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(57)【要約】
【課題】無線通信における干渉を軽減することを目的と
する。
【解決手段】端末装置と無線接続する中継装置であって
、前記端末装置からの信号を含む信号を受信する受信部
と、前記受信部が受信した前記信号と前記端末装置と前
記中継装置との間のチャネル行列とに基づいて、受信ウ
ェイト行列を算出する受信ウェイト算出部と、前記受信
部が受信した前記信号と前記受信ウェイト行列とを乗算
する受信ウェイト乗算部と、を備える中継装置とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末装置と無線接続する中継装置であって、
　前記端末装置からの信号を含む信号を受信する受信部と、
　前記受信部が受信した前記信号と前記端末装置と前記中継装置との間のチャネル行列と
に基づいて、受信ウェイト行列を算出する受信ウェイト算出部と、
　前記受信部が受信した前記信号と前記受信ウェイト行列とを乗算する受信ウェイト乗算
部と、
を備える中継装置。
【請求項２】
　前記受信ウェイト行列は、干渉信号に対する干渉チャネルの共分散行列の対角成分に前
記中継装置内の雑音を加えた第１行列の固有ベクトルを含み、
　前記受信ウェイト行列に含まれる前記第１行列の固有ベクトルは、前記第１行列の固有
値の中で、値が最も小さいものから所定数の固有値に対する固有ベクトルであり、
　前記所定数は、前記端末装置のデータストリームの数である
　請求項１に記載の中継装置。
【請求項３】
　前記受信ウェイト行列は、第１ベクトルの共分散行列の固有ベクトルを含み、
　前記受信ウェイト行列に含まれる前記第１ベクトルの共分散行列の固有ベクトルは、前
記第１ベクトルの共分散行列の固有値の中で、値が最も小さいものから所定数の固有値に
対する固有ベクトルであり、
　前記所定数は、前記端末装置のデータストリームの数であり、
　前記第１ベクトルは、前記受信部が受信する信号と、前記第１端末装置と前記中継装置
との間のチャネル行列と、前記第１端末装置から送信される参照信号とに基づいて算出さ
れる
請求項１に記載の中継装置。
【請求項４】
　前記第１ベクトルｚは、前記受信部が受信する信号ｒ、前記第１端末装置と前記中継装
置との間のチャネル行列Ｈ１、前記第１端末装置から送信される参照信号ｓ１を使用して
、

と表される請求項３に記載の中継装置。
【請求項５】
　端末装置と無線接続する基地局装置であって、
　前記端末装置からの信号を含む信号を受信する受信部と、
　前記受信部が受信した前記信号と前記端末装置と前記基地局装置との間のチャネル行列
とに基づいて、受信ウェイト行列を算出する受信ウェイト算出部と、
　前記受信部が受信した前記信号と前記受信ウェイト行列とを乗算する受信ウェイト乗算
部と、
基地局装置。
【請求項６】
　第１装置と第２装置とが無線接続し、前記第２装置における干渉抑圧方法であって、
　第２装置が第１装置からの信号を含む信号を受信し、
　受信された前記信号と、前記第１装置と前記第２装置との間のチャネル行列とに基づい
て、受信ウェイト行列を算出し、
　受信された前記信号と前記受信ウェイト行列とを乗算する
干渉抑圧方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、中継装置、基地局装置、及び、干渉抑圧方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　送信装置及び受信装置を含む無線通信システムの性能に影響する干渉は、重大な問題で
ある。Long Term Evolution Advanced (LTE Advanced)システムにおいて、中継技術は、
カバレッジを拡張し、通信レートを増大させる有望な方法である。
【０００３】
　近年、中継技術は、多くの注目を集めている。基地局を増やすのと同等の効果が得られ
る代替方法として、中継装置を使用することが提案されている。
【０００４】
　中継装置は、送受信装置であるが、コアネットワークとの固定された接続を有しない。
中継装置は、基地局装置（ｅＮＢ：eNodeB）からデータを受信し、リカバーし、近接のユ
ーザ装置（ＵＥ：User Equipment）（例えば、携帯電話）に転送する。中継装置をより適
切に配置することにより、中継装置ネットワークが、カバレッジ及びスループットの観点
で、従来のネットワークを上回る可能性を有する。中継装置を使用することの利点として
、各基地局装置の通信領域より大きな領域のカバレッジ、ＵＥに対するスループットの向
上、シャドーエリアのカバレッジ等が挙げられる。
【０００５】
　個々の中継装置は、小さな領域のカバレッジを有し、周波数が中継装置間で再利用され
うる。また、中継装置に要求される送信電力及びアンテナ高は、ｅＮＢに要求される送信
電力及びアンテナ高よりもそれぞれ小さい。
【０００６】
　３ＧＰＰ（3rd Generation Partnership Project）ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄは、新し
い研究項目を開始している。当該研究項目は、増大する通信トラフィック需要を扱う効果
的な方法としてのＨｅｔｅｒｏｇｅｎｅｏｕｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（HetNet）開発である。
ＨｅｔＮｅｔは、マクロセルと、リモート無線ヘッドと、ピコセル、フェムトセル及び中
継装置のような低電力ノードとの混合である。ネットワーク技術を活用して、アクセスネ
ットワークとエンドユーザとの間の近接性を増大させることは、空間スペクトルの再利用
を向上させ、屋内カバレッジを強化し、無線ネットワーク内のパフォーマンスの大幅な飛
躍を提供する可能性を有する。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、マクロセルを重ねた大量のスモールセルは、干渉を引き起こす。例えば
、マクロセルに属するｍＵＥ（macro cell UE）は、中継装置に属するｒＵＥ（relay UE
）と干渉する。よって、中継装置や基地局装置等の無線装置において、干渉を軽減するこ
とが求められる。
【００１０】
　本件開示の技術は、無線通信における干渉を軽減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　開示の技術は、上記課題を解決するために、以下の手段を採用する。
【００１２】
　即ち、第１の態様は、
　端末装置と無線接続する中継装置であって、
　前記端末装置からの信号を含む信号を受信する受信部と、
　前記受信部が受信した前記信号と前記端末装置と前記中継装置との間のチャネル行列と
に基づいて、受信ウェイト行列を算出する受信ウェイト算出部と、
　前記受信部が受信した前記信号と前記受信ウェイト行列とを乗算する受信ウェイト乗算
部と、
を備える中継装置とする。
【００１３】
　開示の態様は、プログラムが情報処理装置によって実行されることによって実現されて
もよい。即ち、開示の構成は、上記した態様における各手段が実行する処理を、情報処理
装置に対して実行させるためのプログラム、或いは当該プログラムを記録した記録媒体と
して特定することができる。また、開示の構成は、上記した各手段が実行する処理を情報
処理装置が実行する方法をもって特定されてもよい。
【発明の効果】
【００１４】
　開示の技術によれば、無線通信における干渉を軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、実施形態１のシステム構成例を示す図である。
【図２】図２は、基地局装置の例を示す図である。
【図３】図３は、中継装置の例を示す図である。
【図４】図４は、端末装置の例を示す図である。
【図５】図５は、基地局装置のハードウェア構成例を示す図である。
【図６】図６は、中継装置のハードウェア構成例を示す図である。
【図７】図７は、端末装置のハードウェア構成例を示す図である
【図８】図８は、実施形態２のシステム構成例を示す図である。
【図９】図９は、基地局装置の例を示す図である。
【図１０】図１０は、基地局装置のハードウェア構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して実施形態について説明する。実施形態の構成は例示であり、開示
の構成は、開示の実施形態の具体的構成に限定されない。開示の構成の実施にあたって、
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実施形態に応じた具体的構成が適宜採用されてもよい。
【００１７】
　ここでは、ＬＴＥ－Ａシステムを例に挙げて説明する。ここに記載される構成は、ＬＴ
Ｅ－Ａシステム以外のシステムにおいても適用されうる。
【００１８】
　〔実施形態１〕
　（構成例）
　図１は、本実施形態のシステム構成例を示す図である。図１のように、本実施形態のシ
ステム１０は、基地局装置（ｅＮＢ：eNodeB）１００、中継装置（ＲＮ：Relay Node）、
端末装置（ＵＥ：User Equipment）３００Ａ、端末装置（ＵＥ）３００Ｂを含む。端末装
置３００Ａは、中継装置２００と接続している。端末装置３００Ｂは、基地局装置１００
以外の基地局装置、または、中継装置２００以外の中継装置等と接続している。端末装置
３００Ｂは、中継装置２００とは接続していない。ここでは、端末装置３００Ｂから送信
される信号は、基地局装置１００及び中継装置２００で受信可能であるとする。中継装置
２００にとって、端末装置３００Ｂから送信される信号は干渉信号である。中継装置２０
０は、受信した信号から干渉信号やノイズを除去し、端末装置３００Ａからの信号を抽出
する。中継装置２００は、端末装置３００Ａからの信号に対して所定の処理を行い、基地
局装置１００に送信する。
【００１９】
　端末装置３００Ａ及び端末装置３００Ｂは、同様の構成を有する。以下、端末装置３０
０Ａと端末装置３００Ｂとを区別しないときは、端末装置３００と総称することもある。
【００２０】
　基地局装置１００は、中継装置２００と接続する。また、基地局装置１００は、ネット
ワーク上の装置と通信をする。例えば、端末装置３００Ａから送信された信号は、中継装
置２００、基地局装置１００を介して、所望の装置に伝送される。
【００２１】
　中継装置２００は、端末装置３００Ａ及び基地局装置１００と通信する。中継装置２０
０は、端末装置３００Ａからの信号、端末装置３００Ｂからの信号を受信しうる。中継装
置２００は、受信した信号から端末装置３００Ｂからの信号やノイズを抑圧し、基地局装
置１００に送信する。
【００２２】
　図２は、基地局装置の例を示す図である。図２の基地局装置１００は、上り受信アンテ
ナ１０２、無線受信部１０４、受信ウェイト行列乗算部１０６、ＣＰ（Cyclic Prefix）
除去部１０８、ＦＦＴ部１１０、物理チャネル分離部１１２を有する。基地局装置１００
は、また、データ信号復調部１１４、チャネル復号部１１６、制御信号復調部１１８、チ
ャネル復号部１２０、チャネル推定部１２２を有する。基地局装置１００は、さらに、ユ
ーザスケジュール部１２４、ダウンリンク制御信号生成部１２６、ＩＦＦＴ部１２８、Ｃ
Ｐ付加部１３０、無線送信部１３２、下り送信アンテナ１３４を有する。
【００２３】
　上り受信アンテナ１０２は、中継装置２００、端末装置３００等から信号を受信する。
【００２４】
　無線受信部１０４は、上り受信アンテナ１０２で受信した信号を、デジタル信号に変換
する。
【００２５】
　受信ウェイト行列乗算部１０６は、受信信号に受信ウェイト行列を乗算する。
【００２６】
　ＣＰ（Cyclic Prefix）除去部１０８は、受信ウェイト行列乗算部１０６の出力からＣ
Ｐを除去する。
【００２７】
　ＦＦＴ部１１０は、ＣＰ除去部１０８の出力に対して高速フーリエ変換を行う。
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【００２８】
　物理チャネル分離部１１２は、ＦＦＴ部１１０の出力を、データ信号、制御信号、参照
信号に分離する。物理チャネル分離部１１２は、データ信号をデータ信号復調部１１４に
出力する。物理チャネル分離部１１２は、制御信号を制御信号復調部１１８に出力する。
物理チャネル分離部１１２は、参照信号（パイロット信号など）をチャネル推定部１２２
に出力する。
【００２９】
　データ信号復調部１１４は、データ信号を復調する。チャネル復号部１１６は、データ
信号復調部１１４で復調された信号を、復号する。
【００３０】
　制御信号復調部１１８は、制御信号を復調する。チャネル復号部１２０は、制御信号復
調部１１８で復調された信号を、復号する。物理チャネル分離部１１２は、チャネル復号
部１２０で復号された制御信号に含まれる情報に基づいて、信号を分離する。
【００３１】
　チャネル推定部１２２は、送信装置（中継装置２００など）から送信される参照信号に
基づいて、送信装置と基地局装置１００との間のチャネル推定を行う。即ち、チャネル推
定部１２２は、送信装置から基地局装置１００へのチャネル行列を算出する。
【００３２】
　ユーザスケジュール部１２４は、基地局装置１００と端末装置３００との間、基地局装
置１００と中継装置２００との間、端末装置３００と中継装置２００との間のチャネルの
スケジュールを管理する。スケジュールとは、例えば、基地局装置１００と中継装置２０
０との間で通信される無線信号が使用する周波数帯域及び時刻の割当などを示す情報（例
えば、アップリンクリソース割り当て情報など）である。
【００３３】
　ダウンリンク制御信号生成部１２６は、ユーザスケジュール部１２４から取得した、チ
ャネルのスケジュール情報、チャネル推定部１２２によるチャネル推定の情報に基づいて
、ダウンリンク制御信号を生成する。
【００３４】
　ＩＦＦＴ部１２８は、ダウンリンク制御信号生成部１２６の出力に、逆高速フーリエ変
換を施す。
【００３５】
　ＣＰ付加部１３０は、ＩＦＦＴ部１２８の出力に対して、ＣＰ（Cyclic Prefix）を付
加する。
【００３６】
　無線送信部１３２は、ＣＰ付加部１３０の出力をアナログ信号に変換し、下り送信アン
テナ１３４に出力する。
【００３７】
　下り送信アンテナ１３４は、受信側の装置（例えば、中継装置、端末装置）に向けて、
無線信号を送信する。
【００３８】
　上り受信アンテナ１０２及び下り送信アンテナ１３４は、共通のアンテナであってもよ
い。
【００３９】
　図３は、中継装置の例を示す図である。図３の中継装置２００は、上り受信アンテナ２
０２、ＦＦＴ部２０４、チャネル推定部２０６、受信ウェイト生成部２０８、受信ウェイ
ト乗算部２１０を有する。中継装置２００は、さらに、下り受信アンテナ２１２、ダウン
リンク信号復調部２１４、送信ウェイト生成部２１６、送信ウェイト乗算部２１８、ＩＦ
ＦＴ部２２０、増幅部２２２、上り送信アンテナ２２４を有する。
【００４０】
　上り受信アンテナ２０２は、端末装置３００からの信号を受信する。上り受信アンテナ
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２０２は、複数のアンテナの集合であってもよい。
【００４１】
　ＦＦＴ（Fast Fourier Transform）部２０４は、上り受信アンテナ２０２で受信した信
号をデジタル信号に変換し、高速フーリエ変換を行う。
【００４２】
　チャネル推定部２０６は、端末装置３００Ａから送信される参照信号（パイロット信号
など）、ダウンリンク信号復調部２１４から入力されるアップリンク割当情報等に基づい
て、端末装置３００Ａと中継装置２００との間のチャネル推定を行う。即ち、チャネル推
定部２０６は、端末装置３００Ａから中継装置２００へのチャネル行列を算出する。
【００４３】
　受信ウェイト生成部２０８は、受信信号、端末装置３００Ａから中継装置２００へのチ
ャネル行列に基づいて受信ウェイト行列を生成する。当該受信ウェイト行列は、端末装置
３００Ａからの信号以外の信号等を抑圧するための行列である。
【００４４】
　受信ウェイト乗算部２１０は、ＦＦＴ部２０４でフーリエ変換された受信信号と受信ウ
ェイト生成部２０８で生成された受信ウェイト行列とを乗算し、干渉を除去した端末装置
３００Ａからの信号を算出する。
【００４５】
　下り受信アンテナ２１２は、基地局装置１００からの信号を受信する。下り受信アンテ
ナ２１２は、複数のアンテナの集合であってもよい。
【００４６】
　ダウンリンク信号復調部２１４は、下り受信アンテナ２１２で受信した基地局装置１０
０からの信号を復調する。基地局装置１００からの信号には、アップリンク割当情報、Ｃ
ＳＩ（Channel State Information：チャネル状態情報）等が含まれる。アップリンク割
当情報は、端末装置３００Ａと中継装置２００との間の上り回線の割当情報を含む。ＣＳ
Ｉは、中継装置２００と基地局装置１００との間のチャネル状態情報である。ダウンリン
ク信号復調部２１４は、アップリンク割当情報（アップリンクリソース割当情報）をチャ
ネル推定部２０６に出力し、ＣＳＩ等の中継装置２００と基地局装置１００との間のチャ
ネル情報を送信ウェイト生成部２１６に出力する。
【００４７】
　送信ウェイト生成部２１６は、ダウンリンク復調部２１４から入力されるＣＳＩ等に基
づいて、送信ウェイト行列を生成する。
【００４８】
　送信ウェイト乗算部２１８は、受信ウェイト乗算部２１０から出力される信号と送信ウ
ェイト生成部２１６で生成された送信ウェイト行列とを乗算する。
【００４９】
　受信ウェイト生成部２０８及び送信ウェイト生成部２１６は、一体となって、ウェイト
生成部として動作してもよい。また、このとき、受信ウェイト乗算部２１０及び送信ウェ
イト乗算部２１８は、一体となって、ウェイト乗算部として動作してもよい。
【００５０】
　ＩＦＦＴ（Inverse Fast Fourier Transform）部２２０は、送信ウェイト乗算部２１８
から入力される信号に対し逆高速フーリエ変換を行う。また、ＩＦＦＴ部２２０は、逆高
速フーリエ変換されたデジタル信号をアナログ信号に変換する。
【００５１】
　増幅部２２２は、ＩＦＦＴ部２２０で逆高速フーリエ変換された信号を増幅し、上り送
信アンテナ２２４に出力する。
【００５２】
　上り送信アンテナ２２４は、基地局装置１００へ信号を送信する。上り送信アンテナ２
２４は、複数のアンテナの集合であってもよい。
【００５３】
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　上り受信アンテナ２０２、下り受信アンテナ２１２、上り送信アンテナ２２４は、共通
のアンテナであってもよい。
【００５４】
　ここでは、１つの端末装置３００Ａが中継装置２００に接続しているとしているが、複
数の端末装置が中継装置２００に接続してもよい。複数の端末装置が中継装置２００に接
続する場合、端末装置毎にチャネル行列が算出され、端末装置毎に受信ウェイト行列が算
出され、各端末装置からの信号が算出される。
【００５５】
　図４は、端末装置の例を示す図である。図４の端末装置３００は、チャネル符号化部３
０２、チャネル符号化部３０４、物理チャネル多重化部３０６、ＩＦＦＴ部３０８、ＣＰ
付加部３１０、無線送信部３１２、上り送信アンテナ３１４を有する。
【００５６】
　チャネル符号化部３０２は、入力されるデータ信号をチャネル符号化する。
【００５７】
　チャネル符号化部３０４は、入力される制御信号をチャネル符号化する。
【００５８】
　物理チャネル多重化部３０６は、チャネル符号化されたデータ信号、チャネル符号化さ
れた制御信号、参照信号を、多重化する。
【００５９】
　ＩＦＦＴ部３０８は、物理チャネル多重化部３０６で多重化された信号に、逆高速フー
リエ変換を施す。
【００６０】
　ＣＰ付加部３１０は、ＩＦＦＴ部３０８の出力に対して、ＣＰ（Cyclic Prefix）を付
加する。
【００６１】
　無線送信部３１２は、ＣＰ付加部２１０の出力をアナログ信号に変換し、上り送信アン
テナに出力する。
【００６２】
　上り送信アンテナ３１４は、受信側の装置（例えば、中継装置、基地局装置）に向けて
、無線信号を送信する。
【００６３】
　各装置における各アンテナの本数は、それぞれ２本以上である。
【００６４】
　基地局装置１００、中継装置２００は、専用または汎用のコンピュータ、あるいは、コ
ンピュータを搭載した電子機器を使用して実現可能である。端末装置３００は、スマート
フォン、携帯電話、カーナビゲーション装置のような専用または汎用のコンピュータ、あ
るいは、コンピュータを搭載した電子機器を使用して実現可能である。
【００６５】
　コンピュータ、すなわち、情報処理装置は、プロセッサ、主記憶装置、及び、二次記憶
装置や、通信インタフェース装置のような周辺装置とのインタフェース装置を含む。記憶
装置（主記憶装置及び二次記憶装置）は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体である。
【００６６】
　コンピュータは、プロセッサが記録媒体に記憶されたプログラムを主記憶装置の作業領
域にロードして実行し、プログラムの実行を通じて周辺機器が制御されることによって、
所定の目的に合致した機能を実現することができる。
【００６７】
　プロセッサは、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）やＤＳＰ（Data Signal P
rocessor）である。主記憶装置は、例えば、ＲＡＭ（Random Access Memory）やＲＯＭ（
Read Only Memory）を含む。
【００６８】
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　二次記憶装置は、例えば、ＥＰＲＯＭ（Erasable Programmable ROM）、ハードディス
クドライブ（ＨＤＤ、Hard Disk Drive）である。また、二次記憶装置は、リムーバブル
メディア、即ち可搬記録媒体を含むことができる。リムーバブルメディアは、例えば、Ｕ
ＳＢ（Universal Serial Bus）メモリ、あるいは、ＣＤ（Compact Disk）やＤＶＤ（Digi
tal Versatile Disk）のようなディスク記録媒体である。
【００６９】
　通信インタフェース装置は、例えば、ＬＡＮ（Local Area Network）インタフェースボ
ードや、無線通信のための無線通信回路である。
【００７０】
　周辺装置は、上記の二次記憶装置や通信インタフェース装置の他、キーボードやポイン
ティングデバイスのような入力装置や、ディスプレイ装置やプリンタのような出力装置を
含む。また、入力装置は、カメラのような映像や画像の入力装置や、マイクロフォンのよ
うな音声の入力装置を含むことができる。また、出力装置は、スピーカのような音声の出
力装置を含むことができる。
【００７１】
　一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできるが、ソフトウェアにより実
行させることもできる。
【００７２】
　プログラムを記述するステップは、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ても、並列的または個別に実行される処理を
含む。
【００７３】
　図５は、基地局装置のハードウェア構成例を示す図である。基地局装置１００は、プロ
セッサ１８２、記憶装置１８４、ベースバンド処理回路１８６、無線処理回路１８８、ア
ンテナ１９０を含む。プロセッサ１８２、記憶装置１８４、ベースバンド処理回路１８６
、無線処理回路１８８、アンテナ１９０は、例えば、バスを介して互いに接続される。
【００７４】
　プロセッサ１８２は、受信ウェイト行列乗算部１０６、チャネル復号部１１６、チャネ
ル復号部１２０、チャネル推定部１２２、ユーザスケジュール部１２４としての機能を実
現しうる。
【００７５】
　記憶装置１８４は、プロセッサで実行されるプログラム、プログラムの実行の際に使用
されるデータ等が格納される。
【００７６】
　ベースバンド処理回路１８６は、ＣＰ除去部１０８、ＦＦＴ部１１０、物理チャネル分
離部１１２、データ信号復調部１１４、ダウンリンク制御信号生成部１２６、ＩＦＦＴ部
１２８、ＣＰ付加部１３０としての機能を実現しうる。ベースバンド処理回路は、ベース
バンド信号を処理する。
【００７７】
　無線処理回路１８８は、無線受信部１０４、無線送信部１３２としての機能を実現しう
る。無線処理回路１８８は、アンテナ１９０で送受信される無線信号を処理する。
【００７８】
　アンテナ１９０は、上り受信アンテナ１０２、下り送信アンテナ１３４としての機能を
実現しうる。
【００７９】
　図６は、中継装置のハードウェア構成例を示す図である。中継装置２００は、プロセッ
サ２８２、記憶装置２８４、ベースバンド処理回路２８６、無線処理回路２８８、アンテ
ナ２９０を含む。プロセッサ２８２、記憶装置２８４、ベースバンド処理回路２８６、無
線処理回路２８８、アンテナ２９０は、例えば、バスを介して互いに接続される。
【００８０】
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　プロセッサ２８２は、チャネル推定部２０６、受信ウェイト生成部２０８、受信ウェイ
ト乗算部２１０、送信ウェイト生成部２１６、送信ウェイト乗算部２１８としての機能を
実現しうる。
【００８１】
　記憶装置２８４は、プロセッサで実行されるプログラム、プログラムの実行の際に使用
されるデータ等が格納される。
【００８２】
　ベースバンド処理回路２８６は、ＦＦＴ部２０４、ＩＦＦＴ部２２０としての機能を実
現し得る。ベースバンド処理回路は、ベースバンド信号を処理する。
【００８３】
　無線処理回路２８８は、増幅部２２２としての機能を実現しうる。無線処理回路２８８
は、アンテナ２９０で送受信される無線信号を処理する。
【００８４】
　アンテナ２９０は、上り受信アンテナ２０２、上り送信アンテナ２２４としての機能を
実現しうる。
【００８５】
　図７は、端末装置のハードウェア構成例を示す図である。端末装置３００は、プロセッ
サ３８２、記憶装置３８４、ベースバンド処理回路３８６、無線処理回路３８８、アンテ
ナ３９０を含む。プロセッサ３８２、記憶装置３８４、ベースバンド処理回路３８６、無
線処理回路３８８、アンテナ３９０は、例えば、バスを介して互いに接続される。
【００８６】
　プロセッサ３８２は、チャネル符号化部３０２、チャネル符号化部３０４としての機能
を実現しうる。
【００８７】
　記憶装置３８４は、プロセッサで実行されるプログラム、プログラムの実行の際に使用
されるデータ等が格納される。
【００８８】
　ベースバンド処理回路３８６は、物理チャネル多重化部３０６、ＩＦＦＴ部３０８、Ｃ
Ｐ付加部３１０としての機能を実現しうる。ベースバンド処理回路は、ベースバンド信号
を処理する。
【００８９】
　無線処理回路３８８は、無線送信部３１２としての機能を実現しうる。無線処理回路３
８８は、アンテナ３９０で送受信される無線信号を処理する。
【００９０】
　アンテナ３９０は、上り送信アンテナ３１４としての機能を実現しうる。
【００９１】
　（ウェイトの算出）
　中継装置２００におけるウェイト行列（受信ウェイト行列、送信ウェイト行列）の算出
方法について説明する。ウェイト行列は、受信ウェイト生成部２０８、送信ウェイト生成
部２１６で、算出される。
【００９２】
　基地局装置１００の上り受信アンテナの本数は、Ｍ本であるとする。中継装置２００の
上り受信アンテナ及び上り送信アンテナの本数は、それぞれＮ本であるとする。端末装置
３００Ａの上り送信アンテナの本数は、Ｋ１本であるとする。端末装置３００Ｂ上り送信
アンテナの本数は、Ｋ２本であるとする。
【００９３】
　ＬＴＥ－Ａシステムにおいて、端末装置３００は、ＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency D
ivision Multiplexing）シンボルを送信する。ここでは、簡単のために、１つのサブキャ
リアにおけるシンボル（例えば、ＢＰＳＫ、ＱＰＳＫ）について検討する。
【００９４】
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　端末装置３００Ａは、Ｋ１本のアンテナにマッピングされるＫ１個のシンボル（データ
ストリーム）を有する。端末装置３００Ｂは、Ｋ２本のアンテナにマッピングされるＫ２

個のシンボルを有する。上位レイヤは、データストリームの数を端末装置３００に通知す
ることができる。ここでは、アンテナの本数とデータストリームの数とを同じとしている
が、データストリームの数はアンテナの本数よりも少なくてもよい。このとき、後述の計
算で使用されるＫ１、Ｋ２は、それぞれ、端末装置３００Ａ、端末装置３００Ｂにおける
データストリームの数となる。
【００９５】
　端末装置３００Ａ及び端末装置３００Ｂから送信される信号を、それぞれ、ｓ１、ｓ２

とすると、信号ｓ１、信号ｓ２は、次のように表記される。
【００９６】
【数１】

【００９７】
　ここで、Si1, Si2, ...,SiKiは、例えば、ＢＰＳＫシンボルまたはＱＰＳＫシンボルで
ある。また、例えば、S1jは端末装置３００Ａのｊ番目のアンテナから送信される信号で
あり、S2kは端末装置３００Ｂのｋ番目のアンテナから送信される信号である。
【００９８】
　中継装置２００は、端末装置３００Ａや端末装置３００Ｂなどから信号を受信する。中
継装置２００における受信信号ｒｒは、次のように記載される。ｒｒは、Ｎ行１列（Ｎ×
１）のベクトルである。Ｎは、中継装置２００におけるアンテナの本数である。
【００９９】
【数２】

【０１００】
　ここで、端末装置３００Ａから中継装置２００へのチャネル行列をＨ１、端末装置３０
０Ｂから中継装置２００へのチャネル行列をＨ２とする。Ｈ１及びＨ２は、それぞれ、Ｎ
行Ｋ１列の行列およびＮ行Ｋ２列の行列である。例えば、Ｈ１において、ｉ行ｊ列の成分
は、端末装置３００Ａのｊ番目のアンテナから中継装置２００のｉ番目のアンテナへの伝
搬係数である。また、ｎｒは、中継装置２００におけるノイズである。Ｈ１は、例えば、
端末装置３００Ａが、中継装置２００に参照信号（パイロット信号など）を送信すること
、及び、チャネルの割当情報等に基づいて得られる。
【０１０１】
　中継装置２００における、端末装置３００Ａの上り送信アンテナ３１４の等化信号（eq
ualized signal）ｙｒは、次のように記載される。ｙｒは、Ｋ１行１列のベクトルである
。
【０１０２】

【数３】

【０１０３】
　ＷＲｒは、受信ウェイト行列である。ＷＲｒは、Ｋ１行Ｎ列（Ｋ１×Ｎ）の行列である
。
【０１０４】
　ｙｒは、送信ウェイト行列ＷＲｔによって、中継装置２００の上り送信アンテナ２２４
にマッピングされる。中継装置２００から基地局装置１００に送信される信号（中継送信
信号）Ｘｒは、次のように記載される。
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【数４】

【０１０６】
　ここで、ＷＲｔは、送信ウェイト行列である。ＷＲｔは、Ｎ行Ｋ１列（Ｎ×Ｋ１）の行
列である。Ｘｒは、Ｎ行１列のベクトルである。Ｎは、中継装置２００の上り送信アンテ
ナ２２４の本数である。
【０１０７】
　基地局装置１００は、中継装置２００や端末装置３００Ｂなどから信号を受信する。基
地局装置１００における受信信号ｒｄは、次のように記載される。
【０１０８】
【数５】

【０１０９】
　ここで、中継装置２００から基地局装置１００へのチャネル行列をＨｒとする。ｎｄは
、基地局装置１００におけるノイズである。Ｈｒは、Ｍ行Ｎ列の行列である。
【０１１０】
　基地局装置１００における、端末装置３００Ａの上り送信アンテナ３１４の等化信号ｙ

ｄは、次のように記載される。ｙｄは、Ｋ１行１列のベクトルである。
【０１１１】
【数６】

【０１１２】
　Ｗｄは、基地局装置１００における受信ウェイト行列である。Ｗｄは、Ｋ１行Ｍ列（Ｋ

１×Ｍ）の行列である。
【０１１３】
　ウェイト行列によって、中継装置２００における干渉及びノイズが抑圧され、基地局装
置１００におけるノイズが除去される。
【０１１４】
　中継装置２００における受信ウェイト行列ＷＲｒは、端末装置３００Ｂからの干渉を抑
圧するように設計される。
【０１１５】
　Ｈ２Ｈ２

Ｈのヌルスペース（零空間）がその信号スペース（signal space）と直交する
ので、中継装置２００での受信ウェイト行列ＷＲｒは、干渉とノイズによって補われるス
ペースへのヌルスペースとして選択される。受信ウェイト行列ＷＲｒは、干渉チャネルの
共分散行列の固有値のうち小さい方からＫ１個までの固有値に対応するＫ１個の固有ベク
トルの転置である。
【０１１６】
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【数７】

【０１１７】
　σｒは、ノイズの分散である。ノイズの分散は、例えば、中継装置２００で受信される
パイロット信号の分散である。また、ノイズは、例えば、中継装置２００内の雑音である
。ＩＮは、単位行列である。Ｅ｛・｝は、集合平均化を表す。ｖｍｉｎＫ１［・］は、Ｋ

１個の最小固有値（固有値の最も小さいものからＫ１個）に対応するＫ１個の固有ベクト
ルである。ｖｍｉｎＫ１［・］は、［・］の行列の固有値の中から、小さい順にＫ１個だ
け抽出した固有値に対応する固有ベクトル（の集合）である。Ｈ２Ｈ２

Ｈは、干渉信号に
対応する干渉チャネルの共分散行列である。
【０１１８】
　固有値分解は、次のように記載される。
【０１１９】

【数８】

【０１２０】
　ここで、Λは、固有値λｎによって、次のように表される固有値行列である。
【０１２１】

【数９】

【０１２２】
　また、Ｑは、次のように表される固有ベクトル行列である。
【０１２３】

【数１０】

【０１２４】
　よって、受信ウェイト行列は、次のように表される。値が小さい固有値が使用されるこ
とで、干渉が抑圧され得る。
【０１２５】

【数１１】

【０１２６】
　しかしながら、中継装置２００にとって、干渉する端末装置３００からアップリンク送
信におけるチャネルを認識することは、実用的でない。中継装置２００は、通常、干渉す
る端末装置３００からパイロット信号を受信することはない。即ち、中継装置２００が端
末装置３００Ｂから中継装置２００へのチャネル行列であるＨ２を得ることは困難である
。
【０１２７】
　一方、中継装置２００は、所定の各端末装置３００から送信される参照信号（パイロッ
ト信号など）により、チャネル推定方法を使用して所定の各端末装置３００から中継装置
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２００へのチャネルを認識することができる。即ち、中継装置２００が端末装置３００Ａ
から中継装置２００へのチャネル行列であるＨ１を得ることは容易である。
【０１２８】
　ここで、次のように新たなベクトルｚを導入する。
【０１２９】
【数１２】

【０１３０】
　このとき、数７は、次のように表される。
【０１３１】
【数１３】

【０１３２】
　ＺＺＨは、ベクトルｚの共分散行列である。中継装置２００におけるｒｒは受信信号で
あり、Ｈ１は端末装置３００Ａと中継装置２００との間のチャネル行列であり、ｓ１は端
末装置３００Ａからの参照信号（パイロット信号など）により得られる。よって、ｚ（＝
ｒｒ－Ｈ１ｓ１）は容易に得られる。即ち、数１３では、端末装置３００Ｂと中継装置２
００との間のチャネル行列であるＨ２の算出をしなくてもよい。
【０１３３】
　ここでは、端末装置３００Ｂからの干渉を抑圧し、中継装置２００と基地局装置１００
との間のチャネルを直交化したが、別のデータストリームが、端末装置３００Ａから中継
装置２００に送信することによって、互いに結合される。中継装置３００Ｂとの直交を維
持しながら所望のデータストリームと直交する新たな受信ウェイト行列が算出される。
【０１３４】
　ＷＲｒ

Ｔ（＝Ｗ⊥
Ｔとする）の列のすべての線型結合は、Ｈ２Ｈ２

Ｈと直交する。ここ
で、係数行列Ｃを導入すると、中継装置２００における新たな受信ウェイト行列は次のよ
うに表される。
【０１３５】
【数１４】

【０１３６】
　新たな受信ウェイト行列によってフィルタされた後、端末装置３００Ａのデータストリ
ームが中継装置２００において非干渉化されるような係数行列Ｃが選択されることが望ま
しい。即ち、新たな受信ウェイト行列が、次の式を満たすことである。
【０１３７】

【数１５】

【０１３８】
　よって、中継装置２００における新たな受信ウェイト行列は次のように得ることができ
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る。
【０１３９】
【数１６】

【０１４０】
　ここで、中継装置２００と基地局装置１００との間のチャネル行列Ｈｒの特異値分解（
singular value decomposition）は、次のように表される。
【０１４１】

【数１７】

【０１４２】
　Ｕ（Ｍ×Ｍ）は右特異行列であり、∨（Ｎ×Ｎ）は左特異行列であり、Ｄ（Ｍ×Ｎ）は
特異値の対角行列である。中継装置２００における送信ウェイト行列ＷＲｔは、大きい方
からＫ１個までの特異値に対応する行列∨からのＫ１個のベクトルである。基地局装置１
００における受信ウェイト行列Ｗｄは、大きい方からＫ１個までの特異値に対応する行列
ＵからのＫ１個のベクトルのエルミート転置である。このようにして、Ｈｒの最もよいＫ

１個のチャネルが使用される。よって、中継装置２００におけるウェイト行列ＷＲは、次
のように算出される。
【０１４３】

【数１８】

【０１４４】
　特異値分解において、値が大きい方から選択されることによって、基地局装置１００に
おいてより確実に所望の信号が受信されるようになる。
【０１４５】
　（実施形態１の作用、効果）
　中継装置２００に属する端末装置３００Ａと中継装置２００に属しない端末装置３００
Ｂが存在するときに、中継装置２００が、端末装置３００Ｂからの干渉を抑圧するために
、ウェイト行列を生成する。端末装置３００Ａからの多重データストリームは、中継装置
２００及び基地局装置１００の両方で固有ビームフォーミングによって平行にされること
によって、多重化利得を向上させる。基地局装置１００は、端末装置３００Ａのアップリ
ンクリソース割り当てを行い、当該割当情報を中継装置２００に通知する。中継装置２０
０は、当該割当情報、参照信号に基づいて、端末装置３００Ａと中継装置２００との間の
チャネル行列を算出する。また、中継装置２００は、端末装置３００Ａと中継装置２００
との間のチャネル行列、受信信号等に基づいて、接続される端末装置３００（端末装置３
００Ａなど）の受信ウェイト行列を算出する。中継装置２００は、端末装置３００Ａ及び
端末装置３００Ｂからの信号を予測することで、端末装置３００Ｂ等からの干渉を抑圧す
る。中継装置２００における受信ウェイト行列は、小さい方からＫ１個の固有値に対応す
るＫ１個の固有ベクトルを含む。
【０１４６】
　中継装置２００は、中継装置２００と端末装置３００Ｂとの間のチャネル情報（チャネ
ル行列）を使用することなく、端末装置３００Ｂ等からの信号による干渉を抑圧すること
ができる。
【０１４７】
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　干渉を受信ウェイト行列の零空間に合わせることによって、中継装置２００に属しない
端末装置３００からの干渉を抑圧する。受信ウェイト行列は、小さい方からＫ１個の固有
値に対応するＫ１個の固有ベクトルを含む。
【０１４８】
　中継装置２００は、干渉するチャネルのＣＳＩ（Channel State Information）等を使
用しなくても、干渉を抑圧する受信ウェイト行列を算出できる。
【０１４９】
　〔実施形態２〕
　次に実施形態２について説明する。実施形態２は、実施形態１との共通点を有する。従
って、主として相違点について説明し、共通点については、説明を省略する。
【０１５０】
　ここでは、ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭシステムを例に挙げて説明する。ここに記載される構成
は、ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭシステム以外のシステムにおいても適用され得る。
【０１５１】
　（構成例）
　図８は、本実施形態のシステム構成例を示す図である。図８のように、本実施形態のシ
ステム２０は、基地局装置（ｅＮＢ：eNodeB）４００、端末装置（ＵＥ：User Equipment
）３００Ｃ、端末装置（ＵＥ）３００Ｄを含む。端末装置３００Ｃは、基地局装置４００
と接続している。端末装置３００Ｄは、基地局装置４００とは接続していない。ここでは
、端末装置３００Ｄから送信される信号は、基地局装置４００で受信可能であるとする。
基地局装置４００にとって、端末装置３００Ｄから送信される信号は干渉信号である。基
地局装置４００は、受信した信号から干渉信号やノイズを除去し、端末装置３００Ｃから
の信号をデコードする。
【０１５２】
　端末装置３００Ｃ及び端末装置３００Ｄは、実施形態１の端末装置３００と同様の構成
を有する。以下、端末装置３００Ｃと端末装置３００Ｄとを区別しないときは、端末装置
３００と総称することもある。
【０１５３】
　基地局装置４００は、端末装置３００Ａと接続する。また、基地局装置４００は、ネッ
トワーク上の装置と通信をする。例えば、端末装置３００Ａから送信された信号は、基地
局装置４００を介して、所望の装置に伝送される。
【０１５４】
　図９は、基地局装置の例を示す図である。図９の基地局装置４００は、上り受信アンテ
ナ４０２、無線受信部４０４、受信ウェイト行列乗算部４０６、ＣＰ除去部４０８、ＦＦ
Ｔ部４１０、物理チャネル分離部４１２を有する。基地局装置４００は、また、データ信
号復調部４１４、チャネル復号部４１６、制御信号復調部４１８、チャネル復号部４２０
、チャネル推定部４２２を有する。
【０１５５】
　上り受信アンテナ４０２は、端末装置３００等から信号を受信する。
【０１５６】
　無線受信部４０４は、上り受信アンテナ４０２で受信した信号を、デジタル信号に変換
する。
【０１５７】
　受信ウェイト行列乗算部４０６は、受信ウェイト行列を生成し、受信信号に受信ウェイ
ト行列を乗算する。受信ウェイト行列は、実施形態１の中継装置２００における受信ウェ
イト行列と同様に算出される。受信ウェイト行列乗算部４０６は、受信ウェイト行列を算
出する受信ウェイト生成部と、受信信号に受信ウェイト行列を乗算する受信ウェイト乗算
部とに分離してもよい。
【０１５８】
　ＣＰ除去部４０８は、受信ウェイト行列乗算部４０６の出力からＣＰを除去する。
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【０１５９】
　ＦＦＴ部４１０は、ＣＰ除去部４０８の出力に対して高速フーリエ変換を行う。
【０１６０】
　物理チャネル分離部４１２は、ＦＦＴ部４１０の出力を、データ信号、制御信号、参照
信号に分離する。物理チャネル分離部４１２は、データ信号をデータ信号復調部４１４に
出力する。物理チャネル分離部４１２は、制御信号を制御信号復調部４１８に出力する。
物理チャネル分離部４１２は、参照信号（パイロット信号など）をチャネル推定部４２２
に出力する。
【０１６１】
　データ信号復調部４１４は、データ信号を復調する。チャネル復号部４１６は、データ
信号復調部４１４で復調された信号を、復号する。
【０１６２】
　制御信号復調部４１８は、制御信号を復調する。チャネル復号部４２０は、制御信号復
調部４１８で復調された信号を、復号する。物理チャネル分離部４１２は、チャネル復号
部４２０で復号された制御信号に含まれる情報に基づいて、信号を分離する。
【０１６３】
　チャネル推定部４２２は、送信装置（端末装置３００など）から送信される参照信号（
パイロット信号など）に基づいて、送信装置と基地局装置４００との間のチャネル推定を
行う。即ち、チャネル推定部４２２は、送信装置から基地局装置４００へのチャネル行列
を算出する。
【０１６４】
　図１０は、基地局装置のハードウェア構成例を示す図である。基地局装置４００は、プ
ロセッサ４８２、記憶装置４８４、ベースバンド処理回路４８６、無線処理回路４８８、
アンテナ４９０を含む。プロセッサ４８２、記憶装置４８４、ベースバンド処理回路４８
６、無線処理回路４８８、アンテナ４９０は、例えば、バスを介して互いに接続される。
【０１６５】
　プロセッサ４８２は、受信ウェイト行列乗算部４０６、チャネル復号部４１６、チャネ
ル復号部４２０、チャネル推定部４２２としての機能を実現しうる。
【０１６６】
　記憶装置４８４は、プロセッサで実行されるプログラム、プログラムの実行の際に使用
されるデータ等が格納される。
【０１６７】
　ベースバンド処理回路４８６は、ＣＰ除去部４０８、ＦＦＴ部４１０、物理チャネル分
離部４１２、データ信号復調部４１４としての機能を実現しうる。ベースバンド処理回路
は、ベースバンド信号を処理する。
【０１６８】
　無線処理回路４８８は、無線受信部４０４としての機能を実現しうる。無線処理回路４
８８は、アンテナ４９０で送受信される無線信号を処理する。
【０１６９】
　アンテナ４９０は、上り受信アンテナ４０２としての機能を実現しうる。
【０１７０】
　（ウェイト行列の算出）
　基地局装置４００の受信ウェイト行列乗算部４０６は、受信信号、端末装置３００Ｃか
ら基地局装置４００へのチャネル行列に基づいて受信ウェイト行列を生成する。端末装置
３００Ｃと基地局装置４００との間のチャネル情報は、チャネル推定部４２２によって得
られる。
【０１７１】
　基地局装置４００の受信ウェイト行列乗算部４０６は、実施形態１の中継装置２００の
受信ウェイト生成部２０８と同様にして、受信ウェイト行列を生成する。
【０１７２】
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　ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭシステムにおいて、チャネルは、周波数に依存する。よって、受信
ウェイト行列は、サブキャリアの周波数に依存する。受信チャネル行列は、サブチャネル
の周波数ごとに求められてもよい。
【０１７３】
　（実施形態２の作用、効果）
　基地局装置４００は、受信信号及び端末装置３００Ｃと基地局装置４００との間のチャ
ネル情報に基づいて、受信ウェイト行列を算出する。基地局装置４００は、算出した受信
ウェイト行列によって端末装置３００Ｄ等からの干渉を抑圧する。基地局装置４００は、
基地局装置４００と端末装置３００Ｄとの間のチャネル情報を使用することなく、端末装
置３００Ｄ等からの信号による干渉を抑圧することができる。
【０１７４】
　以上の各実施形態は、可能な限りこれらを組み合わせて実施され得る。
【０１７５】
　〔その他〕
　以上の実施形態１、２に関し、更に以下の付記を開示する。
【０１７６】
　（付記１）
　端末装置と無線接続する中継装置であって、
　前記端末装置からの信号を含む信号を受信する受信部と、
　前記受信部が受信した前記信号と、前記端末装置と前記中継装置との間のチャネル行列
とに基づいて、受信ウェイト行列を算出する受信ウェイト算出部と、
　前記受信部が受信した前記信号と前記受信ウェイト行列とを乗算する受信ウェイト乗算
部と、
を備える中継装置。
【０１７７】
　（付記２）
　前記受信ウェイト行列は、干渉信号に対する干渉チャネルの共分散行列の対角成分に前
記中継装置内の雑音を加えた第１行列の固有ベクトルを含み、
　前記受信ウェイト行列に含まれる前記第１行列の固有ベクトルは、前記第１行列の固有
値の中で、値が最も小さいものから所定数の固有値に対する固有ベクトルであり、
　前記所定数は、前記端末装置のデータストリームの数である
付記１に記載の中継装置。
【０１７８】
　（付記３）
　前記受信ウェイト行列は、第１ベクトルの共分散行列の固有ベクトルを含み、
　前記受信ウェイト行列に含まれる前記第１ベクトルの共分散行列の固有ベクトルは、前
記第１ベクトルの共分散行列の固有値の中で、値が最も小さいものから所定数の固有値に
対する固有ベクトルであり、
　前記所定数は、前記端末装置のデータストリームの数であり、
　前記第１ベクトルは、前記受信部が受信する信号と、前記端末装置と前記中継装置との
間のチャネル行列と、前記端末装置から送信される参照信号とに基づいて算出される
付記１に記載の中継装置。
【０１７９】
　（付記４）
　前記第１ベクトルｚは、前記受信部が受信する信号ｒ、前記端末装置と前記中継装置と
の間のチャネル行列Ｈ１、前記端末装置から送信される参照信号ｓ１を使用して、
【０１８０】
【数１９】
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【０１８１】
と表される付記３に記載の中継装置。
【０１８２】
　（付記５）
　端末装置と無線接続する基地局装置であって、
　前記端末装置からの信号を含む信号を受信する受信部と、
　前記受信部が受信した前記信号と、前記端末装置と前記基地局装置との間のチャネル行
列とに基づいて、受信ウェイト行列を算出する受信ウェイト算出部と、
　前記受信部が受信した前記信号と前記受信ウェイト行列とを乗算する受信ウェイト乗算
部と、
基地局装置。
【０１８３】
　（付記６）
　前記受信ウェイト行列は、干渉信号に対する干渉チャネルの共分散行列の対角成分に前
記基地局装置内の雑音を加えた第１行列の固有ベクトルを含み、
　前記受信ウェイト行列に含まれる前記第１行列の固有ベクトルは、前記第１行列の固有
値の中で、値が最も小さいものから所定数の固有値に対する固有ベクトルであり、
　前記所定数は、前記端末装置のデータストリームの数である
付記５に記載の基地局装置。
【０１８４】
　（付記７）
　前記受信ウェイト行列は、第１ベクトルの共分散行列の固有ベクトルを含み、
　前記受信ウェイト行列に含まれる前記第１ベクトルの共分散行列の固有ベクトルは、前
記第１ベクトルの共分散行列の固有値の中で、値が最も小さいものから所定数の固有値に
対する固有ベクトルであり、
　前記所定数は、前記端末装置のデータストリームの数であり、
　前記第１ベクトルは、前記受信部が受信する信号と、前記端末装置と前記基地局装置と
の間のチャネル行列と、前記端末装置から送信される参照信号とに基づいて算出される
付記５に記載の基地局装置。
【０１８５】
　（付記８）
　前記第１ベクトルｚは、前記受信部が受信する信号ｒ、前記端末装置と前記基地局装置
との間のチャネル行列Ｈ１、前記端末装置から送信される参照信号ｓ１を使用して、
【０１８６】
【数２０】

【０１８７】
と表される付記７に記載の基地局装置。
【０１８８】
　（付記９）
　第１装置と第２装置とが無線接続し、前記第２装置における干渉抑圧方法であって、
　第２装置が第１装置からの信号を含む信号を受信し、
　受信された前記信号と、前記第１装置と前記第２装置との間のチャネル行列とに基づい
て、受信ウェイト行列を算出し、
　受信された前記信号と前記受信ウェイト行列とを乗算する
干渉抑圧方法。
【０１８９】
　（付記１０）
　前記受信ウェイト行列は、干渉信号に対する干渉チャネルの共分散行列の対角成分に前
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記第２装置内の雑音を加えた第１行列の固有ベクトルを含み、
　前記受信ウェイト行列に含まれる前記第１行列の固有ベクトルは、前記第１行列の固有
値の中で、値が最も小さいものから所定数の固有値に対する固有ベクトルであり、
　前記所定数は、前記第１装置のデータストリームの数である
付記９に記載の干渉抑圧方法。
【０１９０】
　（付記１１）
　前記受信ウェイト行列は、第１ベクトルの共分散行列の固有ベクトルを含み、
　前記受信ウェイト行列に含まれる前記第１ベクトルの共分散行列の固有ベクトルは、前
記第１ベクトルの共分散行列の固有値の中で、値が最も小さいものから所定数の固有値に
対する固有ベクトルであり、
　前記所定数は、前記第１装置のデータストリームの数であり、
　前記第１ベクトルは、前記第２装置が受信する信号と、前記第１装置と前記第２装置と
の間のチャネル行列と、前記第１装置から送信される参照信号に基づいて算出される
付記９に記載の干渉抑圧方法。
【０１９１】
　（付記１２）
　前記第１ベクトルｚは、前記第２装置が受信する信号ｒ、前記第１装置と前記第２装置
との間のチャネル行列Ｈ１、前記第１装置から送信される参照信号ｓ１を使用して、
【０１９２】
【数２１】

【０１９３】
と表される付記１１に記載の干渉抑圧方法。
【符号の説明】
【０１９４】
　　　　　１０　　　実施形態１のシステム
　　　　　２０　　　実施形態２のシステム
　　　　１００　　　基地局装置
　　　　１０２　　　　上り受信アンテナ
　　　　１０４　　　　無線受信部
　　　　１０６　　　　受信ウェイト行列乗算部
　　　　１０８　　　　ＣＰ除去部
　　　　１１０　　　　ＦＦＴ部
　　　　１１２　　　　物理チャネル分離部
　　　　１１４　　　　データ信号復調部
　　　　１１６　　　　チャネル復調部
　　　　１１８　　　　制御信号復調部
　　　　１２０　　　　チャネル復調部
　　　　１２２　　　　チャネル推定部
　　　　１２４　　　　ユーザスケジュール部
　　　　１２６　　　　ダウンリンク制御信号生成部
　　　　１２８　　　　ＩＦＦＴ部
　　　　１３０　　　　ＣＰ付加部
　　　　１３２　　　　無線送信部
　　　　１３４　　　　下り送信アンテナ
　　　　２００　　　中継装置
　　　　２０２　　　　上り受信アンテナ
　　　　２０４　　　　ＦＦＴ部
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　　　　２０６　　　　チャネル推定部２０６
　　　　２０８　　　　受信ウェイト生成部
　　　　２１０　　　　受信ウェイト乗算部
　　　　２１２　　　　下り受信アンテナ
　　　　２１４　　　　ダウンリンク信号復調部２１４
　　　　２１６　　　　送信ウェイト生成部
　　　　２１８　　　　送信ウェイト乗算部
　　　　２２０　　　　ＩＦＦＴ部
　　　　２２２　　　　増幅部
　　　　２２４　　　　上り送信アンテナ
　　　　３００　　　端末装置
　　　　３００Ａ　　端末装置（中継装置２００と接続）
　　　　３００Ｂ　　端末装置
　　　　３００Ｃ　　端末装置（基地局装置４００と接続）
　　　　３００Ｄ　　端末装置
　　　　３０２　　　　チャネル符号化部
　　　　３０４　　　　チャネル符号化部
　　　　３０６　　　　物理チャネル多重化部
　　　　３０８　　　　ＩＦＦＴ部
　　　　３１０　　　　ＣＰ付加部
　　　　３１２　　　　無線送信部
　　　　３１４　　　　上り送信アンテナ
　　　　４００　　　無線基地局
　　　　４００　　　基地局装置
　　　　４０２　　　　上り受信アンテナ
　　　　４０４　　　　無線受信部
　　　　４０６　　　　受信ウェイト行列乗算部
　　　　４０８　　　　ＣＰ除去部
　　　　４１０　　　　ＦＦＴ部
　　　　４１２　　　　物理チャネル分離部
　　　　４１４　　　　データ信号復調部
　　　　４１６　　　　チャネル復調部
　　　　４１８　　　　制御信号復調部
　　　　４２０　　　　チャネル復調部
　　　　４２２　　　　チャネル推定部
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