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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　識別子をそれぞれに付されたｍ個の第１の入力端を有し、該第１の入力端で受けたｍ個
のベースバンド信号に対して指定されたフェージング処理をしてｎ個のフェージング信号
を生成し、出力する演算部（２２）と、
　ｍ個の第２の入力端を有し、該第２の入力端で前記識別子と前記ベースバンド信号を含
む送信信号を受けて、前記送信信号に含まれる識別子を検出して、該送信信号に含まれる
識別子と同一の識別子が付された前記第１の入力端へ、該送信信号に含まれる識別子と共
に含まれたベースバンド信号を入力させる入力制御部（２１）と、
　を備えたことを特徴とするフェージングシミュレータ。
【請求項２】
　前記入力制御部は、
　前記ｍ個の第２の入力端子を有し、該第２の入力端で前記識別子と前記ベースバンド信
号を含む送信信号を受けて、前記送信信号に含まれる識別子を検出して、検出した該識別
子とその該識別子を含む送信信号を受けた前記第２の入力端を特定する情報との組み合わ
せ情報を生成する入力情報検出部（２１ｂ）と、
　前記組み合わせ情報を参照して、前記第２の入力端で受けた前記送信信号に含まれるベ
ースバンド信号を、当該第２の入力端を特定する情報と組み合わせられた識別子と同一の
識別子が付された前記第１の入力端へ入力させる入力切換部（２１ａ）と、
　を備えたことを特徴とする請求項１に記載のフェージングシミュレータ。
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【請求項３】
　前記送信信号は前記識別子と該識別子に対応する前記ベースバンド信号を含むパケット
信号であり、
　前記識別子は前記入力情報検出部に送信され、対応するベースバンド信号は前記入力切
換部に送信される
　ことを特徴とする請求項２に記載のフェージングシミュレータ。
【請求項４】
　前記演算部は、前記ｍ個のベースバンド信号のそれぞれに対して前記ｎ個分の重み付け
をして加算する前記フェージング処理を行う
　ことを特徴とする請求項１に記載のフェージングシミュレータ。
【請求項５】
　複数の異なるベースバンド信号を生成するベースバンド信号生成部（１１）と、該複数
のベースバンド信号を受けてそれぞれを搬送波に乗せて被試験移動体通信端末へ出力する
送信部（１２１）と、フェージング試験モードにおいて、前記ベースバンド信号を受けて
、指定されたフェージングを生じさせてフェージングが生じたフェージング信号を前記送
信部へ入力させるフェージングシミュレータ（２０）とを備えた移動体端末試験システム
であって、
　前記フェージング試験モードにおいて前記ベースバンド信号生成部は、異なるベースバ
ンド信号ごとに異なる識別子を付した送信信号を出力し、
　前記フェージングシミュレータは、
　ｍ個の識別子をそれぞれに付されたｍ個の第１の入力端を有し、該第１の入力端で受け
た複数のベースバンド信号に対して指定されたフェージング処理をしてｎ個のフェージン
グ処理された前記フェージング信号を出力する演算部（２２）と、
　ｍ個の第２の入力端を有し、該第２の入力端で前記識別子と前記ベースバンド信号を含
む送信信号を受けて、前記送信信号に含まれる識別子を検出して、該送信信号に含まれる
識別子と同一の識別子が付された前記第１の入力端へ、該送信信号に含まれる識別子と共
に含まれたベースバンド信号を入力させる入力制御部（２１）と、
　を備えたことを特徴とする移動体端末試験システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動体通信端末と基地局との間の空間伝搬によって生じるフェージングを模
擬するフェージング処理の技術に関し、特に基地局模擬装置とフェージングシミュレータ
との接続を自動認識するための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話やモバイル端末等の移動体通信端末が急速に発達している。基地局から
移動体通信端末に到達する電波は、その伝搬経路の地形や構造物などによる反射、散乱、
あるいは回折などにより多重波になり、電波の振幅及び位相は場所によってランダムに変
化する。この伝搬経路内を移動しながら基地局からの電波を受信する場合には、電波のマ
ルチパス伝搬によるフェージングが生じる。その結果、通信はフェージングによって大き
な影響を受ける。そのため、移動体通信端末の通信性能を評価する際には、基地局を模擬
した基地局擬似装置とともに電波伝搬環境を模擬するフェージングシミュレータと呼ばれ
る装置が利用されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　一方、携帯電話等に代表される移動体通信端末では、インターネットからの情報をダウ
ンロードすることが多くなり、下りの情報伝達量がより多く要求されてきている。しかし
ながら、情報量を増やすために周波数帯域を広くすることは、通信可能な端末数を減少さ
せることになり、システム全体としての情報伝達量を増加させることにならない。この問
題を解決する一つの方式として、ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉ
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ｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）方式が提案されている。
【０００４】
　このＭＩＭＯ方式は、実際の移動体通信においては、複数Ｍの基地局側アンテナと複数
Ｎの端末側アンテナとの間の伝搬路がマルチパス伝搬路となり、それぞれが統計的に独立
した伝送路と見なせ、その各伝送路の特性がわかれば、受信側の各アンテナで受信される
合波信号から、送信側の各アンテナから出力された信号の分離が可能となるという原理に
基づいている。
【０００５】
　ＭＩＭＯを構成するマルチパス伝搬路の数は、基地局側のアンテナの数「Ｍ」と、移動
体通信端末側のアンテナの数「Ｎ」との組合せの数に相当する。ＭＩＭＯ方式を採用する
移動体通信システムを想定したフェージングシミュレータでは、生成された複数のベース
バンド信号に対して、各ベースバンド信号に伝搬路に応じたフェージング処理を施してフ
ェージング信号を生成する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１２－１９５８９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ここで従来技術について詳しく説明する。被試験用の移動体通信端末の受信特性の試験
は、図４に点線で示すように基地局模擬装置１００を用いて、所定の通信方式に基づいて
、ベースバンド信号生成部１１０によりｍ個のベースバンド信号ＢＸ１～ＢＸｍを生成し
、そのベースバンド信号ＢＸ１～ＢＸｍを出力端Ｘ１～Ｘｍから送受信部１２０内の送信
部１２１により搬送波に乗せて移動体通信端末３００へ送り、その移動体通信端末３００
からの応答を受信部１２２で受けて、解析部１３０で解析することにより試験される。フ
ェージングの試験を行う場合（以下、フェージングシミュレーションモードと言うことが
ある。）、フェージングシミュレータは、基地局模擬装置１００のベースバンド信号生成
部１１０からデジタルのベースバンド信号ＢＸ１～ＢＸｍを受けて、演算部２１０で所望
のフェージングを生じさせて、送信部１２１へ送る構成となっている。なお、ベースバン
ド信号生成部１１０の代わりに外部からベースバンド信号ＢＸ１～ＢＸｍを受ける構成で
あってもよい。
【０００８】
　上記のＭＩＭＯ方式の場合は、ベースバンド信号生成部１１０は、試験用のベースバン
ド信号（デジタル信号）ＢＸ１～ＢＸｍを、基地局模擬装置１００と移動体通信端末３０
０との間でＭＩＭＯを構成する伝搬路ごとまたは送信アンテナごとに生成する。この伝搬
路の数は、基地局模擬装置１００が模擬する基地局側のアンテナの数ｍと、移動体通信端
末３００のアンテナの数ｎとの組合せの数に基づきあらかじめ決定される。例えば、基地
局側のアンテナの数ｍが３、移動体通信端末３００のアンテナの数ｎが２の場合、伝搬路
の数はｍ×ｎ＝６となる。また、送信アンテナごとに生成される場合は、ベースバンド信
号は、アンテナ数ｍごとに生成される。
【０００９】
　ベースバンド信号生成部１１０は、例えば、アンテナ数がｍ、異なるベースバンド信号
の数がｍの場合、各ベースバンド信号ＢＸ１～ＢＸｍを、出力端Ｘ１～Ｘｍを介してフェ
ージングシミュレータ２００に送られる。この間の伝送形態は、例えばパケット伝送を用
いて出力してもよい。また、ここで出力端（後述するフェージングシミュレータ２００の
入力端も同様）と称したが、ベースバンド信号ＢＸ１～ＢＸｍを特定の形態で伝送するた
めにインターフェースを合わせる必要がある場合は、出力端（或いは入力端）にインター
フェース（Ｉ／Ｆ）を設けてもよい。
【００１０】
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　基地局模擬装置１００の出力端（ベースバンド信号生成部１１０の出力端）とフェージ
ングシミュレータ２００の入力端Ｘ１～Ｘｍとの間の接続はケーブルで行われているのが
一般的である。
【００１１】
　一方、演算部２１０は、ｍ個のベースバンド信号ＢＸ１～ＢＸｍを受けて、それに対し
て演算を施すことにより指定されたフェージング効果Ｈを含んだｎ個のフェージング信号
ＦＸ１～ＦＸｎを出力する。フェージング効果Ｈは、例えば、演算部２１０が以下の式（
１）に示すような演算を実行することにより生じる。
【００１２】
　すなわち、入力されるベースバンド信号ＢＸ１～ＢＸｍのそれぞれに数式（１）におけ
るパラメータＨ１１～Ｈｎｍで表される重み付をして加算することで、ｎ個分のフェージ
ンングされたベースバンド帯のフェージング信号ＦＸ１～ＦＸｎを生成している。
【００１３】
【数１】

【００１４】
　式（１）からわかるように、例えば、演算部２１０の入力端へ入力されるベースバンド
信号ＢＸ１～ＢＸｍの入力位置が誤接続によって例えばベースバンド信号ＢＸ１が入力さ
れる入力端に誤ってベースバンド信号ＢＸ２が入力され、ベースバンド信号ＢＸ２が入力
される場所（端子）に誤ってベースバンド信号ＢＸ１が入力された場合には、フェージン
グ効果も変わってしまう。つまり、ベースバンド信号ＢＸ１には本来、パラメータＨ11の
フェージング効果が施されなければならないところ、パラメータＨ12のフェージング効果
が施されてしまうことになる。したがって、指定されたフェージング処理を施すにあたり
、ベースバンド信号ＢＸ１～ＢＸｍの演算部２１０への入力位置は一義的に定められる必
要がある。しかし、ケーブル等による入力の接続においては誤接続（ヒューマンエラー）
のおそれがある。
【００１５】
　本発明の目的は、入力の接続の仕方に依存せずに指定されたフェージング処理を施すこ
とができるフェージングシミュレータ及び移動体端末試験システムを提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記目的を達成するために、この請求項１に記載の発明は、識別子をそれぞれに付され
たｍ個の第１の入力端を有し、該第１の入力端で受けたｍ個のベースバンド信号に対して
指定されたフェージング処理をしてｎ個のフェージング信号を生成し、出力する演算部（
２２）と、ｍ個の第２の入力端を有し、該第２の入力端で前記識別子と前記ベースバンド
信号を含む送信信号を受けて、前記送信信号に含まれる識別子を検出して、該送信信号に
含まれる識別子と同一の識別子が付された前記第１の入力端へ、該送信信号に含まれる識
別子と共に含まれたベースバンド信号を入力させる入力制御部（２１）とを、備えたこと
を特徴とするフェージングシミュレータである。
　また、請求項２に記載の発明は、前記入力制御部は、前記ｍ個の第２の入力端子を有し
、該第２の入力端で前記識別子と前記ベースバンド信号を含む送信信号を受けて、前記送
信信号に含まれる識別子を検出して、検出した該識別子とその該識別子を含む送信信号を
受けた前記第２の入力端を特定する情報との組み合わせ情報を生成する入力情報検出部（
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２１ｂ）と、前記組み合わせ情報を参照して、前記第２の入力端で受けた前記送信信号に
含まれるベースバンド信号を、当該第２の入力端を特定する情報と組み合わせられた識別
子と同一の識別子が付された前記第１の入力端へ入力させる入力切換部（２１ａ）と、を
備えたことを特徴とする。
　また、請求項３に記載の発明は、請求項２に記載のフェージングシミュレータであって
、前記送信信号は前記識別子と該識別子に対応する前記ベースバンド信号を含むパケット
信号であり、前記識別子は前記入力情報検出部に送信され、対応するベースバンド信号は
前記入力切換部に送信されることを特徴とする。
　また、請求項４に記載の発明は、請求項１に記載のフェージングシミュレータであって
、前記演算部は、前記ｍ個のベースバンド信号のそれぞれに対して前記ｎ個分の重み付け
をして加算する前記フェージング処理を行うことを特徴とする。
　また、請求項５に記載の発明は、複数の異なるベースバンド信号を生成するベースバン
ド信号生成部（１１）と、該複数のベースバンド信号を受けてそれぞれを搬送波に乗せて
被試験移動体通信端末へ出力する送信部（１２１）と、フェージング試験モードにおいて
、前記ベースバンド信号を受けて、指定されたフェージングを生じさせてフェージングが
生じたベースバンド信号を前記送信部へ入力させるフェージングシミュレータ（２０）と
を備えた移動体端末試験システムであって、前記フェージング試験モードにおいて前記ベ
ースバンド信号生成部は、異なるベースバンド信号ごとに異なる識別子を付した送信信号
を出力し、前記フェージングシミュレータは、ｍ個の識別子をそれぞれに付されたｍ個の
第１の入力端を有し、該第１の入力端で受けた複数のベースバンド信号に対して指定され
たフェージング処理をしてｎ個のフェージング処理された前記フェージング信号を出力す
る演算部（２２）と、ｍ個の第２の入力端を有し、該第２の入力端で前記識別子と前記ベ
ースバンド信号を含む送信信号を受けて、前記送信信号に含まれる識別子を検出して、該
送信信号に含まれる識別子と同一の識別子が付された前記第１の入力端へ、該送信信号に
含まれる識別子と共に含まれたベースバンド信号を入力させる入力制御部（２１）とを備
えたことを特徴とする移動体端末試験システムである。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係るフェージングシミュレータは、演算部側に入力された識別子が付帯された
ベースバンド信号を含む送信信号から識別子を検出して、その識別子が付帯したベースバ
ンド信号をその識別子と同一に識別子の演算部の入力端へ接続する構成としたことから、
該ベースバンド信号に付帯される識別子と同一の識別子が付された入力位置に確実に接続
できるので、フェージング処理においてベースバンド信号の入力位置を、一義的に定める
ことができる。そのため、入力の接続の仕方に依存することなく送信するベースバンド信
号に対してあらかじめ指定されたフェージング処理を確実に施すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態の機能構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態に係る入力切換部及び出力切換部の動作を説明するための図で
ある。
【図３】識別子とベースバンド信号を含む送信信号を説明するための図である。
【図４】従来技術を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明の実施形態について図１を参照しながら説明する。図１に示す移動体端末試験シ
ステムは、基地局模擬装置１０とフェージングシミュレータ２０で構成される。図１の基
地局模擬装置１０と従来例を示す図４の基地局模擬装置１００とでは、図１のベースバン
ド信号生成部１１と図４のベースバンド信号生成部１１０とが異なり、他の構成は、基本
的に同じ機構を有する。なお、図１の基地局模擬装置１０では、図４における受信部１２
２や解析部１３０が省略されている。
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【００２０】
　また、図１のフェージングシミュレータ２０と図４のフェージングシミュレータ２００
とでは、図１の演算部２２、入力Ｉ／Ｆ、出力Ｉ／Ｆが図４の演算部２１０、その入力端
、出力端とそれぞれ同じ機能を有し、図１の演算部２２の入力端における識別子の存在や
、入力切換部２１ａ、入力情報検出部２１ｂ、出力切換部２３等が図４とは異なる。
【００２１】
　移動体端末試験システムは、基地局模擬装置１０と、それに外付けされるフェージング
シミュレータ２０とで構成されている。基地局模擬装置１０は、移動体通信端末３００と
無線または有線による通信が可能に構成されている。
【００２２】
　基地局模擬装置１０は、ベースバンド信号生成部１１と、送信部１２１と受信部（図１
では不図示）と解析部（不図示）を含んで構成されている。フェージングシミュレータ２
０は、ベースバンド信号生成部１１と送信部１２１との間に接続される（接続関係は図４
と同様）。フェージングシミュレータ２０で試験するモードでない場合は、図４の点線で
示されるように接続され、フェージングシミュレーションのモードのときは、図４の実線
のように接続される。
【００２３】
　ベースバンド信号生成部１１は、ｍ個の異なるデジタルのベースバンド信号ＢＸ１～Ｂ
Ｘｍを生成し、自己の出力インターフェース（出力Ｉ／Ｆ）Ｘ１～Ｘｍから、フェージン
グシミュレータ２０の入力インターフェース（入力Ｉ／Ｆ）Ｘ１～Ｘｍへ送る。
【００２４】
　ここで、ベースバンド信号生成部１１の出力Ｉ／ＦＸ１～Ｘｍとフェージングシミュレ
ータ２０の入力Ｉ／ＦＸ１～Ｘｍとの間では、ベースバンド信号ＢＸ１～ＢＸｍをパケッ
トの形態で授受する例で説明する。したがって、出力Ｉ／ＦＸ１～Ｘｍと入力Ｉ／ＦＸ１
～Ｘｍは、それぞれ、出力Ｉ／Ｆと入力Ｉ／Ｆに流れるパケットのそれぞれの信号形態の
インターフェースをとるとともに、出力端、入力端としての機能を有する。さらに、出力
Ｉ／ＦＸ１～Ｘｍと入力Ｉ／ＦＸ１～Ｘｍは、操作者により、ケーブルで接続されるもの
とする。
【００２５】
　ベースバンド信号生成部１１は、操作部２６等からユーザインターフェース２４を介し
て指定された所望のｍ個の異なるデジタルのベースバンド信号ＢＸ１～ＢＸｍを生成する
とともに、パケットの形態で、出力Ｉ／ＦＸ１～Ｘｍから出力させる。そのとき、異なる
デジタルのベースバンド信号ＢＸ１～ＢＸｍに応じて、入力させたい演算部２２（後述）
の入力端を識別する識別子ant１～antｍを付帯し出力させる（図１では識別子ant１～ant
ｍを演算部２２の入力端として表現している。）。つまり、ベースバンド信号生成部１１
は、演算部２２の所定の入力端に入力させたいベースバンド信号ＢＸ１～ＢＸｍに、その
所定の入力端に該当する識別子ant１～antｍを付帯させた送信信号を出力Ｉ／ＦＸ１～Ｘ
ｍから出力させる。
【００２６】
　なお、この例では、演算部２２の各入力端には符号Ｘ１～Ｘｍの順に識別子ant１～ant
ｍが付されているとし、出力Ｉ／ＦＸ１～Ｘｍから出力されるベースバンド信号には、出
力Ｉ／Ｆの符号Ｘ１～Ｘｍの順に識別子ant１～antｍが付帯されているものとして説明す
る。
【００２７】
　フェージングシミュレータ２０の入力制御部２１における入力情報検出部２１ｂは、入
力Ｉ／ＦＸ１～Ｘｍに入力された送信信号（ベースバンド信号ＢＸ+識別子ant）から識別
子ant１～antｍを検出するとともに、入力Ｉ／ＦＸ１～Ｘｍとその入力Ｉ／ＦＸ１～Ｘｍ
で検出された識別子ant１～antｍとが組み合わせられた組み合わせ情報を生成して記憶す
る。そして、入力情報検出部２１ｂは、その組み合わせ情報を例えば、[入力Ｉ／ＦＸｈ
、antｋ]であったとき、入力切換部２１ａに対して、送信信号を受けた入力Ｉ／ＦＸｈと
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、送信信号が有する識別子antｋと同一の識別子antｋを有する演算部２２の入力端（ant
ｋ）とを接続し、識別子antｋと共に入力されたベースバンド信号ＢＸｋを演算部２２の
入力端（antｋ）へ入力させる。入力切換部２１ａはスイッチ機能を有し、入力情報検出
部２１ｂの指示にしたがって、演算部２２の入力端（識別子ant１～antｍ）に、その識別
子ant１～antｍと同一の識別子ant１～antｍが付帯されたベースバンド信号ＢＸ１～ＢＸ
ｍを入力させる。以下、演算部２２の入力端を入力端ant１～antｍという。
【００２８】
　以降では、フェージングシミュレータ２０における入力情報検出部２１ｂ及び入力切換
部２１ａを含む入力制御部２１による切り換え制御の動作について、図２を参照して信号
の流れに沿って説明する。図２は入力Ｉ／Ｆとアンテナの数（出力数）が４つの場合（４
入力４出力）における入力制御部２１の切り換え制御の動作を説明するための図である。
【００２９】
　入力情報検出部２１ｂは、識別子を検出したときの入力Ｉ／Ｆの番号Ｘ１～Ｘｍと検出
された当該識別子ant１～antｍからなる組合せ情報を生成し、その組合せ情報を入力切換
部２１ａに出力する。図２の例によれば、識別子ant３が付帯したベースバンド信号ＢＸ
３が入力Ｉ／ＦＸ１に入力されたことが検出されると、この入力Ｉ／ＦＸ１と識別子ant
３とが組合せ情報として生成される。同様に、入力Ｉ／ＦＸ２と識別子ant１を含む組合
せ情報、入力Ｉ／ＦＸ４と識別子ant２を含む組合せ情報、入力Ｉ／ＦＸ３と識別子ant４
を含む組合せ情報が、入力情報検出部２１ｂにより生成され、入力切換部２１ａへ送られ
る。
【００３０】
　入力切換部２１ａは、入力情報検出部２１ｂから、入力Ｉ／ＦＸ１と識別子ant３を含
む組合せ情報を受けて、入力Ｉ／ＦＸ１に入力されたベースバンド信号ＢＸ３を、識別子
ant３が付された演算部２２の入力端子ant３へ入力させる。同様に、入力Ｉ／ＦＸ２と識
別子ant１を含む組合せ情報を受けて、入力Ｉ／ＦＸ２に入力されたベースバンド信号Ｂ
Ｘ１を、演算部２２の入力端子ant１へ入力させる。入力Ｉ／ＦＸ４と識別子ant２を含む
組合せ情報を受けて、入力Ｉ／ＦＸ４に入力されたベースバンド信号ＢＸ２を、演算部２
２の入力端子ant２へ入力させる。入力Ｉ／ＦＸ３と識別子ant４を含む組合せ情報を受け
て、入力Ｉ／ＦＸ３に入力されたベースバンド信号ＢＸ４を、演算部２２の入力端子ant
４へ入力させる。
【００３１】
　入力切換部２１ａの切換えを行うスイッチ機構は、マトリックススイッチでもよいし、
論理演算でスイッチ機能をさせる構成でもよい。
　その論理演算でスイッチさせる一例を次の２個のアンテナ数、２個のベースバンド信号
の場合について説明する。入力切換部２１ａは、以下の式（２）の論理演算を行う。
【００３２】
【数２】

【００３３】
　ＢＸ１、ＢＸ２：入力Ｉ／ＦＸ１、Ｘ２のそれぞれに入力されるベースバンド信号（入
力切換部２１ａの入力に相当)
　Ｘ１´Ｘ２´： 演算部２２の入力端ant１、ant２（入力切換部２１ａの出力端に相当
）のそれぞれに入力されるベースバンド信号
　Ａ11～Ａ22は、入力情報検出部２１ｂで検出し生成する組み合わせ情報を基に次のよう
に値づけされる。
　・Ａ11＝(入力Ｉ／ＦＸ１の検出結果==識別子ant１？)
　・Ａ12＝(入力Ｉ／ＦＸ２の検出結果==識別子ant１？)
　・Ａ21＝(入力Ｉ／ＦＸ１の検出結果==識別子ant２？)



(8) JP 6101725 B2 2017.3.22

10

20

30

40

50

　・Ａ22＝(入力Ｉ／ＦＸ２の検出結果==識別子ant２？)
　上記のカッコ内が真であれば“１”、偽であれば“０”とする。
　例えば、次の場合がある。
　・（ａ）入力Ｉ／ＦＸ１で識別子ant１、入力Ｉ／ＦＸ２で識別子ant２が検出された場
合は、Ａ11＝Ａ22＝１、Ａ12＝Ａ21＝０の演算が行われ、入力Ｉ／ＦＸ１は演算部２２の
入力端ant１に、入力Ｉ／ＦＸ２は演算部２２の入力端ant２に接続される。
　・（ｂ）入力Ｉ／ＦＸ１で識別子ant２、入力Ｉ／ＦＸ２で識別子ant１が検出された場
合は、Ａ11＝Ａ22＝０、Ａ12＝Ａ21＝１の演算が行われ、入力Ｉ／ＦＸ１は演算部２２の
入力端ant２に、入力Ｉ／ＦＸ２は演算部２２の入力端ant１に接続される。つまり上記（
ａ）の接続と入れ替わる。
　なお、上記演算は、Ａ11～Ａ22を単純な１，０で説明したが、実際は、上記式における
Ｘ１、Ｘ2、Ｘ１´、Ｘ２´は多ビットのデジタルデータであり、Ａ11～Ａ22も多ビット
になる。
【００３４】
　次に、演算部２２は、その入力端ant１～antｍに入力されたベースバンド信号ＢＸ１～
ＢＸｍに対して、操作部２６側から指示された演算（フェージング効果を生じさせる演算
であり、以下、「フェージング演算」と呼ぶ。）を行ってＮ個のフェージングされたベー
スバンド信号をフェージング信号ＦＸ１～ＦＸｎとして出力する。なお、演算部２２の演
算は、入力切換部２１ａによる切換え後に行われる。そのタイミングの調整は入力情報検
出部２１ｂで行ってもよいし、入力切換部２１ａから切換え終了指示を受ける構成にして
もよい。
【００３５】
　ｍ入力×ｎ出力におけるフェージング演算の演算式は上記式（１）のとおりであるが、
ここでは図２に示す４入力４出力（ｍ＝ｎ＝４）におけるフェージング演算について説明
する。このフェージング演算は、以下の式（３）に基づいて行われる。なお、フェージン
グ信号ＦＸ１～ＦＸ４は後述するように送信部１２１でＤ／Ａ変換されてアナログ信号に
変換され、さらに、アップコンバートして得られる搬送波信号（ＲＦ信号）として移動体
通信端末３００に出力される。
【００３６】
【数３】

【００３７】
　上記式（３）を展開すれば、例えばＦＸ１は以下の式（４）により求められる。
ＦＸ１＝(Ｈ11×Ｘ1´)＋(Ｈ12×Ｘ2´)＋(Ｈ13×Ｘ3´)＋(Ｈ14×Ｘ4´)・・・（４）
【００３８】
　なお、Ｘ1´～Ｘ4´は、それぞれ演算部２２の入力端ant１～ant４に入力された信号で
ある。Ｈ11～Ｈ44は各ベースバンド信号を重み付けしてフェージング効果を表すパラメー
タであり、予め演算部２２で複数種類用意しておいて選択的に用いられるようにしてもよ
いし、操作部２６等からの入力により設定される構成でもよい。ＦＸ１～ＦＸ４は指定さ
れたフェージング効果Ｈを有するフェージング信号である。また、入力端ant１～ant４に
入力されたベースバンド信号Ｘ1´～Ｘ4´であるが、フェージング信号ＦＸ１、ＦＸ２だ
けを取り出したい場合は、パラメータＨ31～Ｈ44を０にすればよい。
【００３９】
　出力切換部２３は、演算部２２から入力端（不図示）に入力されるｎ個のフェージング
信号ＦＸ１～ＦＸｎのそれぞれをアンテナＡ１～Ａｎに対応した出力Ｉ／ＦＹ１～Ｙｎの
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いずれかへ入力させるための出力の切換制御を行う。どのフェージング信号ＦＸ１～ＦＸ
ｎをどの出力Ｉ／Ｆ（或いはアンテナ）に出力するのかという選択は、操作部２６から指
示された、或いは予め設定された組み合わせ情報に基づいて行われる。
【００４０】
　この組合せ情報は、出力切換部２３に各フェージング信号ＦＸ１～ＦＸｎと、各出力Ｉ
／ＦＹ１～Ｙｎ（アンテナＡ１～Ａｎ）との接続関係を示した情報である。
【００４１】
　出力切換部２３は、例えば、フェージング信号ＦＸ３と出力Ｉ／ＦＹ１との接続関係を
示した情報を受けると、フェージング信号ＦＸ３を出力Ｉ／ＦＹ１に接続させるルーティ
ング処理を行う。
【００４２】
　上記のように、出力切換部２３は、各フェージング信号ＦＸ１～ＦＸｎを任意の出力端
子である出力Ｉ／ＦＹ１～Ｙｎから出力させることができるが、特に、次のような場合に
便利である。
【００４３】
　例えば、フェージングシミュレータ２０を用いて試験を行う場合に、図２に示すように
入力Ｉ／ＦＸ３に識別子ant１のベースバンド信号が入力されたとすると、対応してフェ
ージング信号ＦＸ１が出力される。そこで、出力切換部２３は、フェージング信号ＦＸ１
が入力Ｉ／Ｆ２０１Ｘ３に対応するものとして、フェージング信号ＦＸ１を出力ＩＦＹ３
へ送り、送信部１２１の入力Ｉ／ＦＹ３を介してアンテナＡ３に送る。
　次に、フェージングシミュレータ２０を除いて通常の試験を行う場合に、入力Ｉ／ＦＸ
３に接続されていたケーブル（識別子ant１が付帯したベースバンド信号）をそのまま送
信部１２１の入力Ｉ／ＦＹ３を介してアンテナＡ３に送る。このようにすることで、フェ
ージングシミュレーションのある試験と、無い試験とで、識別子ant１が付帯したベース
バンド信号とアンテナＡ３との対応関係を同じにすることができる。つまり接続関係が、
フェージングシミュレーションの有無のいずれの場合も同じ接続関係とすることができる
。
【００４４】
　上記例では、いわば、出力切換部２３は、入力情報検出部２１ｂが生成した入力Ｉ／Ｆ
Ｘ１～Ｘｍと識別子ant１～antｍとの組合せ情報を基に、入力切換部２１ａによって切り
換えた接続関係を元に戻す切換えを行う。出力切換部２３のスイッチ機構は入力切換部２
１ａと同じ構成とすることができる。
【００４５】
　この上記の図２のような例の場合、識別子ant１～ant４を、アンテナを識別する符号Ａ
１～Ａ４と同一にすると、より信号関係が明確に把握できる。
【００４６】
　送信部１２１は、フェージングシミュレータ２０から出力されたフェージング信号ＦＹ
１～ＦＹｎを受信し、受信されたフェージング信号ＦＹ１～ＦＹｎをそれぞれ搬送波周波
数に変換して、それらを移動体通信端末３００に出力する。
【００４７】
　Ｄ／Ａ変換部１２１ａは、入力Ｉ／ＦＹ１～Ｙｎを介してそれぞれ入力されたフェージ
ング信号ＦＹ１～ＦＹｎをデジタル－アナログ変換する。Ｆ変換部１２１ｂは、Ｄ／Ａ変
換部１２１ａでアナログに変換されたフェージング信号ＦＹ１～ＦＹｎをそれぞれ搬送波
周波数に変換して、それらを移動体通信端末３００に出力する。
【００４８】
　表示部２５は、入力情報検出部２１ｂが検出し生成した、入力Ｉ／ＦＸ１～Ｘｎと、そ
こに入力されたベースバンド信号に付帯した識別子ant１～antｍとの組合せ情報を表示す
る。
【００４９】
　上記説明では、基地局模擬装置１０とフェージングシミュレータ２０とを含む移動体端
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末試験システムとして説明したが、フェージングシミュレータ２０は、基地局模擬装置１
０のものとは異なる独立したベースバンド信号生成部を用いてシミュレーションすること
もできるし、ベースバンド信号生成部と送信部と組みで構成したシミュレータシステムと
することもできる。
【００５０】
　また、上記説明では、出力Ｉ／ＦＸ１～Ｘｍ（ベースバンド信号生成部１１の出力端）
と入力Ｉ／ＦＸ１～Ｘｍ（フェージングシミュレータ２０の入力端）との間は、識別子an
t１～antｍとベースバンド信号を含む送信信号をパケットの形態で送る旨を説明したが、
図３に示すようなバス形式の信号でもよい。図３は、識別子を示す信号がＤ０でベースバ
ンド信号がＤ１、Ｄ２として、シーケンシャルに伝送する形態である。Valid信号は、デ
ータが有効であるか無効であるかを示す信号である。したがって、最初のデータＤ０は、
入力情報検出部２１ｂにとって有効な識別子を示すデータ、次回以降のデータは演算部２
２にとって有効なデータとして利用する。なお、Valid信号は必ずしも必要ではないが、
図３に示すようにベースバンド信号がＤ１、Ｄ２に分かれるおそれがある場合に、どの時
間帯の信号が有効かを判断できるので、確実な伝送を確保できる。
【符号の説明】
【００５１】
　１０，１００　基地局模擬装置
　１１，１１０　ベースバンド信号生成部
　２０，２００　フェージングシミュレータ
　２１　入力制御部
　２２，２１０　演算部
　２３　出力切換部
　１２１　送信部
　３００　移動体通信端末
【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】
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