
したサブキャリア群毎に、前記設定条件に基づいて、サブキャリア群を構成する各チャネ
ルのサブキャリア信号単位に、周波数拡散処理を行う、信号変調手段と、
　前記変調処理および周波数拡散処理後のすべての信号をサブキャリア信号単位に多重化
し、当該サブキャリア信号単位の多重化信号に対して時間拡散処理を行う、サブキャリア
群数分の時間拡散手段と、
　を備え、



(2) JP 4808907 B2 2011.11.2

10

20

30

40

50

　前記設定手段は、
　受信側から送られてくる受信信号電力対干渉電力比に基づいて、前記誤り訂正の符号化
率を設定し、
　さらに、前記周波数拡散コードの設定時、割り当てる周波数拡散コードがない場合には
、周波数拡散率を下げることで使用可能なサブキャリア群数を増加させ、
　前記受信側が、
　サブキャリア信号単位に時間逆拡散処理を行う、サブキャリア群数分の時間逆拡散手段
と、
　前記時間逆拡散処理後のサブキャリア信号単位に周波数逆拡散処理を行う、サブキャリ
ア群数分の信号復調手段と、
　を備えることを特徴とするマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置。
【請求項２】
　マルチキャリアＣＤＭＡ方式を用いてデータの送受信を行う送信側と受信側で構成され
るマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置において、
　前記送信側が、
　誤り訂正の符号化率、サブキャリア群数、周波数拡散率、周波数拡散コードのコード多
重数、周波数拡散コード、時間拡散率、時間拡散コードのコード多重数、および時間拡散
コード、を設定する設定手段と、
　使用可能な全サブキャリアを１以上のサブキャリア群に分割した場合の前記サブキャリ
ア群の数と周波数拡散率とが反比例するよう周波数拡散率ごとに各サブキャリア群に属す
るサブキャリアと周波数拡散符号とを符号情報として定めておき、前記設定手段により設
定された前記周波数拡散率と前記符号情報と既に使用されているサブキャリア群とに基づ
いて同一のサブキャリア群では前記設定手段により設定された前記コード多重数以下のコ
ード多重数となるよう送信に用いる周波数拡散符号およびサブキャリア群を選択し、選択
したサブキャリア群毎に、前記設定条件に基づいて、サブキャリア群を構成する各チャネ
ルのサブキャリア信号単位に、周波数拡散処理を行う、信号変調手段と、
　前記変調処理および周波数拡散処理後のすべての信号をサブキャリア信号単位に多重化
し、当該サブキャリア信号単位の多重化信号に対して時間拡散処理を行う、サブキャリア
群数分の時間拡散手段と、
　を備え、
　前記設定手段は、
　前記受信側から送られてくる受信信号電力対干渉電力比に基づいて、前記誤り訂正の符
号化率を設定し、
　さらに、前記周波数拡散コードの設定時、割り当てる周波数拡散コードがない場合には
、周波数拡散率を下げることで使用可能なサブキャリア群数を増加させ、
　この状態でも設定不可能な場合には、設定しているコード多重数を増加させることで、
割り当て可能な周波数拡散コードを確保し、
　前記受信側が、
　サブキャリア信号単位に時間逆拡散処理を行う、サブキャリア群数分の時間逆拡散手段
と、
　前記時間逆拡散処理後のサブキャリア信号単位に周波数逆拡散処理を行う、サブキャリ
ア群数分の信号復調手段と、
　を備えることを特徴とするマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置。
【請求項３】
　前記設定手段は、
　さらに、周波数拡散コードどうしの直交性と階層関係を保ちながら、所定の周波数間隔
を空けて、周波数拡散コードを割り当てることを特徴とする請求項２に記載のマルチキャ
リアＣＤＭＡ通信装置。
【請求項４】
　前記信号復調手段は、
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　前記サブキャリア信号単位に周波数逆拡散処理を行う周波数逆拡散手段と、
　データフレームに付加された既知系列に基づいて周波数逆変換後のサブキャリア信号単
位に伝送路推定を行い、当該伝送路推定結果の絶対値と複素共役値とを算出し、その後、
前記絶対値により前記複素共役値を正規化し、前記サブキャリア信号を前記正規化結果に
より重み付けし、出力として、前記絶対値と重み付け後のサブキャリア信号とを出力する
同期検波手段と、
　前記重み付け後の全サブキャリア信号を加算して当該サブキャリア群としての信号を生
成し、さらに、前記絶対値をすべて加算して当該サブキャリア群としての絶対値を生成す
る合成手段と、
　各パスに対応するサブキャリア群信号に、それぞれ対応するサブキャリア群の絶対値を
乗算し、当該乗算結果をすべて加算してパス合成後のサブキャリア群信号を生成するパス
合成手段と、
　を備えることを特徴とする請求項１または２に記載のマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置
。
【請求項５】
　前記信号復調手段は、
　前記サブキャリア信号単位に周波数逆拡散処理を行う周波数逆拡散手段と、
　データフレームに付加された既知系列に基づいて周波数逆変換後のサブキャリア信号単
位に伝送路推定を行い、当該伝送路推定結果の複素共役値を算出し、その後、前記サブキ
ャリア信号を前記複素共役値により重み付けし、出力として、前記重み付け後のサブキャ
リア信号を出力する同期検波手段と、
　前記重み付け後の全サブキャリア信号を加算して当該サブキャリア群としての信号を生
成する合成手段と、
　各パスに対応するサブキャリア群信号をすべて加算してパス合成後のサブキャリア群信
号を生成するパス合成手段と、
　を備えることを特徴とする請求項１または２に記載のマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置
。
【請求項６】
　前記信号復調手段は、
　前記サブキャリア信号単位に周波数逆拡散処理を行う周波数逆拡散手段と、
　データフレームに付加された既知系列に基づいて周波数逆変換後のサブキャリア信号単
位に伝送路推定を行い、当該伝送路推定結果の絶対値と複素共役値とを算出し、その後、
前記絶対値により前記複素共役値を正規化し、前記サブキャリア信号を前記正規化結果に
より重み付けし、一方、前記既知系列に基づいて周波数逆変換後のサブキャリア信号単位
に干渉電力を推定し、重み付け後のサブキャリア信号を前記干渉電力により除算する同期
検波手段と、
　前記同期検波後の全サブキャリア信号を加算して当該サブキャリア群としての信号を生
成し、さらに、前記絶対値をすべて加算して当該サブキャリア群としての絶対値を生成す
る合成手段と、
　各パスに対応するサブキャリア群信号に、それぞれ対応するサブキャリア群の絶対値を
乗算し、当該乗算結果をすべて加算してパス合成後のサブキャリア群信号を生成するパス
合成手段と、
　を備えることを特徴とする請求項１または２に記載のマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置
。
【請求項７】
　前記信号復調手段は、
　前記サブキャリア信号単位に周波数逆拡散処理を行う周波数逆拡散手段と、
　データフレームに付加された既知系列に基づいて周波数逆変換後のサブキャリア信号単
位に伝送路推定を行い、当該伝送路推定結果の複素共役値を算出し、その後、前記サブキ
ャリア信号を前記複素共役値により重み付けし、一方、前記既知系列に基づいて周波数逆
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変換後のサブキャリア信号単位に干渉電力を推定し、重み付け後のサブキャリア信号を前
記干渉電力により除算する同期検波手段と、
　前記同期検波後の全サブキャリア信号を加算して当該サブキャリア群としての信号を生
成する合成手段と、
　各パスに対応するサブキャリア群信号をすべて加算してパス合成後のサブキャリア群信
号を生成するパス合成手段と、
　を備えることを特徴とする請求項１または２に記載のマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置
。
【請求項８】
　マルチキャリアＣＤＭＡ方式を用いてデータの送受信を行う送信側と受信側で構成され
るマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置において、
　前記送信側が、
　誤り訂正の符号化率、サブキャリア群数、周波数拡散率、周波数拡散コードのコード多
重数、周波数拡散コード、時間拡散率、時間拡散コードのコード多重数、および時間拡散
コード、を設定する設定手段と、
　使用可能な全サブキャリアを１以上のサブキャリア群に分割した場合の前記サブキャリ
ア群の数と周波数拡散率とが反比例するよう周波数拡散率ごとに各サブキャリア群に属す
るサブキャリアと周波数拡散符号とを符号情報として定めておき、前記設定手段により設
定された前記周波数拡散率と前記符号情報と既に使用されているサブキャリア群とに基づ
いて同一のサブキャリア群では前記設定手段により設定された前記コード多重数以下のコ
ード多重数となるよう送信に用いる周波数拡散符号およびサブキャリア群を選択し、選択
したサブキャリア群毎に、前記設定条件に基づいて、サブキャリア群を構成する各チャネ
ルのサブキャリア信号単位に、周波数拡散処理および時間拡散処理を行う、信号変調手段
と、
　を備え、
　前記設定手段は、
　受信側から送られてくる受信信号電力対干渉電力比に基づいて、前記誤り訂正の符号化
率を設定し、
　さらに、前記周波数拡散コードおよび時間拡散コードの設定時、割り当てる周波数拡散
コードおよび時間拡散コードがない場合には、周波数拡散率を下げることで使用可能なサ
ブキャリア群数を増加させ、
　前記受信側が、
　サブキャリア信号単位に、時間逆拡散処理および周波数逆拡散処理を行う、サブキャリ
ア群数分の信号復調手段、
　を備えることを特徴とするマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置。
【請求項９】
　マルチキャリアＣＤＭＡ方式を用いてデータの送受信を行う送信側と受信側で構成され
るマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置において、
　前記送信側が、
　誤り訂正の符号化率、サブキャリア群数、周波数拡散率、周波数拡散コードのコード多
重数、周波数拡散コード、時間拡散率、時間拡散コードのコード多重数、および時間拡散
コード、を設定する設定手段と、
　使用可能な全サブキャリアを１以上のサブキャリア群に分割した場合の前記サブキャリ
ア群の数と周波数拡散率とが反比例するよう周波数拡散率ごとに各サブキャリア群に属す
るサブキャリアと周波数拡散符号とを符号情報として定めておき、前記設定手段により設
定された前記周波数拡散率と前記符号情報と既に使用されているサブキャリア群とに基づ
いて同一のサブキャリア群では前記設定手段により設定された前記コード多重数以下のコ
ード多重数となるよう送信に用いる周波数拡散符号およびサブキャリア群を選択し、選択
したサブキャリア群毎に、前記設定条件に基づいて、サブキャリア群を構成する各チャネ
ルのサブキャリア信号単位に、周波数拡散処理および時間拡散処理を行う、信号変調手段
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と、
　を備え、
　前記設定手段は、
　受信側から送られてくる受信信号電力対干渉電力比に基づいて、前記誤り訂正の符号化
率を設定し、
　さらに、前記周波数拡散コードおよび時間拡散コードの設定時、割り当てる周波数拡散
コードおよび時間拡散コードがない場合には、周波数拡散率を下げることで使用可能なサ
ブキャリア群数を増加させ、
　この状態でも割り当てる周波数拡散コードおよび時間拡散コードがない場合には、設定
しているコード多重数を増加させることで、割り当て可能な周波数拡散コードを確保し、
　前記受信側が、
　サブキャリア信号単位に、時間逆拡散処理および周波数逆拡散処理を行う、サブキャリ
ア群数分の信号復調手段、
　を備えることを特徴とするマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置。
【請求項１０】
　マルチキャリアＣＤＭＡ方式を用いてデータの送受信を行う送信側と受信側で構成され
るマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置において、
　前記送信側が、
　誤り訂正の符号化率、サブキャリア群数、周波数拡散率、周波数拡散コードのコード多
重数、周波数拡散コード、時間拡散率、時間拡散コードのコード多重数、および時間拡散
コード、を設定する設定手段と、
　使用可能な全サブキャリアを１以上のサブキャリア群に分割した場合の前記サブキャリ
ア群の数と周波数拡散率とが反比例するよう周波数拡散率ごとに各サブキャリア群に属す
るサブキャリアと周波数拡散符号とを符号情報として定めておき、前記設定手段により設
定された前記周波数拡散率と前記符号情報と既に使用されているサブキャリア群とに基づ
いて同一のサブキャリア群では前記設定手段により設定された前記コード多重数以下のコ
ード多重数となるよう送信に用いる周波数拡散符号およびサブキャリア群を選択し、選択
したサブキャリア群毎に、前記設定条件に基づいて、サブキャリア群を構成する各チャネ
ルのサブキャリア信号単位に、周波数拡散処理および時間拡散処理を行う、信号変調手段
と、
　を備え、
　前記設定手段は、
　受信側から送られてくる受信信号電力対干渉電力比に基づいて、前記誤り訂正の符号化
率を設定し、
　さらに、前記周波数拡散コードおよび時間拡散コードの設定時、割り当てる周波数拡散
コードおよび時間拡散コードがない場合には、周波数拡散率を下げることで使用可能なサ
ブキャリア群数を増加させ、
　この状態でも割り当てる周波数拡散コードおよび時間拡散コードがない場合には、設定
している周波数拡散符号のコード多重数を増加させることで、割り当て可能な周波数拡散
コードを確保し、
　さらに、この状態でも割り当てる周波数拡散コードおよび時間拡散コードがない場合に
は、時間拡散コードの多重数を増加させることで、割り当て可能な周波数拡散コードおよ
び時間拡散コードを確保し、
　前記受信側が、
　サブキャリア信号単位に、時間逆拡散処理および周波数逆拡散処理を行う、サブキャリ
ア群数分の信号復調手段、
　を備えることを特徴とするマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置。
【請求項１１】
　マルチキャリアＣＤＭＡ方式を用いてデータの送受信を行う送信側と受信側で構成され
るマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置において、
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　前記送信側が、
　誤り訂正の符号化率、サブキャリア群数、周波数拡散率、周波数拡散コードのコード多
重数、周波数拡散コード、時間拡散率、時間拡散コードのコード多重数、および時間拡散
コード、を設定する設定手段と、
　使用可能な全サブキャリアを１以上のサブキャリア群に分割した場合の前記サブキャリ
ア群の数と周波数拡散率とが反比例するよう周波数拡散率ごとに各サブキャリア群に属す
るサブキャリアと周波数拡散符号とを符号情報として定めておき、前記設定手段により設
定された前記周波数拡散率と前記符号情報と既に使用されているサブキャリア群とに基づ
いて同一のサブキャリア群では前記設定手段により設定された前記コード多重数以下のコ
ード多重数となるよう送信に用いる周波数拡散符号およびサブキャリア群を選択し、選択
したサブキャリア群毎に、前記設定条件に基づいて、サブキャリア群を構成する各チャネ
ルのサブキャリア信号単位に、周波数拡散処理および時間拡散処理を行う、信号変調手段
と、
　を備え、
　前記設定手段は、
　受信側から送られてくる受信信号電力対干渉電力比に基づいて、前記誤り訂正の符号化
率を設定し、
　さらに、前記周波数拡散コードおよび時間拡散コードの設定時、割り当てる周波数拡散
コードおよび時間拡散コードがない場合には、周波数拡散率を下げることで使用可能なサ
ブキャリア群数を増加させ、
　この状態でも割り当てる周波数拡散コードおよび時間拡散コードがない場合には、設定
している周波数拡散符号のコード多重数を増加させることで、割り当て可能な周波数拡散
コードを確保し、
　さらに、この状態でも割り当てる周波数拡散コードおよび時間拡散コードがない場合に
は、時間拡散率を下げることで割り当て可能な周波数拡散コードおよび時間拡散コードを
確保し、
　前記受信側が、
　サブキャリア信号単位に、時間逆拡散処理および周波数逆拡散処理を行う、サブキャリ
ア群数分の信号復調手段、
　を備えることを特徴とするマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置。
【請求項１２】
　前記信号復調手段は、
　前記サブキャリア信号単位に時間逆拡散処理を行う時間逆拡散手段と、
　前記サブキャリア信号単位に周波数逆拡散処理を行う周波数逆拡散手段と、
　データフレームに付加された既知系列に基づいて周波数逆変換後のサブキャリア信号単
位に伝送路推定を行い、当該伝送路推定結果の絶対値と複素共役値とを算出し、その後、
前記絶対値により前記複素共役値を正規化し、前記サブキャリア信号を前記正規化結果に
より重み付けし、出力として、前記絶対値と重み付け後のサブキャリア信号とを出力する
同期検波手段と、
　前記重み付け後の全サブキャリア信号を加算して当該サブキャリア群としての信号を生
成し、さらに、前記絶対値をすべて加算して当該サブキャリア群としての絶対値を生成す
る合成手段と、
　各パスに対応するサブキャリア群信号に、それぞれ対応するサブキャリア群の絶対値を
乗算し、当該乗算結果をすべて加算してパス合成後のサブキャリア群信号を生成するパス
合成手段と、
　を備えることを特徴とする請求項８～１１のいずれか１つに記載のマルチキャリアＣＤ
ＭＡ通信装置。
【請求項１３】
　前記信号復調手段は、
　前記サブキャリア信号単位に時間逆拡散処理を行う時間逆拡散手段と、
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　前記サブキャリア信号単位に周波数逆拡散処理を行う周波数逆拡散手段と、
　データフレームに付加された既知系列に基づいて周波数逆変換後のサブキャリア信号単
位に伝送路推定を行い、当該伝送路推定結果の複素共役値を算出し、その後、前記サブキ
ャリア信号を前記複素共役値により重み付けし、出力として、前記重み付け後のサブキャ
リア信号を出力する同期検波手段と、
　前記重み付け後の全サブキャリア信号を加算して当該サブキャリア群としての信号を生
成する合成手段と、
　各パスに対応するサブキャリア群信号をすべて加算してパス合成後のサブキャリア群信
号を生成するパス合成手段と、
　を備えることを特徴とする請求項８～１１のいずれか１つに記載のマルチキャリアＣＤ
ＭＡ通信装置。
【請求項１４】
　前記信号復調手段は、
　前記サブキャリア信号単位に時間逆拡散処理を行う時間逆拡散手段と、
　前記サブキャリア信号単位に周波数逆拡散処理を行う周波数逆拡散手段と、
　データフレームに付加された既知系列に基づいて周波数逆変換後のサブキャリア信号単
位に伝送路推定を行い、当該伝送路推定結果の絶対値と複素共役値とを算出し、その後、
前記絶対値により前記複素共役値を正規化し、前記サブキャリア信号を前記正規化結果に
より重み付けし、一方、前記既知系列に基づいて周波数変換後のサブキャリア信号単位に
干渉電力を推定し、重み付け後のサブキャリア信号を前記干渉電力により除算する同期検
波手段と、
　前記干渉除去後の全サブキャリア信号を加算して当該サブキャリア群としての信号を生
成し、さらに、前記絶対値をすべて加算して当該サブキャリア群としての絶対値を生成す
る合成手段と、
　各パスに対応するサブキャリア群信号に、それぞれ対応するサブキャリア群の絶対値を
乗算し、当該乗算結果をすべて加算してパス合成後のサブキャリア群信号を生成するパス
合成手段と、
　を備えることを特徴とする８～１１のいずれか１つに記載のマルチキャリアＣＤＭＡ通
信装置。
【請求項１５】
　前記信号復調手段は、
　前記サブキャリア信号単位に時間逆拡散処理を行う時間逆拡散手段と、
　前記サブキャリア信号単位に周波数逆拡散処理を行う周波数逆拡散手段と、
　データフレームに付加された既知系列に基づいて周波数逆変換後のサブキャリア信号単
位に伝送路推定を行い、当該伝送路推定結果の複素共役値を算出し、その後、前記サブキ
ャリア信号を前記複素共役値により重み付けし、一方、前記既知系列に基づいて周波数逆
変換後のサブキャリア信号単位に干渉電力を推定し、重み付け後のサブキャリア信号を前
記干渉電力により除算する同期検波手段と、
　前記同期検波後の全サブキャリア信号を加算して当該サブキャリア群としての信号を生
成する合成手段と、
　各パスに対応するサブキャリア群信号をすべて加算してパス合成後のサブキャリア群信
号を生成するパス合成手段と、
　を備えることを特徴とする請求項８～１１のいずれか１つに記載のマルチキャリアＣＤ
ＭＡ通信装置。
【請求項１６】
　マルチキャリアＣＤＭＡ方式を用いてデータを送信するマルチキャリアＣＤＭＡ送信装
置において、
　誤り訂正の符号化率、サブキャリア群数、周波数拡散率、周波数拡散コードのコード多
重数、周波数拡散コード、時間拡散率、時間拡散コードのコード多重数、および時間拡散
コード、を設定する設定手段と、
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　使用可能な全サブキャリアを１以上のサブキャリア群に分割した場合の前記サブキャリ
ア群の数と周波数拡散率とが反比例するよう周波数拡散率ごとに各サブキャリア群に属す
るサブキャリアと周波数拡散符号とを符号情報として定めておき、前記設定手段により設
定された前記周波数拡散率と前記符号情報と既に使用されているサブキャリア群とに基づ
いて同一のサブキャリア群では前記設定手段により設定された前記コード多重数以下のコ
ード多重数となるよう送信に用いる周波数拡散符号およびサブキャリア群を選択し、選択
したサブキャリア群毎に、前記設定条件に基づいて、サブキャリア群を構成する各チャネ
ルのサブキャリア信号単位に、周波数拡散処理を行う、信号変調手段と、
　前記変調処理および周波数拡散処理後のすべての信号をサブキャリア信号単位に多重化
し、当該サブキャリア信号単位の多重化信号に対して時間拡散処理を行う、サブキャリア
群数分の時間拡散手段と、
　を備え、
　前記設定手段は、
　前記データを受信する受信装置から送られてくる受信信号電力対干渉電力比に基づいて
、前記誤り訂正の符号化率を設定し、
　さらに、前記周波数拡散コードの設定時、割り当てる周波数拡散コードがない場合には
、周波数拡散率を下げることで使用可能なサブキャリア群数を増加させることを特徴とす
るマルチキャリアＣＤＭＡ送信装置。
【請求項１７】
　マルチキャリアＣＤＭＡ方式を用いてデータを送信するマルチキャリアＣＤＭＡ送信装
置において、
　誤り訂正の符号化率、サブキャリア群数、周波数拡散率、周波数拡散コードのコード多
重数、周波数拡散コード、時間拡散率、時間拡散コードのコード多重数、および時間拡散
コード、を設定する設定手段と、
　使用可能な全サブキャリアを１以上のサブキャリア群に分割した場合の前記サブキャリ
ア群の数と周波数拡散率とが反比例するよう周波数拡散率ごとに各サブキャリア群に属す
るサブキャリアと周波数拡散符号とを符号情報として定めておき、前記設定手段により設
定された前記周波数拡散率と前記符号情報と既に使用されているサブキャリア群とに基づ
いて同一のサブキャリア群では前記設定手段により設定された前記コード多重数以下のコ
ード多重数となるよう送信に用いる周波数拡散符号およびサブキャリア群を選択し、選択
したサブキャリア群毎に、前記設定条件に基づいて、サブキャリア群を構成する各チャネ
ルのサブキャリア信号単位に、周波数拡散処理を行う、信号変調手段と、
　前記変調処理および周波数拡散処理後のすべての信号をサブキャリア信号単位に多重化
し、当該サブキャリア信号単位の多重化信号に対して時間拡散処理を行う、サブキャリア
群数分の時間拡散手段と、
　を備え、
　前記設定手段は、
前記受信側から送られてくる受信信号電力対干渉電力比に基づいて、前記誤り訂正の符号
化率を設定し、
　さらに、前記周波数拡散コードの設定時、割り当てる周波数拡散コードがない場合には
、周波数拡散率を下げることで使用可能なサブキャリア群数を増加させ、
　この状態でも設定不可能な場合には、設定しているコード多重数を増加させることで、
割り当て可能な周波数拡散コードを確保することを特徴とするマルチキャリアＣＤＭＡ送
信装置。
【請求項１８】
　マルチキャリアＣＤＭＡ方式を用いてデータを送信するマルチキャリアＣＤＭＡ送信装
置において、
　誤り訂正の符号化率、サブキャリア群数、周波数拡散率、周波数拡散コードのコード多
重数、周波数拡散コード、時間拡散率、時間拡散コードのコード多重数、および時間拡散
コード、を設定する設定手段と、
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　使用可能な全サブキャリアを１以上のサブキャリア群に分割した場合の前記サブキャリ
ア群の数と周波数拡散率とが反比例するよう周波数拡散率ごとに各サブキャリア群に属す
るサブキャリアと周波数拡散符号とを符号情報として定めておき、前記設定手段により設
定された前記周波数拡散率と前記符号情報と既に使用されているサブキャリア群とに基づ
いて同一のサブキャリア群では前記設定手段により設定された前記コード多重数以下のコ
ード多重数となるよう送信に用いる周波数拡散符号およびサブキャリア群を選択し、選択
したサブキャリア群毎に、前記設定条件に基づいて、サブキャリア群を構成する各チャネ
ルのサブキャリア信号単位に、周波数拡散処理および時間拡散処理を行う、信号変調手段
と、
　を備え、
　前記設定手段は、
　受信側から送られてくる受信信号電力対干渉電力比に基づいて、前記誤り訂正の符号化
率を設定し、
　さらに、前記周波数拡散コードおよび時間拡散コードの設定時、割り当てる周波数拡散
コードおよび時間拡散コードがない場合には、周波数拡散率を下げることで使用可能なサ
ブキャリア群数を増加させることを特徴とするマルチキャリアＣＤＭＡ送信装置。
【請求項１９】
　マルチキャリアＣＤＭＡ方式を用いてデータを送信するマルチキャリアＣＤＭＡ送信装
置において、
　誤り訂正の符号化率、サブキャリア群数、周波数拡散率、周波数拡散コードのコード多
重数、周波数拡散コード、時間拡散率、時間拡散コードのコード多重数、および時間拡散
コード、を設定する設定手段と、
　使用可能な全サブキャリアを１以上のサブキャリア群に分割した場合の前記サブキャリ
ア群の数と周波数拡散率とが反比例するよう周波数拡散率ごとに各サブキャリア群に属す
るサブキャリアと周波数拡散符号とを符号情報として定めておき、前記設定手段により設
定された前記周波数拡散率と前記符号情報と既に使用されているサブキャリア群とに基づ
いて同一のサブキャリア群では前記設定手段により設定された前記コード多重数以下のコ
ード多重数となるよう送信に用いる周波数拡散符号およびサブキャリア群を選択し、選択
したサブキャリア群毎に、前記設定条件に基づいて、サブキャリア群を構成する各チャネ
ルのサブキャリア信号単位に、周波数拡散処理および時間拡散処理を行う、信号変調手段
と、
　を備え、
　前記設定手段は、
　受信側から送られてくる受信信号電力対干渉電力比に基づいて、前記誤り訂正の符号化
率を設定し、
　さらに、前記周波数拡散コードおよび時間拡散コードの設定時、割り当てる周波数拡散
コードおよび時間拡散コードがない場合には、周波数拡散率を下げることで使用可能なサ
ブキャリア群数を増加させ、
　この状態でも割り当てる周波数拡散コードおよび時間拡散コードがない場合には、設定
しているコード多重数を増加させることで、割り当て可能な周波数拡散コードを確保する
ことを特徴とするマルチキャリアＣＤＭＡ送信装置。
【請求項２０】
　マルチキャリアＣＤＭＡ方式を用いてデータを送信するマルチキャリアＣＤＭＡ送信装
置において、
　誤り訂正の符号化率、サブキャリア群数、周波数拡散率、周波数拡散コードのコード多
重数、周波数拡散コード、時間拡散率、時間拡散コードのコード多重数、および時間拡散
コード、を設定する設定手段と、
　使用可能な全サブキャリアを１以上のサブキャリア群に分割した場合の前記サブキャリ
ア群の数と周波数拡散率とが反比例するよう周波数拡散率ごとに各サブキャリア群に属す
るサブキャリアと周波数拡散符号とを符号情報として定めておき、前記設定手段により設
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定された前記周波数拡散率と前記符号情報と既に使用されているサブキャリア群とに基づ
いて同一のサブキャリア群では前記設定手段により設定された前記コード多重数以下のコ
ード多重数となるよう送信に用いる周波数拡散符号およびサブキャリア群を選択し、選択
したサブキャリア群毎に、前記設定条件に基づいて、サブキャリア群を構成する各チャネ
ルのサブキャリア信号単位に、周波数拡散処理および時間拡散処理を行う、信号変調手段
と、
　を備え、
　前記設定手段は、
　受信側から送られてくる受信信号電力対干渉電力比に基づいて、前記誤り訂正の符号化
率を設定し、
　さらに、前記周波数拡散コードおよび時間拡散コードの設定時、割り当てる周波数拡散
コードおよび時間拡散コードがない場合には、周波数拡散率を下げることで使用可能なサ
ブキャリア群数を増加させ、
　この状態でも割り当てる周波数拡散コードおよび時間拡散コードがない場合には、設定
している周波数拡散符号のコード多重数を増加させることで、割り当て可能な周波数拡散
コードを確保し、
　さらに、この状態でも割り当てる周波数拡散コードおよび時間拡散コードがない場合に
は、時間拡散コードの多重数を増加させることで、割り当て可能な周波数拡散コードおよ
び時間拡散コードを確保することを特徴とするマルチキャリアＣＤＭＡ送信装置。
【請求項２１】
　マルチキャリアＣＤＭＡ方式を用いてデータを送信するマルチキャリアＣＤＭＡ送信装
置において、
　誤り訂正の符号化率、サブキャリア群数、周波数拡散率、周波数拡散コードのコード多
重数、周波数拡散コード、時間拡散率、時間拡散コードのコード多重数、および時間拡散
コード、を設定する設定手段と、
　使用可能な全サブキャリアを１以上のサブキャリア群に分割した場合の前記サブキャリ
ア群の数と周波数拡散率とが反比例するよう周波数拡散率ごとに各サブキャリア群に属す
るサブキャリアと周波数拡散符号とを符号情報として定めておき、前記設定手段により設
定された前記周波数拡散率と前記符号情報と既に使用されているサブキャリア群とに基づ
いて同一のサブキャリア群では前記設定手段により設定された前記コード多重数以下のコ
ード多重数となるよう送信に用いる周波数拡散符号およびサブキャリア群を選択し、選択
したサブキャリア群毎に、前記設定条件に基づいて、サブキャリア群を構成する各チャネ
ルのサブキャリア信号単位に、周波数拡散処理および時間拡散処理を行う、信号変調手段
と、
　を備え、
　前記設定手段は、
　受信側から送られてくる受信信号電力対干渉電力比に基づいて、前記誤り訂正の符号化
率を設定し、
　さらに、前記周波数拡散コードおよび時間拡散コードの設定時、割り当てる周波数拡散
コードおよび時間拡散コードがない場合には、周波数拡散率を下げることで使用可能なサ
ブキャリア群数を増加させ、
　この状態でも割り当てる周波数拡散コードおよび時間拡散コードがない場合には、設定
している周波数拡散符号のコード多重数を増加させることで、割り当て可能な周波数拡散
コードを確保し、
　さらに、この状態でも割り当てる周波数拡散コードおよび時間拡散コードがない場合に
は、時間拡散率を下げることで割り当て可能な周波数拡散コードおよび時間拡散コードを
確保することを特徴とするマルチキャリアＣＤＭＡ送信装置。
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は、マルチキャリアＣＤＭＡ方式を用いた多元接続方式を採用する移動体通信シス
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テムの通信装置に関するものであり、特に、周波数選択性フェージングの影響を受ける通
信環境においても、良好なビット誤り率特性を得ることができるマルチキャリアＣＤＭＡ
通信装置、マルチキャリアＣＤＭＡ送信装置、およびマルチキャリアＣＤＭＡ受信装置に
関するものである。
背景技術
以下、従来のマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置について説明する。マルチキャリアＣＤＭ
Ａ方式を用いた多元接続方式を採用する移動体通信システムの通信装置としては、たとえ
ば、文献「下りリンクブロードバンド無線パケット伝送におけるＳＣ／ＤＳ－ＣＤＭＡ，
ＭＣ／ＤＳ－ＣＤＭＡ，ＭＣ－ＣＤＭＡ方式の特性比較、電子情報通信学会　信学技報　
ＲＣＳ９９－１３０　ｐ．６３－７０　１９９９年１０月」、「Ｏｖｅｒｖｉｅｗ　ｏｆ
　Ｍｕｌｔｉｃａｒｒｉｅｒ　ＣＤＭＡ、ＩＥＥＥ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｍ
ａｇａｚｉｎｅ　ｐ．１２６－１３３　１９９７年１２月」に記載されたものがある。
ここで、上記従来のマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置の構成および動作を図面にしたがっ
て説明する。第３４図は、従来のマルチキャリアＣＤＭＡ送信装置（以降、単に送信装置
と呼ぶ）の構成を示す図であり、第３５図は、従来のマルチキャリアＣＤＭＡ受信装置（
以降、単に受信装置と呼ぶ）の構成を示す図である。
第３４図において、５０１は畳み込み符号化部であり、５０２はインタリーバ、５０３は
シリアル／パラレル変換部（以降、Ｓ／Ｐと呼ぶ）であり、５１０ａ，５１０ｂ，５１０
ｃは、それぞれ第１，２，Ｎｓｃｇ番目のサブキャリア群変調処理部であり、５１１はフ
レーム作成部であり、５１２はコピー部であり、５１３は情報変調部であり、５１４は周
波数拡散部であり、５０４ａ，５０４ｂ，５０４ｃは多重化部であり、５０５は逆フーリ
エ変換部であり、５０６はガードインターバル（ＧＩ）付加部であり、５０７は周波数変
換部であり、５０８はアンテナである。
一方、第３５図において、６０１はアンテナであり、６０２は周波数変換部であり、６０
３はガードインターバル（ＧＩ）除去部であり、６０４はフーリエ変換部であり、６１０
ａ，６１０ｂ，６１０ｃは、それぞれ第１，２，Ｎｓｃｇ番目のサブキャリア群復調処理
部であり、６１１は周波数逆拡散部であり、６１２は同期検波部であり、６１３は合成部
であり、６０５はパラレル／シリアル変換部（以降、Ｐ／Ｓと呼ぶ）であり、６０６はデ
インタリーバ部であり、６０７はビタビ復号部である。
また、第３６図は、サブキャリア単位の送信スロットのフォーマットを示す図である。こ
のように、送信スロットは、パイロットシンボル部分（既知系列）とデータ部分とで構成
される。
また、第３７図は、周波数選択性フェージング伝送路のインパルス応答の一例を示す図で
ある。たとえば、移動体通信システムにおいては、周囲の建物や地形によって電波が反射
，回折、散乱し、このように複数の伝送路を経た到来波（マルチパス波）がお互いに干渉
するため、周波数選択性フェージング伝送路のインパルス応答が生じる。
以下、上記従来のマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置の動作を第３４図、第３５図を用いて
説明する。なお、ここでは、基地局と複数端末によるデータ送受信を想定する。まず、送
信装置の動作について説明する。
たとえば、ある任意の端末に対する送信データを受け取った畳み込み符号化部５０１では
、予め定められた符号化率にしたがって符号化データを生成する。この符号化データは、
たとえば、縦のサイズがＮｒ（予め定められた整数）かつ横のサイズがＮｃ（予め定めら
れた整数）のブロックを備えるインタリーバ５０２に対して縦方向に書き込まれ、さらに
、横方向に読み出される。すなわち、インタリーバ５０２では、並べ替え後の信号を符号
化データとして出力する。
符号化データを受け取ったＳ／Ｐ５０３では、そのデータをＮｓｃｇ（予め定められた整
数）個のパラレルデータに変換し、変換後の出力をそれぞれサブキャリア群変調処理部５
１０ａ，５１０ｂ，…，５１０ｃに対して出力する。なお、サブキャリア群単位に変調処
理を行う第１番目～第Ｎｓｃｇ番目のサブキャリア群変調処理部では、それぞれ同一の信
号処理が行われるので、ここでは、第１番目のサブキャリア群変調処理部５１０ａの動作
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についてのみ説明を行い、その他のサブキャリア群変調処理部については説明を省略する
。
サブキャリア群変調処理部５１０ａでは、Ｓ／Ｐ５０３からのパラレル出力の第１番目の
データ系列を受け取り、まず、フレーム作成部５１１が、第３６図に示すように、当該デ
ータ系列をＮｄａｔａ単位に分割し、さらに既知系列（パイロットシンボル）を先頭に付
加することで、サブキャリア群（１）のデータフレームを生成する。コピー部５１２では
、受け取ったデータフレームを、予め定められたサブキャリア数Ｎｓｕｂ分だけコピーし
、サブキャリア（１，１）～（１，Ｎｓｕｂ）分のデータフレームを生成する。情報変調
部５１３では、受け取ったサブキャリア数分のデータフレームに対して個別にＱＰＳＫ変
調を実施し、サブキャリア（１，１）～（１，Ｎｓｕｂ）分の変調信号を生成する。周波
数拡散部５１４では、受け取ったサブキャリア数分の変調信号と、予め与えられた互いに
直交する周波数拡散コードと、を用いて、端末単位あるいは送信する他のチャネル単位に
周波数拡散を行う。この周波数拡散は、受け取ったサブキャリア数分の変調信号に、周波
数拡散コードＣ（１，１）～Ｃ（１，Ｎｓｕｂ）を乗算することにより実現される（各コ
ードは±１で表現される）。また、周波数拡散コードは、一般的に、直交符号であるｗａ
ｌｓｃｈ符号が用いられる。
多重化部５０４ａでは、受け取った周波数拡散後のサブキャリア数分の信号に対して、他
ユーザからの同様のサブキャリア数分の信号を多重化して多重化信号を生成する。
逆フーリエ変換部５０５では、多重化部５０４ａ，５０４ｂ，５０４ｃで得られたＮｓｃ
ｇ×Ｎｓｕｂ個のサブキャリア信号を用いて、逆フーリエ変換処理を行う。
ガードインターバル付加部５０６では、逆フーリエ変換後の信号におけるシンボルの後部
をτＧＩ時間分だけコピーし、そのコピー部分をシンボルの先頭に貼り付ける。第３８図
は、ガードインターバル付加部５０６の処理を示す図である。なお、τＧＩは、一般的に
、第３７図に示される伝送路上の遅延波広がりτｄよりも大きくなるように設定されてい
る。
最後に、周波数変換部５０７では、ガードインターバル付加後の信号に対して、周波数発
振器（図示せず）出力の搬送波信号を乗算し、さらに、パンドパスフィルタ（図示せず）
を用いて帯域制限を行うことで、送信信号を生成し、その後、当該送信信号を、アンテナ
５０８を介して伝送路上に出力する。第３９図は、周波数軸上で表現された送信信号を示
す図である。
一方、受信装置では、アンテナ６０１を介して、周波数選択性フェージング等の影響を受
けた送信信号を受け取り、周波数変換部６０２が、当該受信信号に対してバンドパスフィ
ルタ（図示せず）による帯域制限を実施し、その後、帯域制限実施後の信号に対して周波
数シンセサイザ（図示せず）が出力する搬送波周波数に同期した信号を乗算する。さらに
、乗算後の信号は、ローパスフィルタ（図示せず）により低周波成分のみがろ波され、周
波数変換後の信号として出力される。
ガードインターバル（ＧＩ）除去部６０３では、上記ガードインターバルが除去され、シ
ンボル単位に連続的に接続された信号を出力する。ガードインターバル除去後の信号を受
け取ったフーリエ変換部６０４では、フーリエ変換処理を行い、Ｎｓｃｇ×Ｎｓｕｂ個の
サブキャリア信号を出力する。各サブキャリア信号は、サブキャリア群単位に復調処理を
行うため、それぞれ第１，２，…，Ｎｓｃｇ番目のサブキャリア群復調処理部６１０ａ，
６１０ｂ，６１０ｃに対して送信される。なお、第１，２，Ｎｓｃｇ番目のサブキャリア
群復調処理部６１０ａ，６１０ｂ，６１０ｃはそれぞれ同一の信号処理が行われるので、
ここでは、第１番目のサブキャリア群復調処理部６１０ａの動作についてのみ説明を行い
、その他のサブキャリア群復調処理部については説明を省略する。
サブキャリア群復調処理部６１０ａでは、第１番目のＮｓｕｂ個のサブキャリア信号を受
け取り、まず、周波数逆拡散部６１１が、Ｎｓｕｂ個のサブキャリア信号に対して、個別
に割り当てられた拡散コードを乗算することにより、逆拡散処理を行う。
周波数逆拡散後の各サブキャリア信号を受け取った同期検波部６１２では、フレーム単位
に付加された既知系列シンボルを用いて伝送路を推定し、同期検波を行う。すなわち、同
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期検波部６１２では、まず、フレーム中のＮｐｉｌｏｔ個の既知系列シンボルを同期加算
することにより、サブキャリア単位に伝送路推定値を算出する。つぎに、その算出結果の
複素共役値と絶対値とを算出し、さらに複素共役値を絶対値で除算することにより、サブ
キャリア単位に位相成分を抽出する。最後に、上記周波数逆拡散後のサブキャリア信号に
対してサブキャリア単位の位相成分を乗算することにより同期検波を行う。
合成部６１３では、受け取った同期検波後のすべてのサブキャリア信号を加算し、第１番
目のサブキャリア群信号を算出する。
Ｐ／Ｓ６０５では、すべてのサブキャリア群復調処理部からサブキャリア群信号を受け取
り、それらをシリアル信号に変換する。そして、そのシリアル信号は、縦のサイズがＮｒ
（予め定められた整数）かつ横のサイズがＮｃ（予め定められた整数）のブロックを備え
るデインタリーバ６０６に対して横方向に書き込まれ、さらに、縦方向に読み出される。
最後に、ビタビ復号部６０７では、受け取った並べ替え後の信号に対して、既知のビタビ
復号を実施する。
このように、従来のマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置においては、受信波の振幅と位相が
ランダムに変動する周波数選択性フェージングの影響を受けるような場合においても、た
とえば、遅延波の広がりが収まるようにガードインターバルを設定し、さらに、周波数拡
散コードをユーザ単位あるいはチャネル単位に割り当てることによって、良好なビット誤
り率特性を得ていた。
しかしながら、上記、従来のマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置においては、伝送路状況に
よっては遅延波の広がりが大きく、ガードインターバル内に収まらないような場合がある
。このような場合には、装置が周波数選択性フェージングの影響を受け、シンボル内での
干渉の影響が大きくなり、良好なビット誤り率特性が得られなくなってしまう、という問
題があった。
また、従来のマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置においては、遅延波のレベルが先行波に対
して大きいような場合においても、その遅延波が、受信信号品質（たとえば信号電力対干
渉電力比（ＳＩＲ））を高めるために活用されていない、という問題があった。
また、マルチメディア移動体通信では、取り扱うアプリケーションによって、情報速度を
適応的に変えることが必要と考えられている。換言すれば、周波数拡散コードをユーザ単
位あるいは使用するチャネル単位に割り当てる場合、情報伝送速度に応じてチャネルを割
り当てる必要がある。しかしながら、従来のマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置においては
、周波数拡散コードどうしが直交している必要があり、かつ周波数拡散率を固定していた
ため、情報速度を適応的に変更することができない、という問題があった。
また、従来のマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置においては、移動局（端末）の受信時に通
信が途切れないように、セクタ間およびセル間でハンドオーバを行う場合、伝送路上で使
用する周波数を変更する必要があるため、周波数利用効率が低減する、という問題があっ
た。
また、従来のマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置においては、移動局の受信品質を基地局か
らの遠近にかかわらず一定に保持しなければならないという問題を解決するために、基地
局側において送信電力制御が必要となるが、陸上移動体通信では、サブキャリア単位に周
波数選択性フェージングの影響の受け方が大きく異なる。そのため、移動局で受信信号電
力を一定に保つ従来の方式では、他の移動局（端末）に与える影響を抑えながら、受信信
号品質を一定に保つことができない、という問題があった。
従って、本発明は、遅延波の広がりがガードインターバル内に収まらず、基地局からの送
信信号が伝送路上で周波数選択性フェージングの影響を受けた場合においても、良好なビ
ット誤り率特性を実現可能なマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置を提供することを目的とし
ている。
また、本発明は、遅延波のレベルが先行波に対して大きいような場合に、その遅延波を用
いて、受信信号品質の向上を実現可能なマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置を提供すること
を目的としている。
また、本発明は、ユーザ単位あるいは使用するチャネル単位に割り当てる周波数拡散コー
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ドどうしが直交した状態を維持しつつ、周波数拡散率を変更可能なマルチキャリアＣＤＭ
Ａ通信装置を提供することを目的としている。
また、本発明は、受信時に、通信を途切れさせることなく、かつ伝送路上で使用する周波
数を変えずに、セクタ間あるいはセル間のソフトハンドオーバを実行可能なマルチキャリ
アＣＤＭＡ通信装置を提供することを目的としている。
また、本発明は、サブキャリア単位に周波数選択性フェージングの影響の受け方が大きく
異なる場合でも、他の移動局（端末）に与える影響を抑えながら、すなわち、干渉量を低
減しつつ、受信信号品質を一定に保つことが可能なマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置を提
供することを目的としている。
発明の開示
本発明にかかるマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置にあっては、送信側が、所定の条件に基
づいて、サブキャリア群を構成する各チャネルのサブキャリア信号単位に、周波数拡散処
理を行う、サブキャリア群数分の信号変調手段（サブキャリア群変調処理部６ａ～８ｃに
相当）と、前記変調処理および周波数拡散処理後のすべての信号をサブキャリア信号単位
に多重化し、当該サブキャリア信号単位の多重化信号に対して時間拡散処理を行う、サブ
キャリア群数分の時間拡散手段（多重化部９ａ～９ｃ、時間拡散部１０ａ～１０ｃに相当
）と、を備え、受信側が、サブキャリア信号単位に時間逆拡散処理を行う、サブキャリア
群数分の時間逆拡散手段（時間逆拡散部３５ａ～３５ｃに相当）と、前記時間逆拡散処理
後のサブキャリア信号単位に周波数逆拡散処理を行う、サブキャリア群数分の信号復調手
段（サブキャリア群復調処理部３６ａ～３８ｃに相当）と、を備えることを特徴とする。
つぎの発明にかかるマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置にあっては、送信側が、誤り訂正の
符号化率、サブキャリア群数、周波数拡散率、周波数拡散コードのコード多重数、周波数
拡散コード、時間拡散率、時間拡散コードのコード多重数、および時間拡散コード、を設
定する設定手段（後述する実施の形態のデータ・変調制御部４に相当）と、前記設定条件
に基づいて、サブキャリア群を構成する各チャネルのサブキャリア信号単位に、周波数拡
散処理を行う、サブキャリア群数分の信号変調手段（サブキャリア群変調処理部６ａ～８
ｃに相当）と、前記変調処理および周波数拡散処理後のすべての信号をサブキャリア信号
単位に多重化し、当該サブキャリア信号単位の多重化信号に対して時間拡散処理を行う、
サブキャリア群数分の時間拡散手段（多重化部９ａ～９ｃ、時間拡散部１０ａ～１０ｃに
相当）と、を備え、受信側が、サブキャリア信号単位に時間逆拡散処理を行う、サブキャ
リア群数分の時間逆拡散手段（時間逆拡散部３５ａ～３５ｃに相当）と、前記時間逆拡散
処理後のサブキャリア信号単位に周波数逆拡散処理を行う、サブキャリア群数分の信号復
調手段（サブキャリア群復調処理部３６ａ～３８ｃに相当）と、を備えることを特徴とす
る。
つぎの発明にかかるマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置において、前記信号変調手段は、前
記条件に基づいて、サブキャリア群単位に、既知系列とフレーム情報とデータで構成され
るデータフレームを作成するフレーム作成手段（フレーム作成部２１に相当）と、前記デ
ータフレームをコピーし、サブキャリア数分のデータフレームを生成するコピー手段（コ
ピー部２２に相当）と、前記各データフレームに対して変調処理を行う情報変調手段（情
報変調部２３に相当）と、前記条件に基づいて、前記変調後の各サブキャリア信号に対し
て周波数拡散処理を行う周波数拡散手段（周波数拡散部２４に相当）と、前記周波数拡散
処理後の各サブキャリア信号に対して送信電力制御を行うパワーコントロール手段（パワ
ーコントロール部２５に相当）と、を備えることを特徴とする。
つぎの発明にかかるマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置において、前記設定手段は、受信側
から送られてくる受信信号電力対干渉電力比に基づいて、前記誤り訂正の符号化率を設定
し、さらに、前記周波数拡散コードの設定時、割り当てる周波数拡散コードがない場合に
は、周波数拡散率を下げることで割り当て可能な周波数拡散コードを確保することを特徴
とする。
つぎの発明にかかるマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置において、前記設定手段は、受信側
から送られてくる受信信号電力対干渉電力比に基づいて、前記誤り訂正の符号化率を設定
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し、さらに、前記周波数拡散コードの設定時、割り当てる周波数拡散コードがない場合に
は、周波数拡散率を下げることで割り当て可能な周波数拡散コードを確保し、この状態で
も設定不可能な場合には、同一サブキャリア群内の周波数拡散コードを複数確保すること
で、割り当て可能な周波数拡散コードを確保することを特徴とする。
つぎの発明にかかるマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置において、前記設定手段は、さらに
、周波数拡散コードどうしの直交性と階層関係を保ちながら、所定の周波数間隔を空けて
、周波数拡散コードを割り当てることを特徴とする。
つぎの発明にかかるマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置において、前記信号復調手段は、前
記サブキャリア信号単位に周波数逆拡散処理を行う周波数逆拡散手段（周波数逆拡散部５
４に相当）と、データフレームに付加された既知系列に基づいて周波数逆変換後のサブキ
ャリア信号単位に伝送路推定を行い、当該伝送路推定結果の絶対値と複素共役値とを算出
し、その後、前記絶対値により前記複素共役値を正規化し、前記サブキャリア信号を前記
正規化結果により重み付けし、出力として、前記絶対値と重み付け後のサブキャリア信号
とを出力する同期検波手段（同期検波部５５に相当）と、前記重み付け後の全サブキャリ
ア信号を加算して当該サブキャリア群としての信号を生成し、さらに、前記絶対値をすべ
て加算して当該サブキャリア群としての絶対値を生成する合成手段（合成部５６に相当）
と、各パスに対応するサブキャリア群信号に、それぞれ対応するサブキャリア群の絶対値
を乗算し、当該乗算結果をすべて加算してパス合成後のサブキャリア群信号を生成するパ
ス合成手段（パス合成部５７に相当）と、を備えることを特徴とする。
つぎの発明にかかるマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置において、前記信号復調手段は、前
記サブキャリア信号単位に周波数逆拡散処理を行う周波数逆拡散手段と、データフレーム
に付加された既知系列に基づいて周波数逆変換後のサブキャリア信号単位に伝送路推定を
行い、当該伝送路推定結果の複素共役値を算出し、その後、前記サブキャリア信号を前記
複素共役値により重み付けし、出力として、前記重み付け後のサブキャリア信号を出力す
る同期検波手段と、前記重み付け後の全サブキャリア信号を加算して当該サブキャリア群
としての信号を生成する合成手段と、各パスに対応するサブキャリア群信号をすべて加算
してパス合成後のサブキャリア群信号を生成するパス合成手段と、を備えることを特徴と
する。
つぎの発明にかかるマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置において、前記信号復調手段は、前
記サブキャリア信号単位に周波数逆拡散処理を行う周波数逆拡散手段と、データフレーム
に付加された既知系列に基づいて周波数逆変換後のサブキャリア信号単位に伝送路推定を
行い、当該伝送路推定結果の絶対値と複素共役値とを算出し、その後、前記絶対値により
前記複素共役値を正規化し、前記サブキャリア信号を前記正規化結果により重み付けし、
一方、前記既知系列に基づいて周波数逆変換後のサブキャリア信号単位に干渉電力を推定
し、重み付け後のサブキャリア信号を前記干渉電力により除算する同期検波手段と、前記
同期検波後の全サブキャリア信号を加算して当該サブキャリア群としての信号を生成し、
さらに、前記絶対値をすべて加算して当該サブキャリア群としての絶対値を生成する合成
手段と、各パスに対応するサブキャリア群信号に、それぞれ対応するサブキャリア群の絶
対値を乗算し、当該乗算結果をすべて加算してパス合成後のサブキャリア群信号を生成す
るパス合成手段と、を備えることを特徴とする。
つぎの発明にかかるマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置において、前記信号復調手段は、前
記サブキャリア信号単位に周波数逆拡散処理を行う周波数逆拡散手段と、データフレーム
に付加された既知系列に基づいて周波数逆変換後のサブキャリア信号単位に伝送路推定を
行い、当該伝送路推定結果の複素共役値を算出し、その後、前記サブキャリア信号を前記
複素共役値により重み付けし、最後に、重み付け後のサブキャリア信号から干渉成分を除
去する同期検波手段と、前記干渉除去後の全サブキャリア信号を加算して当該サブキャリ
ア群としての信号を生成する合成手段と、各パスに対応するサブキャリア群信号をすべて
加算してパス合成後のサブキャリア群信号を生成するパス合成手段と、を備えることを特
徴とする。
つぎの発明にかかるマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置にあっては、送信側が、所定の条件
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に基づいて、サブキャリア群を構成する各チャネルのサブキャリア信号単位に、周波数拡
散処理および時間拡散処理を行う、サブキャリア群数分の信号変調手段（サブキャリア群
変調処理部２８２ａ～２８４ｃに相当）と、を備え、受信側が、サブキャリア信号単位に
、時間逆拡散処理および周波数逆拡散処理を行う、サブキャリア群数分の信号復調手段（
サブキャリア群復調処理部３０１ａ～３０３ｃに相当）、を備えることを特徴とする。
つぎの発明にかかるマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置にあっては、送信側が、誤り訂正の
符号化率、サブキャリア群数、周波数拡散率、周波数拡散コードのコード多重数、周波数
拡散コード、時間拡散率、時間拡散コードのコード多重数、および時間拡散コード、を設
定する設定手段（データ・変調制御部２８１に相当）と、前記設定に基づいて、サブキャ
リア群を構成する各チャネルのサブキャリア信号単位に、周波数拡散処理および時間拡散
処理を行う、サブキャリア群数分の信号変調手段（サブキャリア群変調処理部２８２ａ～
２８４ｃに相当）と、を備え、受信側が、サブキャリア信号単位に、時間逆拡散処理およ
び周波数逆拡散処理を行う、サブキャリア群数分の信号復調手段（サブキャリア群復調処
理部３０１ａ～３０３ｃに相当）、を備えることを特徴とする。
つぎの発明にかかるマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置において、前記信号変調手段は、前
記条件に基づいて、サブキャリア群単位に、既知系列とフレーム情報とデータで構成され
るデータフレームを作成するフレーム作成手段と、前記データフレームをコピーし、サブ
キャリア数分のデータフレームを生成するコピー手段と、前記各データフレームに対して
変調処理を行う情報変調手段と、前記条件に基づいて、前記変調後の各サブキャリア信号
に対して周波数拡散処理を行う周波数拡散手段と、前記周波数拡散処理後の各サブキャリ
ア信号に対して送信電力制御を行うパワーコントロール手段と、前記周波数拡散処理後の
各サブキャリア信号に対して時間拡散処理を行う時間拡散手段（時間拡散部２９１に相当
）と、を備えることを特徴とする。
つぎの発明にかかるマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置において、前記設定手段は、受信側
から送られてくる受信信号電力対干渉電力比に基づいて、前記誤り訂正の符号化率を設定
し、さらに、前記周波数拡散コードおよび時間拡散コードの設定時、割り当てる周波数拡
散コードおよび時間拡散コードがない場合には、周波数拡散率を下げることで割り当て可
能な周波数拡散コードを確保することを特徴とする。
つぎの発明にかかるマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置において、前記設定手段は、受信側
から送られてくる受信信号電力対干渉電力比に基づいて、前記誤り訂正の符号化率を設定
し、さらに、前記周波数拡散コードおよび時間拡散コードの設定時、割り当てる周波数拡
散コードおよび時間拡散コードがない場合には、周波数拡散率を下げることで割り当て可
能な周波数拡散コードを確保し、この状態でも割り当てる周波数拡散コードおよび時間拡
散コードがない場合には、同一サブキャリア群内の周波数拡散コードを複数確保すること
で、割り当て可能な周波数拡散コードを確保することを特徴とする。
つぎの発明にかかるマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置において、前記設定手段は、受信側
から送られてくる受信信号電力対干渉電力比に基づいて、前記誤り訂正の符号化率を設定
し、さらに、前記周波数拡散コードおよび時間拡散コードの設定時、割り当てる周波数拡
散コードおよび時間拡散コードがない場合には、周波数拡散率を下げることで割り当て可
能な周波数拡散コードを確保し、この状態でも割り当てる周波数拡散コードおよび時間拡
散コードがない場合には、同一サブキャリア群内の周波数拡散コードを複数確保すること
で、割り当て可能な周波数拡散コードを確保し、さらに、この状態でも割り当てる周波数
拡散コードおよび時間拡散コードがない場合には、同一サブキャリア群内の周波数拡散コ
ードを複数確保するとともに、時間拡散コードの多重数を増加させることで、割り当て可
能な周波数拡散コードおよび時間拡散コードを確保することを特徴とする。
つぎの発明にかかるマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置において、前記設定手段は、受信側
から送られてくる受信信号電力対干渉電力比に基づいて、前記誤り訂正の符号化率を設定
し、さらに、前記周波数拡散コードおよび時間拡散コードの設定時、割り当てる周波数拡
散コードおよび時間拡散コードがない場合には、周波数拡散率を下げることで割り当て可
能な周波数拡散コードを確保し、この状態でも割り当てる周波数拡散コードおよび時間拡
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散コードがない場合には、同一サブキャリア群内の周波数拡散コードを複数確保すること
で、割り当て可能な周波数拡散コードを確保し、さらに、この状態でも割り当てる周波数
拡散コードおよび時間拡散コードがない場合には、同一サブキャリア群内の周波数拡散コ
ードを複数確保するとともに、時間拡散率を下げることで割り当て可能な周波数拡散コー
ドおよび時間拡散コードを確保することを特徴とする。
つぎの発明にかかるマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置において、前記信号復調手段は、前
記サブキャリア信号単位に時間逆拡散処理を行う時間逆拡散手段（時間逆拡散部３１１に
相当）と、前記サブキャリア信号単位に周波数逆拡散処理を行う周波数逆拡散手段と、デ
ータフレームに付加された既知系列に基づいて周波数逆変換後のサブキャリア信号単位に
伝送路推定を行い、当該伝送路推定結果の絶対値と複素共役値とを算出し、その後、前記
絶対値により前記複素共役値を正規化し、前記サブキャリア信号を前記正規化結果により
重み付けし、出力として、前記絶対値と重み付け後のサブキャリア信号とを出力する同期
検波手段と、前記重み付け後の全サブキャリア信号を加算して当該サブキャリア群として
の信号を生成し、さらに、前記絶対値をすべて加算して当該サブキャリア群としての絶対
値を生成する合成手段と、各パスに対応するサブキャリア群信号に、それぞれ対応するサ
ブキャリア群の絶対値を乗算し、当該乗算結果をすべて加算してパス合成後のサブキャリ
ア群信号を生成するパス合成手段と、を備えることを特徴とする。
つぎの発明にかかるマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置において、前記信号復調手段は、前
記サブキャリア信号単位に時間逆拡散処理を行う時間逆拡散手段と、前記サブキャリア信
号単位に周波数逆拡散処理を行う周波数逆拡散手段と、データフレームに付加された既知
系列に基づいて周波数逆変換後のサブキャリア信号単位に伝送路推定を行い、当該伝送路
推定結果の複素共役値を算出し、その後、前記サブキャリア信号を前記複素共役値により
重み付けし、出力として、前記重み付け後のサブキャリア信号を出力する同期検波手段と
、前記重み付け後の全サブキャリア信号を加算して当該サブキャリア群としての信号を生
成する合成手段と、各パスに対応するサブキャリア群信号をすべて加算してパス合成後の
サブキャリア群信号を生成するパス合成手段と、を備えることを特徴とする。
つぎの発明にかかるマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置において、前記信号復調手段は、前
記サブキャリア信号単位に時間逆拡散処理を行う時間逆拡散手段と、前記サブキャリア信
号単位に周波数逆拡散処理を行う周波数逆拡散手段と、データフレームに付加された既知
系列に基づいて周波数逆変換後のサブキャリア信号単位に伝送路推定を行い、当該伝送路
推定結果の絶対値と複素共役値とを算出し、その後、前記絶対値により前記複素共役値を
正規化し、前記サブキャリア信号を前記正規化結果により重み付けし、一方、前記既知系
列に基づいて周波数逆変換後のサブキャリア信号単位に干渉電力を推定し、重み付け後の
サブキャリア信号を前記干渉電力により除算する同期検波手段と、前記同期検波後の全サ
ブキャリア信号を加算して当該サブキャリア群としての信号を生成し、さらに、前記絶対
値をすべて加算して当該サブキャリア群としての絶対値を生成する合成手段と、各パスに
対応するサブキャリア群信号に、それぞれ対応するサブキャリア群の絶対値を乗算し、当
該乗算結果をすべて加算してパス合成後のサブキャリア群信号を生成するパス合成手段と
、を備えることを特徴とする。
つぎの発明にかかるマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置において、前記信号復調手段は、前
記サブキャリア信号単位に時間逆拡散処理を行う時間逆拡散手段と、前記サブキャリア信
号単位に周波数逆拡散処理を行う周波数逆拡散手段と、データフレームに付加された既知
系列に基づいて周波数逆変換後のサブキャリア信号単位に伝送路推定を行い、当該伝送路
推定結果の複素共役値を算出し、その後、前記サブキャリア信号を前記複素共役値により
重み付けし、一方、前記既知系列に基づいて周波数逆変換後のサブキャリア信号単位に干
渉電力を推定し、重み付け後のサブキャリア信号を前記干渉電力により除算する同期検波
手段と、前記同期検波後の全サブキャリア信号を加算して当該サブキャリア群としての信
号を生成する合成手段と、各パスに対応するサブキャリア群信号をすべて加算してパス合
成後のサブキャリア群信号を生成するパス合成手段と、を備えることを特徴とする。
つぎの発明にかかるマルチキャリアＣＤＭＡ送信装置にあっては、所定の条件に基づいて
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、サブキャリア群を構成する各チャネルのサブキャリア信号単位に、周波数拡散処理を行
う、サブキャリア群数分の信号変調手段と、前記変調処理および周波数拡散処理後のすべ
ての信号をサブキャリア信号単位に多重化し、当該サブキャリア信号単位の多重化信号に
対して時間拡散処理を行う、サブキャリア群数分の時間拡散手段と、を備えることを特徴
とする。
つぎの発明にかかるマルチキャリアＣＤＭＡ送信装置にあっては、誤り訂正の符号化率、
サブキャリア群数、周波数拡散率、周波数拡散コードのコード多重数、周波数拡散コード
、時間拡散率、時間拡散コードのコード多重数、および時間拡散コード、を設定する設定
手段と、前記設定条件に基づいて、サブキャリア群を構成する各チャネルのサブキャリア
信号単位に、周波数拡散処理を行う、サブキャリア群数分の信号変調手段と、前記変調処
理および周波数拡散処理後のすべての信号をサブキャリア信号単位に多重化し、当該サブ
キャリア信号単位の多重化信号に対して時間拡散処理を行う、サブキャリア群数分の時間
拡散手段と、を備えることを特徴とする。
つぎの発明にかかるマルチキャリアＣＤＭＡ送信装置にあっては、所定の条件に基づいて
、サブキャリア群を構成する各チャネルのサブキャリア信号単位に、周波数拡散処理およ
び時間拡散処理を行う、サブキャリア群数分の信号変調手段と、を備えることを特徴とす
る。
つぎの発明にかかるマルチキャリアＣＤＭＡ送信装置にあっては、誤り訂正の符号化率、
サブキャリア群数、周波数拡散率、周波数拡散コードのコード多重数、周波数拡散コード
、時間拡散率、時間拡散コードのコード多重数、および時間拡散コード、を設定する設定
手段と、前記設定条件に基づいて、サブキャリア群を構成する各チャネルのサブキャリア
信号単位に、周波数拡散処理および時間拡散処理を行う、サブキャリア群数分の信号変調
手段と、を備えることを特徴とする。
つぎの発明にかかるマルチキャリアＣＤＭＡ受信装置にあっては、サブキャリア信号単位
に時間逆拡散処理を行う、サブキャリア群数分の時間逆拡散手段と、前記時間逆拡散処理
後のサブキャリア信号単位に周波数逆拡散処理を行う、サブキャリア群数分の信号復調手
段と、を備えることを特徴とする。
つぎの発明にかかるマルチキャリアＣＤＭＡ受信装置にあっては、サブキャリア信号単位
に、時間逆拡散処理および周波数逆拡散処理を行う、サブキャリア群数分の信号復調手段
、を備えることを特徴とする。
発明を実施するための最良の形態
以下に、本発明にかかるマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置の実施の形態を図面に基づいて
詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態１．
第１図および第２図は、本発明にかかるマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置の実施の形態１
の構成を示す図であり、詳細には、第１図は、本実施の形態のマルチキャリアＣＤＭＡ送
信装置（以降、単に送信装置と呼ぶ）の構成を示す図であり、第２図は、本実施の形態の
マルチキャリアＣＤＭＡ受信装置（以降、単に受信装置と呼ぶ）の構成を示す図である。
第１図において、１は畳み込み符号化部であり、２はインタリーバであり、３はシリアル
／パラレル変換部（以降、Ｓ／Ｐと呼ぶ）であり、４はデータ・変調制御部であり、５は
パワーコントロール制御部であり、６ａ，６ｂ，６ｃ，７ａ，７ｂ，７ｃ，…，８ａ，８
ｂ，８ｃは、チャネル毎に設けられた第１，２，Ｎｓｃｇ番目のサブキャリア群変調処理
部であり、９ａ，９ｂ，９ｃは多重化部であり、１０ａ，１０ｂ，１０ｃは時間拡散部で
あり、１１は逆フーリエ変換部であり、１２は周波数変換部であり、１３はアンテナであ
り、２１はフレーム作成部であり、２２はコピー部であり、２３は情報変調部であり、２
４は周波数拡散部であり、２５はパワーコントロール部である。
一方、第２図において、３１はアンテナであり、３２は周波数変換部であり、３３はフー
リエ変換部であり、３４はサブキャリア選択部であり、３５ａ，３５ｂ，３５ｃは、それ
ぞれ第１，２，Ｎｓｃｇ番目のサブキャリア群時間逆拡散部であり、３６ａ，３６ｂ，３
６ｃ，３７ａ，３７ｂ，３７ｃ，…，３８ａ，３８ｂ，３８ｃは、多重するチャネル毎に
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設けられた第１，２，Ｎｓｃｇ番目のサブキャリア群復調処理部であり、３９はパラレル
／シリアル変換部（Ｐ／Ｓ）であり、４０は受信信号品質情報生成部であり、４１はデイ
ンタリーバであり、４２はビタビ復号部であり、４３はデータ・復調制御部であり、５１
，５２，５３はパス毎復調処理部であり、５４は周波数逆拡散部であり、５５は同期検波
部であり、５６は合成部であり、５７はパス合成部である。
また、第３図は、サブキャリア単位の送信スロットのフォーマットを示す図である。この
ように、送信スロットは、パイロットシンボル部分（既知系列）とフレーム情報部分とデ
ータ部分とで構成される。
以下、本実施の形態の送信装置および受信装置の動作を第１図、第２図を用いて詳細に説
明する。ここでは、基地局と複数端末によるデータ送受信を想定する。まず、送信装置の
動作について説明する。
まず、任意の端末に対する送信データを受け取った畳み込み符号化部１では、データ・変
調制御部４から送られてくる、所望の通信品質に応じた誤り訂正の符号化率を設定するた
めの「符号化率設定信号」に基づいて、送信信号の畳み込み符号化を行う。
インタリーバ２では、上記畳み込み符号化データの並べ替えを行う。第４図は、インタリ
ーバ２の構成を示す図である。本実施の形態では、たとえば、縦のサイズがＮｒ（予め定
められた整数）、横のサイズがＮｃ（予め定められた整数）、のブロックを備え、第４図
のように、符号化データを縦方向に書き込み、その後、横方向に読み出すことにより、当
該符号化データをフレーム単位に並べ替える。
Ｓ／Ｐ３では、上記並べ替え後の符号化データと、データ・変調制御部４から送られてく
る、サブキャリア群数Ｎｓｃｇ，周波数拡散率Ｎｓｕｂ，周波数軸上でのコード多重数Ｍ
、を設定するための「設定信号」と、を受け取る。なお、サブキャリア群数Ｎｓｃｇ，周
波数拡散率Ｎｓｕｂは、１以上かつ周波数帯域上の全サブキャリア数以下、の値をとる。
Ｓ／Ｐ３では、上記設定信号に基づいて、並べ替え後の符号化データ（シリアル信号）を
、各サブキャリア群の全チャネルに対応するパラレル信号に変換する。
各サブキャリア群のコード多重数Ｍ個のチャネルに個別に対応したサブキャリア群変調処
理部６ａ～８ｃでは、上記パラレル信号と上記設定信号とを受け取り、チャネル単位に、
変調処理を行う。なお、第１番目～第Ｎｓｃｇ番目のサブキャリア群におけるＭ個のサブ
キャリア群変調処理部６ａ～８ｃでは、それぞれ同一の信号処理が行われるので、ここで
は、第１番目のサブキャリア群における、第１番目のチャネルのサブキャリア群変調処理
部６ａの動作についてのみ説明を行い、その他のサブキャリア群変調処理部については説
明を省略する。また、サブキャリア群数Ｎｓｃｇ、およびサブキャリア群単位のコード多
重数Ｍは、データ・変調制御部４において決定される変数である。
サブキャリア群変調処理部６ａでは、上記パラレル信号の第１番目のデータ系列を受け取
り、以下に示す所定の処理を行う。第５図は、フレーム作成部２１の構成を示す図である
。第５図において、６１はスロット毎データ分割部であり、６２はフレーム情報付加部で
あり、６３は既知系列付加部である。まず、フレーム作成部２１内のスロット毎データ分
割部が、当該データ系列を、１スロット分（データビット数Ｎｄａｔａ）のデータを複数
個含むＮｓｌｏｔ単位に分割する。複数スロットに分割されたデータを受け取ったフレー
ム情報付加部６２では、符号化率，サブキャリア群数Ｎｓｃｇ，周波数拡散率Ｎｓｕｂ，
周波数拡散コード，およびコード多重数Ｍ、等の復調に必要な情報を、移動局（端末）単
位に、前記各データの先頭部分にフレーム情報として付加する。さらに、既知系列付加部
６３では、各スロットの先頭に既知系列（パイロットシンボル）を付加し、最終的に、第
３図に示すような、時間的にスロットが連続するデータフレームを生成する。そして、コ
ピー部２２に対して当該データフレームを出力する。
第６図は、コピー部２２の構成を示す図である。コピー部２２では、受け取ったデータフ
レームを、データ・変調制御部４出力の周波数拡散率の設定信号に応じて、サブキャリア
数Ｎｓｕｂ個分だけコピーし、サブキャリア信号（１，１）～（１，Ｎｓｕｂ）分のデー
タフレームを生成する。その後、これらのデータフレームは、情報変調部２３に対して出
力される。
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第７図は、情報変調部２３の構成を示す図である。第７図において、７１，７２，７３は
ＱＰＳＫ変調部である。各ＱＰＳＫ変調部では、受け取ったサブキャリア数分のフレーム
データに対して、ＱＰＳＫ変調を行い、サブキャリア（１，１）～（１，Ｎｓｕｂ）分の
変調信号を生成する。その後、これらの変調信号は、周波数拡散部２４に対して出力され
る。
第８図は、周波数拡散部２４の構成を示す図である。第８図において、８１は周波数拡散
コード生成部であり、８２，８３，８４は乗算器である。周波数拡散部２４では、受け取
ったサブキャリア数分の変調信号と周波数拡散コードとを用いて、周波数拡散を行う。こ
の周波数拡散は、受け取ったサブキャリア数分の変調信号に、周波数拡散コードＣ（１，
１）～Ｃ（１，Ｎｓｕｂ）を乗算することにより実現される（各コードは±１で表現され
る）。また、周波数拡散コードは、一般的に、直交符号であるｗａｌｓｃｈ符号が用いら
れる。ここでは、パワーコントロール部２５に対して当該拡散変調後のサブキャリア信号
を出力する。
ここで、本実施の形態で用いられる周波数拡散コードについて説明する。第９図は、本実
施の形態におけるサブキャリアとサブキャリアごとに割り当てられた周波数拡散コード群
との関係を示す図であり、第１０図は、周波数拡散コード群の構成の一例を示す図である
。第９図では、周波数帯域上で使用できる全サブキャリア数が３２の場合を想定し、ここ
では、周波数拡散コード数が増えるほど周波数拡散コードの拡散率が小さくなる、という
関係が示されている。具体的にいうと、周波数拡散コードＣ１

１，Ｃ１
２，…，Ｃ１

３２

は、周波数拡散率が１（最も小さい）の場合の周波数拡散コード群を表し、第１０図（ａ
）のように、Ｃ１

１，Ｃ１
２，…，Ｃ１

３２＝１で表される。また、周波数拡散コードＣ

２
１，Ｃ２

２，…，Ｃ２
１６は、いずれも周波数拡散率が２の場合の周波数拡散コード群

を表し、第１０図（ｂ）のように、Ｃ２，１
ｉ＝（１，１），Ｃ２，２

ｉ＝（１，０）（
ｉ＝１～１６）という互いに直交する２種類の周波数拡散コードを有する。また、周波数
拡散コードＣ４

１，Ｃ４
２，…，Ｃ４

８は、いずれも周波数拡散率が４の場合の周波数拡
散コード群を表し、第１０図（ｃ）のように、Ｃ４，１

ｊ＝（１，１，１，１），Ｃ４，

２
ｊ＝（１，１，０，０），Ｃ４，３

ｊ＝（１，０，１，０），Ｃ４，４
ｊ＝（１，０，

０，１）（ｊ＝１～８）という互いに直交する４種類の周波数拡散コードを有する。さら
に、周波数拡散コードＣ８

１，Ｃ８
２，…，Ｃ８

４は、いずれも周波数拡散率が８の場合
の周波数拡散コード群を表し、第１０図（ｄ）のように、互いに直交する８種類の周波数
拡散コードを有し、周波数拡散コードＣ１６

１，Ｃ１６
２は、いずれも周波数拡散率が１

６の場合の周波数拡散コード群を表し、第１０図（ｅ）のように、互いに直交する１６種
類の周波数拡散コードを有する。なお、第１０図（ｅ）における（Ｃ）′はＣの補数を表
現したものである。
上記周波数拡散コードは、コード自体が直交符号の一つであるＨａｄａｍａｒｄ－Ｗａｌ
ｓｃｈ符号で表現されるものである。周波数拡散コードの生成方法は、一般化した場合、
以下の式（１）で表すことができる。
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なお、この周波数拡散コードを周波数拡散時に用いる場合には、各要素を１→＋１、０→
－１に変換した後、情報変調後のサブキャリア信号に対して乗算を行う。式（１）に示さ
れるような関係から明らかなように、周波数拡散コードは、特定の制約条件のもとで階層
的に直交関係が成立していることがわかる。
第１１図は、周波数拡散コードが階層的に直交している様子を示す図である。ここでは、
階層的に直交条件が成り立つ周波数拡散コードを周波数拡散符号に用いることで、複数の
周波数拡散率を有するチャネルのデータを、第１１図に示された特定の制約条件の下で送
信することができる。また、周波数拡散率を小さくした場合には、サブキャリア群数が増
加するため、送信データ速度を上げることができる。
第１２図は、データ・変調制御部４における、周波数拡散コードの割り当て方法を示すフ
ローチャートである。たとえば、移動局では、送信データの所要品質を保つため、基地局
へ送信するフレーム中に、受信時の受信信号電力対干渉電力比（ＳＩＲ）を利用して生成
する「受信信号品質情報」を挿入する。この受信信号品質情報は、チャネル割り当て要求
を行うためのものである。したがって、送信データのチャネルを確保するためのチャネル
割り当て要求を移動局から受け取った（ステップＳ１）データ・変調制御部４では、この
受信信号品質情報に基づいて符号化率を割り当てる（ステップＳ２）。すなわち、受信信
号品質情報に基づいて、畳み込み符号による誤り訂正の符号化率を設定する。なお、受信
信号品質情報に基づいて、移動局の受信状態が悪い場合には、符号化率を小さく設定し、
受信状態が良い場合には、符号化率を大きく設定する。
その後、データ・変調制御部４では、第１段階として、符号化率の逆数と同じサブキャリ
ア群数を割り当てる（ステップＳ３）。たとえば、符号化率を１／２、周波数拡散率を４
、とした場合、第９図における、周波数拡散コードＣ４

１，Ｃ４
２，…，Ｃ４

８の８つの
周波数拡散コード群における２つの周波数拡散コード群から、それぞれ一つずつ合計２つ
の周波数拡散コードを選択する。なお、選択する周波数拡散コードは、すでに他のユーザ
およびチャネルに占有されている周波数拡散コードと同じにならないようにする。このと
き、周波数拡散コードが確保できた場合（ステップＳ４，Ｙｅｓ）、データ・変調制御部
４では、設定可能ということで、サブキャリア群数，コード多重数，周波数拡散コードの
割り当てを決定する（ステップＳ５）。
一方、第１段階の設定で周波数拡散コードが確保できなかった場合（ステップＳ４，Ｎｏ
）、データ・変調制御部４では、第２段階として、送信データの伝送速度を維持しながら
周波数拡散コードの割り当てを行い、かつ利用できるサブキャリア群数を増やすために周
波数拡散率の再設定を行う。ここでは、４と設定していた１つあるいは複数のサブキャリ
ア群の周波数拡散率を２に変更し、同一帯域で利用できるサブキャリア群数を２倍にする
ことで、割り当て可能な周波数拡散コードを確保する（ステップＳ６）。このとき、周波
数拡散コートを確保できた場合（ステップＳ７，Ｙｅｓ）、データ・変調制御部４では、
設定可能ということで、サブキャリア群数，コード多重数，周波数拡散コードの割り当て
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を決定する（ステップＳ５）。
さらに、第２段階の設定で周波数拡散コードが確保できなかった場合（ステップＳ７，Ｎ
ｏ）、データ・変調制御部４では、第３段階として、周波数拡散率が４の同一サブキャリ
ア群内の周波数拡散コードを複数確保することを許容し、同一サブキャリア群内で多重化
するための周波数拡散コードを設定する（ステップＳ８）。このとき、周波数拡散コード
を確保できた場合（ステップＳ９，Ｙｅｓ）、データ・変調制御部４では、設定可能とい
うことで、サブキャリア群数，コード多重数，周波数拡散コードの割り当てを決定する（
ステップＳ５）。一方、周波数拡散コードを確保できなかった場合（ステップＳ９，Ｎｏ
）、データ・変調制御部４では、チャネル割り当てが失敗となる（ステップＳ１０）。な
お、上記周波数拡散コードの割り当て方法においては、第一段階のときにコード多重数を
１としているが、第一段階からコード多重数を１以上としてもよい。
以上のように設定された周波数拡散コードは、移動局に通知される情報として、第３図の
フレーム情報（１）～（Ｎｓｌｏｔ）により伝達される。
第１３図は、パワーコントロール部２５の構成を示す図である。第１３図において、９１
，９２，…，９３は乗算器である。パワーコントロール部２５では、乗算器９１，９２，
９３を用いて、パワーコントロール制御部５から送られてくるサブキャリア群単位のパワ
ーコントロール制御信号と、周波数拡散後のサブキャリア信号（１，１）～（１，Ｎｓｕ
ｂ）と、を乗算することで、各サブキャリア信号の振幅レベルをコントロールする。パワ
ーコントロール制御部５では、移動局から送信されるフレーム中に挿入された上記受信信
号品質情報に基づいて、パワーコントロール制御信号が生成される。なお、受信信号品質
情報の生成方法の詳細については後述する。
多重化部９ａでは、受け取った第１番目のチャネルにおけるパワーコントロール後のサブ
キャリア信号（１，１）～（１，Ｎｓｕｂ）、および第２～Ｍ番目のチャネルにおけるパ
ワーコントロール後のサブキャリア信号（１，１）～（１，Ｎｓｕｂ）、をそれぞれ多重
化し、複数の端末に対する多重化信号を生成する。その後、これらの多重化信号は、時間
拡散部１０ａに対して出力される。
第１４図は、時間拡散部１０ａの構成を示す図である。第１４図において、１０１は時間
拡散コード生成部であり、１０２，１０３，１０４は乗算器である。時間拡散部１０ａで
は、時間拡散コード生成部１０１から送られてくる、サブキャリア間で同一の時間拡散コ
ードと、多重化信号と、を乗算器１０２，１０３，１０４を用いてそれぞれ乗算すること
で、サブキャリア単位に時間拡散処理を行う。なお、時間拡散コードは、基地局が送信し
ようとしているエリア単位に固有のコードが割り当てられるものとし、ＰＮ系列のように
相関特性の優れたものが用いられる。ここでいうエリアとは、一般的に通信で用いられて
いるセクタ、あるいは基地局で送信時に形成する送信ビーム等、空間的に分離できるもの
を指している。
逆フーリエ変換部１１では、時間拡散部１０ａ，１０ｂ，１０ｃで得られたＮｓｃｇ×Ｎ
ｓｕｂ個のサブキャリア信号を用いて、逆フーリエ変換処理を行う。そして、周波数変換
部１２に対して逆フーリエ変換後の信号を出力する。なお、逆フーリエ変換部１１は、予
め設定された周波数帯域上の全サブキャリア数に対して逆フーリエ変換処理が行えるだけ
の入力数をもつ。
第１５図は、周波数変換部１２の構成を示す図である。第１５図において、１１１は周波
数発振器であり、１１２は乗算器であり、１１３はバンドパスフィルタである。周波数変
換部１２では、逆フーリエ変換後の信号に対して周波数発振器１１１出力の搬送波信号を
乗算し、さらに、バンドパスフィルタ１１３を用いて帯域制限を行うことで、送信信号を
生成し、その後、当該送信信号を、アンテナ１３を介して伝送路上に出力する。
つぎに、受信装置の動作について説明する。まず、受信装置では、周波数変換部３２が、
アンテナ３１を介して、周波数選択性フェージング等の影響を受けた送信信号を受け取る
。第１６図は、周波数変換部３２の構成を示す図である。第１６図において、１２１はバ
ンドパスフィルタであり、１２２は周波数シンセサイザであり、１２３は乗算器であり、
１２４はローパスフィルタである。周波数変換部３２では、受信信号に対してバンドパス
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フィルタ１２１による帯域制限を実施し、その後、帯域制限実施後の信号に対して周波数
シンセサイザ１２２が出力する搬送波周波数に同期した信号を乗算する。さらに、乗算後
の信号は、ローパスフィルタ１２４により低周波成分のみがろ波され、周波数変換後の信
号として出力される。
フーリエ変換部３３では、受け取った波形整形後の信号に対してフーリエ変換処理を行い
、Ｎｓｃｇ×Ｎｓｕｂ個のサブキャリア信号をサブキャリア選択部３４に対して出力する
。なお、フーリエ変換部３３は、予め設定された周波数帯域上の全サブキャリア数に対し
てフーリエ変換処理が行えるだけの出力数をもつ。
サブキャリア選択部３４では、すべてのサブキャリア信号のなかから、復調に使用するサ
ブキャリア群のサブキャリア信号を選択する。サブキャリア信号の選択は、データ・復調
制御部４３から送られてくるサブキャリア群数Ｎｓｃｇ，周波数拡散率Ｎｓｕｂ，および
周波数拡散コード、の情報に基づいて行われる。サブキャリア選択部３４による選択結果
は、時間逆拡散部３５ａ，３５ｂ，３５ｃに出力される。
第１７図は、時間逆拡散部３５ａ，３５ｂ，３５ｃの構成を示す図である。第１７図にお
いて、１３１は時間拡散コード生成部であり、１３２，１３３，１３４は乗算器であり、
１３５，１３６，１３７はインテグレート＆ダンプ（以降、Ｉ＆Ｄと呼ぶ）部である。な
お、サブキャリア群単位に設けられた各時間逆拡散部では、それぞれ同一の構成および動
作を有するため、ここでは、第１番目のサブキャリア群の時間逆拡散部３５ａの動作につ
いてのみ説明を行う。時間逆拡散部３５ａでは、まず、第１番目のサブキャリア群中のＮ
ｓｕｂ個のサブキャリア信号に対して、時間拡散コード生成部１３１で個別に生成された
時間拡散コードを乗算する。このとき、時間拡散コードは±１の値をとる。乗算後、各Ｉ
＆Ｄでは、サブキャリア単位の乗算器出力をそれぞれシンボル周期で積分し、その積分値
のクリアを行いながら時間逆拡散後のサブキャリア信号（１，１）～（１，Ｎｓｕｂ）を
生成する。その後、時間逆拡散後のサブキャリア信号は、Ｍ個のコード多重数分のサブキ
ャリア群復調処理部３６ａ～３８ａに対して出力される。コード多重数がＭであるという
情報は、データ・復調制御部４３から送られる。
上記時間逆拡散後のサブキャリア信号（１，１）～（１，Ｎｓｕｂ）は、伝送路上での遅
延波の影響を受けてマルチパス波となっており、たとえば、上記時間逆拡散処理によりＰ
個のパスに分離できるような場合には、Ｐ個のパス毎復調処理部５１，５２，５３単位に
復調処理が行われる。なお、各パス毎復調処理部は、それぞれ同一の復調処理を行うため
、ここでは、第１番目のパスに対するパス毎復調処理部５１の動作についてのみ説明を行
い、第２～第Ｐ番目のパスに対するその他のパス毎復調処理部の動作については説明を省
略する。
まず、周波数逆拡散部５４では、第１番目のパスに対するサブキャリア信号（１，１）～
（１，Ｎｓｕｂ）と、周波数拡散コードと、を乗算することで、周波数逆拡散処理を行う
。その後、周波数逆拡散処理後のサブキャリア信号（１，１）～（１，Ｎｓｕｂ）は、同
期検波部５５に出力される。なお、前記周波数拡散コードは、データ・復調制御部４３に
より設定される。
第１８図は、同期検波部５５の構成を示す図である。第１８図において、１４１，１５１
，１６１は伝送路推定部であり、１４２，１５２，１６２は複素共役値算出部であり、１
４３，１５３，１６３は絶対値算出部であり、１４４，１５４，１６４は除算器であり、
１４５，１５５，１６５は乗算器である。同期検波部５５では、周波数逆拡散処理後のサ
ブキャリア信号（１，１）～（１，Ｎｓｕｂ）を受け取り、フレーム中のスロット単位に
付加された既知系列を用いて同期検波を行う。ここでは、同期検波後のサブキャリア信号
（１，１）～（１，Ｎｓｕｂ）と、サブキャリア信号（１，１）～（１，Ｎｓｕｂ）の絶
対値算出結果と、を合成部５６に出力する。
具体的にいうと、まず、伝送路推定部１４１，１５１，１６１が、サブキャリア信号（１
，１）～（１，Ｎｓｕｂ）単位に、フレーム中のスロット毎に付加されたＮｐｉｌｏｔ個
の既知系列シンボルを同期加算し、個別に伝送路推定値を算出する。その後、これらの伝
送路推定結果は、それぞれ複素共役値算出部１４２，１５２，１６２と、絶対値算出部１
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４３，１５３，１６３と、に出力される。つぎに、各複素共役値算出部は、それぞれ伝送
路推定結果の複素共役値を算出し、また、各絶対値算出部では、それぞれ伝送路推定結果
の絶対値を算出する。つぎに、除算器１４４，１５４，１６４では、個別に受け取った複
素共役値をそれに対応する絶対値で除算し、ここで、サブキャリア単位に同期検波を行う
ために必要な位相成分を抽出する。最後に、乗算器１４５，１５５，１６５では、周波数
逆拡散後のサブキャリア信号（１，１）～（１，Ｎｓｕｂ）に対して、上記位相成分を乗
算する。
第１９図は、合成部５６の構成を示す図である。第１９図において、１７１，１７２は加
算器である。合成部５６では、加算器１７１が、同期検波後のサブキャリア信号（１，１
）～（１，Ｎｓｕｂ）をすべて加算し、第１番目のパスに対応するサブキャリア群（１）
信号を算出する。一方、加算器１７２が、上記各サブキャリア信号の絶対値算出結果をす
べて加算し、第１番目のパスに対応するサブキャリア群（１）信号の絶対値を算出する。
その後、第１番目のパスに関する対応するサブキャリア群（１）信号と、第１番目のパス
に対応するサブキャリア群（１）信号の絶対値算出結果は、他の（Ｐ－１）個のパスに対
応するパス毎復調処理部の出力とともに、パス合成部５７に出力される。
第２０図は、パス合成部５７の構成を示す図である。第２０図において、１８１，１８２
，１８３は乗算器であり、１８４は加算器である。パス合成部５７では、Ｐ個のパスに対
応するサブキャリア群（１）信号と、第１番目のパスに対応するサブキャリア群（１）信
号の絶対値算出結果と、を乗算する。そして、加算器１８４では、Ｐ個の乗算結果を加算
し、パス合成後のサブキャリア群（１）信号を出力する。パス合成部５７の出力は、第１
番目のサブキャリア群における第１番目のチャネルに対応するサブキャリア群復調処理部
３６ａの出力となり、第１番目のサブキャリア群における他の第２～Ｍ番目のチャネルに
対応するサブキャリア群復調処理部３７ａ，３８ａの出力とともに、Ｐ／Ｓ３９に出力さ
れる。また、同時に、第２～Ｎｓｃｇ番目のサブキャリア群における第１～Ｍ番目のチャ
ネルに対応するサブキャリア群復調処理部の出力も、Ｐ／Ｓ３９に出力される。
Ｐ／Ｓ３９では、すべてのサブキャリア群復調処理部からザブキャリア群信号を受け取り
、それらをシリアル信号に変換する。その後、そのシリアル信号は、第２１図に示すよう
に、縦のサイズがＮｒ（予め定められた整数）かつ横のサイズがＮｃ（予め定められた整
数）のブロックを備えるデインタリーバ４１に対して横方向に書き込まれ、さらに、縦方
向に読み出される。そして、ビタビ復号部４２では、受け取った並べ替え後の信号に対し
て、データ・復調制御部４３から送られる符号化率の設定信号に基づいて、既知のビタビ
復号を実施する。
また、Ｐ／Ｓ３９の出力は、データ・復調制御部４３に入力され、データ・復調制御部４
３では、Ｐ／Ｓ３９出力のなかから第３図のフレーム情報部分を判定し、フレーム情報を
得る。そして、データ・復調制御部４３では、フレーム情報から、復調制御に必要となる
符号化率，サブキャリア群数Ｎｓｃｇ，周波数拡散率Ｎｓｕｂ，周波数拡散コード，周波
数軸上でのコード多重数Ｍ、を情報として抽出する。これらの情報は、サブキャリア選択
部３４，第１，２～Ｎｓｃｇ番目のサブキャリア群復調処理部３６ａ～３８ａと、ビタビ
復号部４２と、を設定するための情報として出力される。
最後に、受信信号品質情報生成部４０の動作について説明を行う。受信信号品質情報生成
部４０では、まず、すべてのサブキャリア群復調処理部中の、Ｐ個のパス毎復調処理部か
ら、サブキャリア信号におけるフレーム内の既知系列部分に相当する信号を抽出する。さ
らに、その既知系列部分の信号を用いて、サブキャリア単位に受信信号電力対干渉電力比
（ＳＩＲ）を算出する。そして、得られた受信信号電力対干渉電力比は、サブキャリア群
単位に、すべてのチャネル、パスおよびサブキャリア間で合成され、その結果として、第
１，２～Ｎｓｃｇ番目のサブキャリア群のＳＩＲとなる。このサブキャリア群単位のＳＩ
Ｒは、それぞれ基地局からのフレーム情報（１）～（Ｎｓｌｏｔ）に基づいて、受信信号
品質が維持できる基準値として設定されたターゲットＳＩＲと比較される。このとき、サ
ブキャリア群単位のＳＩＲがターゲットＳＩＲよりも大きい場合には”１”と判定され、
逆に小さい場合には”０”と判定される。この判定結果は、移動局から基地局に送信する
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送信フレームに挿入され、基地局に通知されるとともに、パワーコントロール制御部５に
てパワーコントロール制御信号を生成するために用いられる。
なお、本実施の形態では、サブキャリア群単位にＭ個のチャネルが多重されている場合の
構成および動作について説明したが、必ずしもすべてのサブキャリア群のチャネルの多重
数がＭである必要はなく、サブキャリア群単位に異なるチャネルの多重数をとることとし
てもよい。
このように、本実施の形態においては、基地局からの送信信号が伝送路上で周波数選択性
フェージングの影響を受け、遅延波の広がりが大きいような場合でも、周波数方向の拡散
とともに、時間方向に拡散コードを割り当てて拡散し、さらに、遅延波のパス分解能力を
用いてパスを分離し、遅延波を有効に活用するパスダイバーシチを使用しているため、受
信信号品質（信号電力対干渉電力比（ＳＩＲ））を高めることができる。また、シンボル
内での干渉の影響が抑えられ、良好なビット誤り率特性を得ることができる。
また、本実施の形態においては、既知のパイロット系列を用いて、サブキャリア信号単位
に位相補償を行う同期検波を行った後、サブキャリア群内のサブキャリア信号の信号レベ
ルに応じたパス合成処理を行っているため、各サブキャリア信号の受信信号品質に応じた
パスダイバーシチ合成を行うことができる。
また、本実施の形態においては、情報伝送速度および符号化率に応じてチャネルを割り当
て、情報伝送速度によってサブキャリア群数およびサブキャリア群中のサブキャリア数を
可変とし、さらに、サブキャリア群単位に周波数拡散コードを階層的に割り当てているた
め、ユーザ単位に、あるいは使用するチャネル単位に割り当てる周波数拡散コードどうし
が直交した状態を維持したまま、周波数拡散率を可変にできる。これにより、周波数利用
効率を高めることができる。
また、本実施の形態においては、受信時に、周波数方向とともに時間方向にも拡散を行い
、セクタ間あるいはセル間で異なる時間拡散コードを使用することができるため、通信を
途切れさせることなく、かつ伝送路上で使用する周波数を変えずに、セクタ間あるいはセ
ル間でソフトハンドオーバを実行できる。
また、本実施の形態においては、サブキャリア単位に周波数選択性フェージングの影響の
受け方が大きく異なる場合でも、フレーム内に挿入された送信電力制御情報を用いて、サ
ブキャリア群単位で受信信号品質が同じになるように、基地局側の送信信号電力を制御し
ているため、干渉量を低減しつつ、サブキャリア群単位に受信信号品質を一定に保つこと
ができる。
実施の形態２．
本実施の形態のマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置は、前述の実施の形態１と同一の構成で
あるが、周波数軸上に配置するサブキャリアと周波数拡散コードとの関係が異なる。ここ
では、前述の実施の形態１と異なる部分についてのみ説明を行う。
第２２図は、サブキャリアとサブキャリアごとに割り当てられた周波数拡散コード群との
関係を示す図である。本実施の形態では、実施の形態１とは異なり、たとえば、周波数拡
散コードどうしの直交性と階層関係を保ちながら、ある一定の周波数間隔（サブキャリア
間隔）を空けて、周波数拡散コードが割り当てられるものである。ここでは、第１０図に
示す系列の要素が、第９図に示す周波数拡散コード間の直交性と階層関係とを保ちながら
、周期的に割り当てられている。
このように、本実施の形態においては、実施の形態１と同様の効果が得られるとともに、
さらに、一定の周波数間隔（サブキャリア間隔）を空けて、周波数拡散コードが割り当て
られているため、周波数選択性フェージングによりサブキャリア信号電力が落ち込んだ場
合でも、サブキャリア群単位の信号電力については減少を抑えることができ、これにより
、周波数ダイバーシチ効果を増大させることができる。
なお、上記の例では、周波数間隔を一定としたが、これに限るものではない。たとえば、
２つの異なる時間間隔を交互に用いてもよいし、３つの異なる時間間隔を予め決めておい
た順番で用いてもよい。
実施の形態３．
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本実施の形態のマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置は、前述の実施の形態１と同一の構成で
あるが、受信装置の同期検波部５５、合成部５６、パス合成部５７の内部構成および動作
が異なる。ここでは、前述の実施の形態１と異なる部分についてのみ説明を行う。
第２３図は、実施の形態３の同期検波部５５の構成を示す図である。第２３図において、
１９１，１９４，１９７は伝送路推定部であり、１９２，１９５，１９８は複素共役値算
出部であり、１９３，１９６，１９９は乗算器である。同期検波部５５では、逆拡散処理
後のサブキャリア信号（１，１）～（１，Ｎｓｕｂ）を受け取り、フレーム中のスロット
単位に付加された既知系列を用いて同期検波を行う。ここでは、同期検波後のサブキャリ
ア信号（１，１）～（１，Ｎｓｕｂ）を合成部５６に出力する。
具体的にいうと、まず、伝送路推定部１９１，１９４，１９７が、サブキャリア信号（１
，１）～（１，Ｎｓｕｂ）単位に、フレーム中のスロット毎に付加されたＮｐｉｌｏｔ個
の既知系列シンボルを同期加算し、個別に伝送路推定値を算出する。その後、これらの伝
送路推定結果は、それぞれ複素共役値算出部１９２，１９５，１９８に出力される。つぎ
に、各複素共役値算出部では、それぞれ伝送路推定結果の複素共役値を算出する。最後に
、乗算器１９３，１９６，１９９では、周波数逆拡散後のサブキャリア信号（１，１）～
（１，Ｎｓｕｂ）に対して、上記複素共役値を乗算する。ここでは、この乗算結果を、同
期検波部５５のサブキャリア信号出力として合成部５６に対して出力する。
第２４図は、実施の形態３の合成部５６の構成を示す図である。第２４図において、２０
１は加算器である。合成部５６では、加算器２０１が、同期検波後のサブキャリア信号（
１，１）～（１，Ｎｓｕｂ）をすべて加算し、第１番目のパスに対応するサブキャリア群
（１）信号を算出する。その後、第１番目のパスに関する対応するサブキャリア群（１）
信号は、他の（Ｐ－１）個のパスに対応するパス毎復調処理部の出力とともに、パス合成
部５７に出力される。
第２５図は、実施の形態３のパス合成部５７の構成を示す図である。第２５図において、
２１１は加算器である。パス合成部５７では、加算器２１１が、Ｐ個のパスに対応するサ
ブキャリア群（１）信号を加算し、パス合成後のサブキャリア群（１）信号を出力する。
パス合成部５７の出力は、第１番目のサブキャリア群における第１番目のチャネルに対応
するサブキャリア群復調処理部３６ａの出力となり、第１番目のサブキャリア群における
他の第２～Ｍ番目のチャネルに対応するサブキャリア群復調処理部３７ａ，３８ａの出力
とともに、Ｐ／Ｓ３９に出力される。また、同時に、第２～Ｎｓｃｇ番目のサブキャリア
群における第１～Ｍ番目のチャネルに対応するサブキャリア群復調処理部の出力も、Ｐ／
Ｓ３９に出力される。
このように、本実施の形態においては、実施の形態１と同様の効果が得られるとともに、
さらに、サブキャリア信号単位に、既知のパイロット系列により推定された伝送路推定値
に基づいて同期検波を行った後、サブキャリア群内のサブキャリア信号の合成処理および
パス合成処理を行っているため、各サブキャリア信号の受信信号品質に応じたパスダイバ
ーシチ合成を行うことができる。
実施の形態４．
本実施の形態のマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置は、前述の実施の形態１と同一の構成で
あるが、受信装置の同期検波部５５の内部構成および動作が異なる。ここでは、前述の実
施の形態１と異なる部分についてのみ説明を行う。
第２６図は、実施の形態４の同期検波部５５の構成を示す図である。第２６図において、
２２１，２３１，２４１は干渉量推定部であり、２２２，２３２，２４２は除算器である
。同期検波部５５では、逆拡散処理後のサブキャリア信号（１，１）～（１，Ｎｓｕｂ）
を受け取り、フレーム中のスロット単位に付加された既知系列を用いて同期検波を行う。
ここでは、同期検波後のサブキャリア信号（１，１）～（１，Ｎｓｕｂ）と、サブキャリ
ア信号（１，１）～（１，Ｎｓｕｂ）の絶対値算出結果と、を合成部５６に出力する。
具体的にいうと、まず、伝送路推定部１４１，１５１，１６１が、サブキャリア信号（１
，１）～（１，Ｎｓｕｂ）単位に、フレーム中のスロット毎に付加されたＮｐｉｌｏｔ個
の既知系列シンボルを同期加算し、個別に伝送路推定値を算出する。



(27) JP 4808907 B2 2011.11.2

10

20

30

40

50

また、干渉量推定部２２１，２３１，２４１では、周波数逆拡散後のサブキャリア信号（
１，１）～（１，Ｎｓｕｂ）のフレーム中のスロット毎に付加されたＮｐｉｌｏｔ個の既
知系列シンボルを用いて、数シンボルあるいは数スロット分にわたって既知系列シンボル
の観測を行い、分散値を算出することにより干渉電力値を算出する。
その後、これらの伝送路推定結果は、それぞれ複素共役値算出部１４２，１５２，１６２
と、絶対値算出部１４３，１５３，１６３と、に出力される。つぎに、各複素共役値算出
部は、それぞれ伝送路推定結果の複素共役値を算出し、また、各絶対値算出部では、それ
ぞれ伝送路推定結果の絶対値を算出する。つぎに、除算器１４４，１５４，１６４では、
個別に受け取った複素共役値をそれに対応する絶対値で除算し、ここで、サブキャリア単
位に同期検波を行うために必要な位相成分を抽出する。つぎに、乗算器１４５，１５５，
１６５では、周波数逆拡散後のサブキャリア信号（１，１）～（１，Ｎｓｕｂ）に対して
、上記位相成分を乗算する。
最後に、除算器２２２，２３２，２４２では、乗算器１４５，１５５，１６５の出力をそ
れぞれ先に算出した干渉電力値で除算する。
このように、本実施の形態においては、実施の形態１と同様の効果が得られるとともに、
サブキャリア信号単位に、既知のパイロット系列により推定された伝送路推定値に基づい
て同期検波を行った後、サブキャリア群内のサブキャリア信号の信号レベルおよび干渉量
に基づいた、合成処理およびパス合成処理を行っているため、各サブキャリア信号の受信
信号品質に応じたパスダイバーシチ合成を行うことができる。
実施の形態５．
本実施の形態のマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置は、前述の実施の形態１と同一の構成で
あるが、受信装置の同期検波部５５の内部構成および動作が異なる。ここでは、前述の実
施の形態１と異なる部分についてのみ説明を行う。
第２７図は、実施の形態５の同期検波部５５の構成を示す図である。第２７図において、
２５１，２６１，２７１は干渉量推定部であり、２５２，２６２，２７２は除算器である
。同期検波部５５では、逆拡散処理後のサブキャリア信号（１，１）～（１，Ｎｓｕｂ）
を受け取り、フレーム中のスロット単位に付加された既知系列を用いて同期検波を行う。
ここでは、同期検波後のサブキャリア信号（１，１）～（１，Ｎｓｕｂ）を合成部５６に
出力する。
具体的にいうと、まず、伝送路推定部１９１，１９４，１９７が、サブキャリア信号（１
，１）～（１，Ｎｓｕｂ）単位に、フレーム中のスロット毎に付加されたＮｐｉｌｏｔ個
の既知系列シンボルを同期加算し、個別に伝送路推定値を算出する。
また、干渉量推定部２５１，２６１，２７１では、周波数逆拡散後のサブキャリア信号（
１，１）～（１，Ｎｓｕｂ）のフレーム中のスロット毎に付加されたＮｐｉｌｏｔ個の既
知系列シンボルを用いて、数シンボルあるいは数スロット分にわたって既知系列シンボル
の観測を行い、分散値を算出することにより干渉電力値を算出する。
その後、これらの伝送路推定結果は、それぞれ複素共役値算出部１９２，１９５，１９８
に出力される。つぎに、各複素共役値算出部では、それぞれ伝送路推定結果の複素共役値
を算出する。つぎに、乗算器１９３，１９６，１９９では、周波数逆拡散後のサブキャリ
ア信号（１，１）～（１，Ｎｓｕｂ）に対して、上記複素共役値を乗算する。
最後に、除算器２５２，２６２，２７２では、乗算器１９３，１９６，１９９の出力をそ
れぞれ先に算出した干渉電力値で除算する。
このように、本実施の形態においては、実施の形態１と同様の効果が得られるとともに、
さらに、サブキャリア信号単位に、既知のパイロット系列により推定された伝送路推定値
に基づいて同期検波を行った後、サブキャリア群内のサブキャリア信号の信号レベルおよ
び干渉量に基づいた、合成処理およびパス合成処理を行っているため、各サブキャリア信
号の受信信号品質に応じたパスダイバーシチ合成を行うことができる。
実施の形態６．
本実施の形態のマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置は、前述の実施の形態１とほぼ同一の構
成であるが、送信装置において多重化部９ａ～９ｃの前のサブキャリア群変調処理部内に
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時間拡散部が設けられている点、また、受信装置においてチャネル毎に設けられているサ
ブキャリア群復調部内に時間逆拡散部が設けられている点が、実施の形態１と異なる。こ
こでは、前述の実施の形態１と異なる部分についてのみ説明を行う。
第２８図は、本実施の形態の送信装置の構成を示す図である。第２８図において、２８１
はデータ・変調制御部であり、２８２ａ，２８２ｂ，２８２ｃ，２８３ａ，２８３ｂ，２
８３ｃ，２８４ａ，２８４ｂ，２８４ｃは、チャネル毎に設けられた第１，２，Ｎｓｃｇ
番目のサブキャリア群変調処理部であり、２９１は時間拡散部である。
また、第２９図は、本実施の形態の受信装置の構成を示す図である。第２９図において、
３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃ，３６２ａ，３０２ｂ，３０２ｃ，３０３ａ，３０３ｂ，
３０３ｃは、多重するチャネル毎に設けられた第１，２，Ｎｓｃｇ番目のサブキャリア群
復調処理部であり、３１１は時間逆拡散部であり、３１２はデータ・復調制御部である。
以下、本実施の形態の送信装置および受信装置の動作を第２８図、第２９図を用いて詳細
に説明する。ここでは、基地局と複数端末によるデータ送受信を想定する。まず、送信装
置の動作について説明する。
第３０図は、実施の形態６の時間拡散部２９１の構成を示す図である。第３０図において
、３２１は第１の時間拡散コード生成部であり、３２２，３２３，３２４は乗算器であり
、３２５は第２の時間拡散コード生成部であり、３２６，３２７，３２８は乗算器である
。時間拡散部２９１では、第１の時間拡散コード生成部３２１から送られてくるサブキャ
リア間で同一の時間拡散コードと、パワーコントロール後のサブキャリア信号（１，１）
～（１，Ｎｓｕｂ）と、を乗算器３２２，３２３，３２４を用いてそれぞれ乗算すること
で、サブキャリア単位に時間拡散処理を行う。なお、第１の時間拡散コードは、基地局が
送信しようとしているエリア単位に固有のコードが割り当てられるものとし、ＰＮ系列の
ように相関特性の優れたものが用いられる。
また、時間拡散部２９１では、第２の時間拡散コード生成部３２５から送られてくる、サ
ブキャリア間で同一でありかつサブキャリア群中のチャネル毎に直交した時間拡散コード
と、乗算器３２２，３２３，３２４のサブキャリア信号出力と、を乗算器３２６，３２７
，３２８を用いてそれぞれ乗算することで、サブキャリア単位に時間拡散処理を行う。な
お、第２の時間拡散コードは、実施の形態１において周波数拡散コードとして用いた、直
交性に優れた直交符号の一つである、たとえば、Ｈａｄａｍａｒｄ－Ｗａｌｓｃｈ符号を
用いる。
第３１図は、データ・変調制御部２８１における、周波数拡散コードおよび第２の時間拡
散コードの割り当て方法を示すフローチャートである。たとえば、移動局では、送信デー
タの所要品質を保つため、基地局へ送信するフレーム中に、受信時の受信信号電力対干渉
電力比（ＳＩＲ）を利用して生成する「受信信号品質情報」を挿入する。したがって、送
信データのチャネルを確保するためのチャネル割り当て要求を受け取った（ステップＳ２
１）データ・変調制御部２８１では、この受信信号品質情報に基づいて符号化率を割り当
てる（ステップＳ２２）。すなわち、受信信号品質情報に基づいて、畳み込み符号による
誤り訂正の符号化率を設定する。なお、受信信号品質情報に基づいて、移動局の受信状態
が悪い場合には、符号化率を小さく設定し、受信状態が良い場合には、符号化率を大きく
設定する。
その後、データ・変調制御部２８１では、第１段階として、符号化率の逆数と同じサブキ
ャリア群数を割り当てる（ステップＳ２３）。なお、周波数拡散コードおよび第２の時間
拡散コードは、すでに他のユーザおよびチャネルに占有されている周波数拡散コードとは
同じにならないようにする。このとき、周波数拡散コードおよび第２の時間拡散コードが
確保できた場合（ステップＳ２４，Ｙｅｓ）、データ・変調制御部２８１では、設定可能
ということで、サブキャリア群数、周波数拡散コードおよび第２の時間拡散コードのコー
ド多重数、周波数拡散コードおよび第２の時間拡散コードの割り当てを決定する（ステッ
プＳ２５）。
一方、第１の段階の設定で周波数拡散コードおよび第２の時間拡散コードが確保できなか
った場合（ステップＳ２４，Ｎｏ）、データ・変調制御部２８１では、第２段階として、
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送信データの伝送速度を維持しながら周波数拡散コードの割り当てを行い、かつ利用でき
る周波数拡散コード数を増やすために周波数拡散率の再設定を行う。ここでは、周波数拡
散率を下げることで同一帯域で利用できるサブキャリア群数を増やし、割り当て可能な周
波数拡散コードを確保する（ステップＳ２６）。このとき、周波数拡散コードを確保でき
た場合（ステップＳ２７，Ｙｅｓ）、データ・変調制御部２８１では、設定可能というこ
とで、サブキャリア群数、周波数拡散コードおよび第２の時間拡散コードのコード多重数
、周波数拡散コードおよび第２の時間拡散コードの割り当てを決定する（ステップＳ２５
）。
また、第２段階の設定で周波数拡散コードおよび第２の時間拡散コードが確保できなかっ
た場合（ステップＳ２７、Ｎｏ）、データ・変調制御部２８１では、第３段階として、同
一サブキャリア群内の周波数拡散コードを複数確保することを許容し、同一サブキャリア
群内で多重化するための周波数拡散コードを再設定する（ステップＳ２８）。このとき、
周波数拡散コードを確保できた場合（ステップＳ２９，Ｙｅｓ）、データ・変調制御部２
８１では、設定可能ということで、サブキャリア群数、周波数拡散コードおよび第２の時
間拡散コードのコード多重数、周波数拡散コードおよび第２の時間拡散コードの割り当て
を決定する（ステップＳ２５）。
また、第３段階の設定で周波数拡散コードおよび第２の時間拡散コードが確保できなかっ
た場合（ステップＳ２９、Ｎｏ）、データ・変調制御部２８１では、第４段階として、同
一サブキャリア群内の周波数拡散コードを複数確保するとともに、時間軸上で多重化する
ための時間拡散コードの多重数をさらに増加させる（ステップＳ３０）。このとき、周波
数拡散コードおよび第２の時間拡散コードが確保できた場合（ステップＳ３１，Ｙｅｓ）
、データ・変調制御部２８１では、設定可能ということで、サブキャリア群数、周波数拡
散コードおよび第２の時間拡散コードのコード多重数、周波数拡散コードおよび第２の時
間拡散コードの割り当てを決定する（ステップＳ２５）。一方、周波数拡散コードおよび
第２の時間拡散コードが確保できなかった場合には（ステップＳ３１，Ｎｏ）、データ・
変調制御部２８１では、チャネル割り当てが失敗となる（ステップＳ３２）。
以上のように設定された周波数拡散コードおよび第２の時間拡散コードは、移動局に通知
される情報として、実施の形態１と同様、第３図のフレーム情報（１）～（Ｎｓｌｏｔ）
により伝達される。
つぎに、受信装置の動作について説明する。第３２図は、実施の形態６の時間逆拡散部２
９１の構成を示す図である。第３２図において、３３１は、第２の時間拡散コード生成部
であり、３３２，３３３，３３４，３３６，３３７，３３８は乗算器であり、３３５は第
１の時間拡散コード生成部であり、３３９，３４０，３４１はＩ＆Ｄである。時間逆拡散
部２９１では、まず、各サブキャリア信号に対して、データ・復調制御部３１２から送ら
れる第２の時間拡散コード情報に基づいて、第２の時間拡散コード生成部３３１で個別に
生成された第２の時間拡散コードを乗算する。つぎに、時間逆拡散部２９１では、乗算器
３３２，３３３，３３４の出力に対して、データ・復調制御部３１２から送られる第１の
時間拡散コード情報に基づいて、第１の時間拡散コード生成部３３５で個別に生成された
第１の時間拡散コードを乗算する。乗算後、各Ｉ＆Ｄでは、サブキャリア単位の乗算器出
力をそれぞれシンボル周期で積分し、その積分値のクリアを行いながら時間逆拡散後のサ
ブキャリア信号（１，１）～（１，Ｎｓｕｂ）を生成する。
なお、本実施の形態では、第２８図において、パワーコントロール部２５による送信電力
制御後に、時間拡散部２９１により時間拡散処理を行う場合について説明したが、たとえ
ば、時間拡散部２９１による時間拡散処理の後に、パワーコントロール部２５による送信
電力制御を行うこととしてもよい。
このように、本実施の形態においては、実施の形態１～５と同様の効果が得られるととも
に、さらに、周波数拡散コードおよび時間拡散コードを、ユーザ単位あるいは使用するチ
ャネル単位に割り当てられるため、チャネル容量を増やすことができ、これにより、周波
数利用効率を高めることができる。
実施の形態７．
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本実施の形態のマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置は、前述の実施の形態６と同一の構成で
あるが、周波数拡散コードおよび第２の第２の時間拡散コードの割り当て方法が異なる。
ここでは、前述の実施の形態１および６と異なる部分についてのみ説明を行う。
第３３図は、周波数拡散コードおよび第２の時間拡散コードの割り当て方法を示すフロー
チャートである。たとえば、実施の形態６の第４段階では、第２の時間拡散コードのコー
ド多重数を増加させている。しかしながら、本実施の形態の第４段階では、第２の時間拡
散コードのコード多重数は増加させず、フレーム作成部２１においてフレームを形成する
際に、たとえば、データシンボルのシンボル速度を２倍にし、サブキャリア信号の信号帯
域を変えないように、かつ同一のサブキャリア群中の異なる時間拡散コードの直交性がく
ずれないように、第２の時間拡散コードの時間拡散率を１／２に減少させる（ステップＳ
４１）。
なお、本実施の形態では、第２の時間拡散コードの時間拡散率を１／２に減少させる例に
ついて説明したが、これに限らず、たとえば、時間拡散率の減少の度合いをそれ以外の値
としてもよい。
このように、本実施の形態においては、実施の形態１～５と同様の効果が得られるととも
に、時間拡散コードのコード多重数を増加させず、周波数拡散コードおよび時間拡散コー
ドを、ユーザ単位あるいは使用するチャネル単位に割り当てられるため、チャネル容量を
増やすことができ、これにより、周波数利用効率を高めることができる。
以上、説明したとおり、本発明によれば、基地局からの送信信号が伝送路上で周波数選択
性フェージングの影響を受け、遅延波の広がりが大きいような場合でも、周波数方向の拡
散とともに、時間方向に拡散コードを割り当てて拡散し、さらに、遅延波のパス分解能力
を用いてパスを分離し、遅延波を有効に活用するパスダイバーシチを使用しているため、
受信信号品質を高めることができる。これにより、シンボル内での干渉の影響が抑えられ
、良好なビット誤り率特性を実現することが可能なマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置を得
ることができる、という効果を奏する。また、本発明によれば、受信時に、周波数方向と
ともに時間方向にも拡散を行い、セクタ間あるいはセル間で異なる時間拡散コードを使用
することができるため、通信を途切れさせることなく、かつ伝送路上で使用する周波数を
変えずに、ソフトハンドオーバを実行可能なマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置を得ること
ができる、という効果を奏する。
つぎの発明によれば、サブキャリア単位に周波数選択性フェージングの影響の受け方が大
きく異なる場合でも、フレーム内に挿入された送信電力制御情報を用いて、サブキャリア
群単位で受信信号品質が同じになるように、基地局側の送信信号電力を制御しているため
、干渉量を低減しつつ、サブキャリア群単位に受信信号品質を一定に保つことができる、
という効果を奏する。
つぎの発明によれば、情報伝送速度および符号化率に応じてチャネルを割り当て、さらに
、サブキャリア群単位に周波数拡散コードを階層的に割り当てているため、ユーザ単位に
、あるいは使用するチャネル単位に割り当てる周波数拡散コードどうしが直交した状態を
維持したまま、周波数拡散率を可変にできる。これにより、周波数利用効率を高めること
ができる、という効果を奏する。
つぎの発明によれば、所定の周波数間隔を空けて、周波数拡散コードが割り当てられてい
るため、周波数選択性フェージングによりサブキャリア信号電力が落ち込んだ場合でも、
サブキャリア群単位の信号電力については減少を抑えることができ、これにより、周波数
ダイバーシチ効果を増大させることができる、という効果を奏する。
つぎの発明によれば、既知のパイロット系列を用いて、サブキャリア信号単位に位相補償
を行う同期検波を行った後、サブキャリア群内のサブキャリア信号の信号レベルに応じた
パス合成処理を行っているため、各サブキャリア信号の受信信号品質に応じたパスダイバ
ーシチ合成を行うことができる、という効果を奏する。
つぎの発明によれば、サブキャリア信号単位に、既知のパイロット系列により推定された
伝送路推定値に基づいて同期検波を行った後、サブキャリア群内のサブキャリア信号の合
成処理およびパス合成処理を行っているため、各サブキャリア信号の受信信号品質に応じ
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たパスダイバーシチ合成を行うことができる、という効果を奏する。
つぎの発明によれば、サブキャリア信号単位に、既知のパイロット系列により推定された
伝送路推定値に基づいて同期検波を行った後、サブキャリア群内のサブキャリア信号の信
号レベルおよび干渉量に基づいた、合成処理およびパス合成処理を行っているため、各サ
ブキャリア信号の受信信号品質に応じたパスダイバーシチ合成を行うことができる、とい
う効果を奏する。
つぎの発明によれば、サブキャリア信号単位に、既知のパイロット系列により推定された
伝送路推定値に基づいて同期検波を行った後、サブキャリア群内のサブキャリア信号の信
号レベルおよび干渉量に基づいた、合成処理およびパス合成処理を行っているため、各サ
ブキャリア信号の受信信号品質に応じたパスダイバーシチ合成を行うことができる、とい
う効果を奏する。
つぎの発明によれば、基地局からの送信信号が伝送路上で周波数選択性フェージングの影
響を受け、遅延波の広がりが大きいような場合でも、周波数方向の拡散とともに、時間方
向に拡散コードを割り当てて拡散し、さらに、遅延波のパス分解能力を用いてパスを分離
し、遅延波を有効に活用するパスダイバーシチを使用しているため、受信信号品質を高め
ることができる。これにより、シンボル内での干渉の影響が抑えられ、良好なビット誤り
率特性を実現することが可能なマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置を得ることができる、と
いう効果を奏する。また、本発明によれば、受信時に、周波数方向とともに時間方向にも
拡散を行い、セクタ間あるいはセル間で異なる時間拡散コードを使用することができるた
め、通信を途切れさせることなく、かつ伝送路上で使用する周波数を変えずに、ソフトハ
ンドオーバを実行可能なマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置を得ることができる、という効
果を奏する。
つぎの発明によれば、サブキャリア単位に周波数選択性フェージングの影響の受け方が大
きく異なる場合でも、フレーム内に挿入された送信電力制御情報を用いて、サブキャリア
群単位で受信信号品質が同じになるように、基地局側の送信信号電力を制御しているため
、干渉量を低減しつつ、サブキャリア群単位に受信信号品質を一定に保つことができる、
という効果を奏する
つぎの発明によれば、周波数拡散コードおよび時間拡散コードを、ユーザ単位あるいは使
用するチャネル単位に割り当てられるため、チャネル容量を増やすことができ、これによ
り、周波数利用効率を大幅に高めることができる、という効果を奏する。
つぎの発明によれば、時間拡散コードのコード多重数を増加させずに、周波数拡散コード
および時間拡散コードを、ユーザ単位あるいは使用するチャネル単位に割り当てられるた
め、チャネル容量を増やすことができ、これにより、周波数利用効率を高めることができ
る、という効果を奏する。
つぎの発明によれば、既知のパイロット系列を用いて、サブキャリア信号単位に位相補償
を行う同期検波を行った後、サブキャリア群内のサブキャリア信号の信号レベルに応じた
パス合成処理を行っているため、各サブキャリア信号の受信信号品質に応じたパスダイバ
ーシチ合成を行うことができる、という効果を奏する。
つぎの発明によれば、サブキャリア信号単位に、既知のパイロット系列により推定された
伝送路推定値に基づいて同期検波を行った後、サブキャリア群内のサブキャリア信号の合
成処理およびパス合成処理を行っているため、各サブキャリア信号の受信信号品質に応じ
たパスダイバーシチ合成を行うことができる、という効果を奏する。
つぎの発明によれば、サブキャリア信号単位に、既知のパイロット系列により推定された
伝送路推定値に基づいて同期検波を行った後、サブキャリア群内のサブキャリア信号の信
号レベルおよび干渉量に基づいた、合成処理およびパス合成処理を行っているため、各サ
ブキャリア信号の受信信号品質に応じたパスダイバーシチ合成を行うことができる、とい
う効果を奏する。
つぎの発明によれば、サブキャリア信号単位に、既知のパイロット系列により推定された
伝送路推定値に基づいて同期検波を行った後、サブキャリア群内のサブキャリア信号の信
号レベルおよび干渉量に基づいた、合成処理およびパス合成処理を行っているため、各サ
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ブキャリア信号の受信信号品質に応じたパスダイバーシチ合成を行うことができる、とい
う効果を奏する。
つぎの発明によれば、基地局からの送信信号が伝送路上で周波数選択性フェージングの影
響を受け、遅延波の広がりが大きいような場合でも、信号変調手段が周波数方向に拡散コ
ードを割り当てて拡散し、さらに時間拡散手段が時間方向に拡散コードを割り当てて拡散
しているため、受信信号品質を大幅に高めることが可能なマルチキャリアＣＤＭＡ送信装
置を得ることができる、という効果を奏する。
つぎの発明によれば、基地局からの送信信号が伝送路上で周波数選択性フェージングの影
響を受け、遅延波の広がりが大きいような場合でも、信号変調手段が、周波数方向の拡散
とともに、時間方向に拡散コードを割り当てて拡散しているため、受信信号品質を大幅に
高めることが可能なマルチキャリアＣＤＭＡ送信装置を得ることができる、という効果を
奏する。
つぎの発明によれば、基地局からの送信信号が伝送路上で周波数選択性フェージングの影
響を受け、遅延波の広がりが大きいような場合でも、時間逆拡散手段が時間方向の逆拡散
を行い、信号復調手段が周波数方向の逆拡散を行い、さらに、遅延波のパス分解能力を用
いてパスを分離し、遅延波を有効に活用するパスダイバーシチを使用しているため、受信
信号品質を大幅に高めることが可能なマルチキャリアＣＤＭＡ受信装置を得ることができ
る、という効果を奏する。
つぎの発明によれば、基地局からの送信信号が伝送路上で周波数選択性フェージングの影
響を受け、遅延波の広がりが大きいような場合でも、信号復調手段が、時間方向の逆拡散
と周波数方向の逆拡散とを行い、さらに、遅延波のパス分解能力を用いてパスを分離し、
遅延波を有効に活用するパスダイバーシチを使用しているため、受信信号品質を大幅に高
めることが可能なマルチキャリアＣＤＭＡ受信装置を得ることができる、という効果を奏
する。
産業上の利用可能性
以上のように、本発明にかかるマルチキャリアＣＤＭＡ通信装置、マルチキャリアＣＤＭ
Ａ送信装置、およびマルチキャリアＣＤＭＡ受信装置は、マルチキャリアＣＤＭＡ方式を
用いた多元接続方式を採用する移動体通信システムに適しており、周波数選択性フェージ
ングの影響を受ける通信環境においても、良好なビット誤り率特性を得るのに有用である
。
【図面の簡単な説明】
第１図は、実施の形態１のマルチキャリアＣＤＭＡ送信装置の構成を示す図であり、第２
図は、実施の形態１のマルチキャリアＣＤＭＡ受信装置の構成を示す図であり、第３図は
、サブキャリア単位の送信スロットのフォーマットを示す図であり、第４図は、インタリ
ーバの構成を示す図であり、第５図は、フレーム作成部の構成を示す図であり、第６図は
、コピー部の構成を示す図であり、第７図は、情報変調部の構成を示す図であり、第８図
は、周波数拡散部の構成を示す図であり、第９図は、サブキャリアとサブキャリアごとに
割り当てられた周波数拡散コード群との関係を示す図であり、第１０図は、周波数拡散コ
ード群の構成の一例を示す図であり、第１１図は、周波数拡散コードが階層的に直交して
いる様子を示す図であり、第１２図は、周波数拡散コードの割り当て方法を示すフローチ
ャートであり、第１３図は、パワーコントロール部の構成を示す図であり、第１４図は、
時間拡散部の構成を示す図であり、第１５図は、周波数変換部の構成を示す図であり、第
１６図は、周波数変換部の構成を示す図であり、第１７図は、時間逆拡散部の構成を示す
図であり、第１８図は、同期検波部の構成を示す図であり、第１９図は、合成部の構成を
示す図であり、第２０図は、パス合成部の構成を示す図であり、第２１図は、デインタリ
ーバの構成を示す図であり、第２２図は、実施の形態２におけるサブキャリアと周波数拡
散コード群との関係を示す図であり、第２３図は、実施の形態３の同期検波部の構成を示
す図であり、第２４図は、実施の形態３の合成部の構成を示す図であり、第２５図は、実
施の形態３のパス合成部の構成を示す図であり、第２６図は、実施の形態４の同期検波部
の構成を示す図であり、第２７図は、実施の形態５の同期検波部の構成を示す図であり、



(33) JP 4808907 B2 2011.11.2

10

第２８図は、実施の形態６の送信装置の構成を示す図であり、第２９図は、実施の形態６
の受信装置の構成を示す図であり、第３０図は、実施の形態６の時間拡散部の構成を示す
図であり、第３１図は、周波数拡散コードおよび第２の時間拡散コードの割り当て方法を
示すフローチャートであり、第３２図は、実施の形態６の時間逆拡散部の構成を示す図で
あり、第３３図は、周波数拡散コードおよび第２の時間拡散コードの割り当て方法を示す
フローチャートであり、第３４図は、従来のマルチキャリアＣＤＭＡ送信装置の構成を示
す図であり、第３５図は、従来のマルチキャリアＣＤＭＡ受信装置の構成を示す図であり
、第３６図は、サブキャリア単位の送信スロットのフォーマットを示す図であり、第３７
図は、周波数選択性フェージング伝送路のインパルス応答の一例を示す図であり、第３８
図は、ガードインターバル付加部の処理を示す図であり、第３９図は、周波数軸上で表現
された送信信号を示す図である。
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