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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の無線モジュールと、該無線モジュールと無線通信を行う端末局と、前記複数の無
線モジュールと有線回線または無線回線を介して接続された制御局により構成され、前記
複数の無線モジュールが前記制御局と前記端末局との間の通信を直交周波数分割多重（Ｏ
ＦＤＭ：Frequency Division Multiplexing ）方式またはＳＣ－ＦＤＥ（Single Carrier
 Frequency Domain Equalization）方式を用いて中継する無線通信システムにおいて、
　前記無線モジュールまたは前記制御局のいずれかが、
　前記無線モジュールおよび前記端末局のそれぞれが備えるアンテナの設置されている３
次元座標を取得する座標取得手段と、
　前記無線モジュールと前記端末局のそれぞれの３次元座標から算出した前記無線モジュ
ールと前記端末局の間の距離を、使用する無線周波数の各周波数成分の波長で除算した結
果に基づいて周波数成分毎の送信ウエイトおよび受信ウエイトを算出するウエイト算出手
段と、
　前記無線モジュールが送信するべき信号を各周波数成分に分離した情報を取得する第１
の周波数成分情報取得手段と、
　前記分離された周波数成分毎に当該周波数成分に対応した前記送信ウエイトを乗算する
送信ウエイト乗算手段と、
　前記送信ウエイトが乗算された後の各周波数成分をもとに周波数軸上の信号を時間軸上
の信号に変換する時間軸信号生成手段と、



(2) JP 5642613 B2 2014.12.17

10

20

30

40

50

　前記生成された時間軸信号ないしは該信号にガードインターバルを付与した信号を無線
周波数帯で前記端末局へ送信する送信手段と、
　前記端末局から送信された信号を受信する受信手段と、
　前記受信した信号を各周波数成分に分離した情報を取得する第２の周波数成分情報取得
手段と、
　前記分離された周波数成分毎に当該周波数成分に対応した前記受信ウエイトを乗算する
受信ウエイト乗算手段と、
　全ての前記無線モジュールで処理された前記受信ウエイトが乗算された各周波数成分の
信号を周波数成分毎に加算合成する加算合成手段と、
　前記周波数成分毎に加算合成された周波数成分毎の信号ないしは該周波数軸上の信号を
時間軸上の信号に変換した後の信号をもとに前記端末局が送信した信号を再生する受信信
号処理手段と
　を備えたことを特徴とする無線通信システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の無線通信システムにおいて、
　前記無線モジュールは、さらに
　前記端末局との通信の基準となるタイミング（基準タイミング）を各無線モジュール間
で共有するタイミング同期手段を備え、
　前記送信手段および受信手段は、前記タイミング同期手段により通知されたタイミング
で信号の送信および受信を実施する構成である
　ことを特徴とする無線通信システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の無線通信システムにおいて、
　前記ウエイト算出手段は、さらに
　前記無線モジュールの固有のタイミングと前記基準タイミングとの時間差を測定する手
段と、
　前記時間差に使用する無線周波数の各成分の周波数を乗算した結果に基づいて周波数成
分毎に前記送信ウエイト及び前記受信ウエイトを補正する第１のウエイト補正手段と
　を備えたことを特徴とする無線通信システム。
【請求項４】
　前記無線モジュールと前記制御局が有線回線で接続された請求項１から請求項３のいず
れかに記載の無線通信システムにおいて、
　前記ウエイト算出手段は、さらに
　前記制御局と各前記無線モジュールの間の有線回線の経路長が同一ではない場合に、各
有線回線の経路長を使用する無線周波数の各周波数成分の波長で除算した結果に基づいて
周波数成分毎に前記送信ウエイト及び前記受信ウエイトの補正を行う第２のウエイト補正
手段を備えた
　ことを特徴とする無線通信システム。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれかに記載の無線通信システムにおいて、
　前記ウエイト算出手段は、さらに
　前記無線モジュールに実装されたハイパワーアンプ、およびまたはローノイズアンプ、
およびまたはフィルタ等のアナログ信号処理機能において発生する無線信号の複素位相の
回転量の個体差およびまたは周波数依存性を事前に取得しておき、個体毎に異なる該複素
位相の回転量を利用して周波数成分毎に前記送信ウエイトおよびまたは受信ウエイトの補
正を行う第３のウエイト補正手段を備えた
　ことを特徴とする無線通信システム。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれかに記載の無線通信システムにおいて、
　前記無線モジュールは、
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　送信信号に対するデジタル・アナログ変換を無線周波数帯で行う第１の変換手段と、
　受信信号に対するアナログ・デジタル変換を無線周波数帯で行う第２の変換手段と
　を備えたことを特徴とする無線通信システム。
【請求項７】
　複数の無線モジュールと、該無線モジュールと無線通信を行う端末局と、前記複数の無
線モジュールと有線回線または無線回線を介して接続された制御局により構成され、前記
複数の無線モジュールが前記制御局と前記端末局との間の通信を直交周波数分割多重（Ｏ
ＦＤＭ：Frequency Division Multiplexing ）方式またはＳＣ－ＦＤＥ（Single Carrier
 Frequency Domain Equalization）方式を用いて中継する無線通信方法において、
　前記無線モジュールまたは前記制御局のいずれかが
　前記無線モジュールおよび前記端末局のそれぞれが備えるアンテナの設置されている３
次元座標を取得するステップと、
　前記無線モジュールと前記端末局のそれぞれの３次元座標から算出した当該無線モジュ
ールと前記端末局の間の距離を、使用する無線周波数の各周波数成分の波長で除算した値
を取得するステップと、
　無線周波数帯のある周波数に対応する該ステップで得られた値をαとし、かつ虚数単位
をｊとしたときに、当該周波数の送信ウエイトおよび受信ウエイトをExp(－２παｊ) の
係数を含む値として算出するステップと、
　前記無線モジュールが送信するべき信号を各周波数成分に分離した情報を取得するステ
ップと、
　前記分離された周波数成分毎に当該周波数成分に対応した前記送信ウエイトを乗算する
ステップと、
　前記送信ウエイトが乗算された後の各周波数成分をもとに周波数軸上の信号を時間軸上
の信号に変換するステップと、
　前記生成された時間軸信号ないしは該信号にガードインターバルを付与した信号を無線
周波数帯にて前記端末局へ送信するステップと、
　前記端末局から送信された信号を受信するステップと、
　前記受信した信号を各周波数成分に分離した情報を取得するステップと、
　前記分離された周波数成分毎に当該周波数成分に対応した前記受信ウエイトを乗算する
ステップと、
　全ての前記無線モジュールにて処理された前記受信ウエイトが乗算された各周波数成分
の信号を周波数成分毎に加算合成するステップと、
　前記周波数成分毎に加算合成された周波数成分毎の信号ないしは該周波数軸上の信号を
時間軸上の信号に変換した後の信号をもとに前記端末局が送信した信号を再生するステッ
プと
　を実施することを特徴とする無線通信方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の無線通信方法において、
　前記無線モジュールは、
　前記端末局との通信の基準となるタイミング（基準タイミング）を各無線モジュール間
で共有するためのタイミング同期を図るステップと、
　送信処理および受信処理を行う際に、各無線モジュール間で同期が図られたタイミング
で信号の送信および受信の実施を指示するステップと
　を実施することを特徴とする無線通信方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の無線通信方法において、
　前記ウエイトを算出する処理は、さらに
　前記無線モジュールの固有のタイミングと前記基準タイミングとの時間差を測定するス
テップと、
　前記時間差に使用する無線周波数の各成分の周波数を乗算した結果に基づいて周波数成
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分毎に前記送信ウエイト及び前記受信ウエイトを補正するステップと
　を実施することを特徴とする無線通信方法。
【請求項１０】
　前記無線モジュールと前記制御局が有線回線で接続された請求項７から請求項９のいず
れかに記載の無線通信方法において、
　前記ウエイトを算出の処理は、さらに
　前記制御局と各前記無線モジュールの間の有線回線の経路長が同一ではない場合に、各
有線回線の経路長を使用する無線周波数の各周波数成分の波長で除算した結果に基づいて
周波数成分毎に前記送信ウエイト及び前記受信ウエイトの補正を行うステップ
　を実施することを特徴とする無線通信方法。
【請求項１１】
　請求項７から請求項１０のいずれかに記載の無線通信方法において、
　前記ウエイトを算出する処理は、さらに
　前記無線モジュールに実装されたハイパワーアンプ、およびまたはローノイズアンプ、
およびまたはフィルタ等のアナログ信号処理機能において発生する無線信号の複素位相の
回転量の個体差およびまたは周波数依存性を事前に取得しておき、個体毎に異なる該複素
位相の回転量を利用して周波数成分毎に前記送信ウエイトおよびまたは受信ウエイトの補
正を行うステップ
　を実施することを特徴とする無線通信方法。
【請求項１２】
　請求項７から請求項１１のいずれかに記載の無線通信方法において、
　前記無線モジュールは、
　送信信号に対するデジタル・アナログ変換を無線周波数帯で行うステップと、
　受信信号に対するアナログ・デジタル変換を無線周波数帯で行うステップと
　を実施することを特徴とする無線通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線伝送における伝送距離の長距離化により回線設計上の厳しい制限が強い
られる環境において、送信側の総送信電力を抑えながらも受信側の受信電力ないしは信号
対雑音比（ＳＮＲ：Signal to Noise Ratio ）を向上させ、省電力で効率的な伝送を可能
にする無線通信システムおよび無線通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のインターネットの普及と共に、既に全世帯の90％にも及ぶ世帯で光ファイバを用
いた回線が利用可能となっている。このようにブロードバンド化の流れは確実に進展して
はいるが、実際には、光回線の敷設による採算が見込めないエリアがあることから、ブロ
ードバンド・ゼロ地域の解消を如何にして実現するかという問題はなかなか解決する術が
見つからない現状がある。
【０００３】
　このような不採算地域（条件不利地域）における対策としては、無線回線を利用するこ
とが有利とされており、例えばＷｉＭＡＸ（Worldwide interoperability for microwave
 access)と呼ばれる無線規格を用いたサービスのための周波数チャネルを10ＭHz確保し、
この周波数チャネルを用いたＷｉＭＡＸサービスを、条件不利地域を中心に適用する「地
域ＷｉＭＡＸ」と呼ばれる施策が実施されている。この施策に用いられているＷｉＭＡＸ
では、例えば基地局は10Ｗ程度の大きな送信電力で信号送信を行い、この結果、半径３ｋ
ｍ程度のエリアを１局でカバーすることが可能となっている。
【０００４】
　一般に、見通しがきく環境では送信局と受信局の間での伝搬に伴う信号の損失は、距離
の２乗に反比例する。見通し外の場合にはこの減衰の程度は距離の３～４乗に反比例する
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ようになり、回線設計上にはより厳しい制限が課せられることになる。仮に見通しを想定
したとしても、伝送距離を２倍に伸ばすためには、送信電力を２2 ＝４倍にする必要があ
り、より線形性の高い送信アンプを必要とする。しかし、そのような送信アンプは高価で
あると共に、電力効率は著しく低下するため、必要な消費電力は急激に増加する。
【０００５】
　近年は特に環境問題が注目され、無線を含めたインフラの低消費電力化が要求されてお
り、このような非効率的な高出力の送信アンプを用いた通信は好ましくない。このような
問題を解決するための方法としては、例えば、非特許文献１に記載のように、複数の中継
局を介在させたコヒーレント伝送が有効である。この非特許文献１では、中継においては
非再生中継を仮定しているが、このコヒーレント伝送のポイントは中継の形態が「非再生
中継」か「再生中継」かには依存しておらず、あくまでも受信側において各信号が同位相
で合成されるように送信することが重要である。また、このコヒーレント伝送を行う場合
の形態の１つとして、分散アンテナシステムがある。分散アンテナシステムは、１つの制
御局に場所的に分散されて設置された複数のアンテナ（厳密にはアンテナに、光・電気変
換や信号増幅等を行う装置が組み合わされた無線モジュールないしはリモート基地局）が
接続された構成であり、制御局と各アンテナ間は光ファイバ等で接続される。また、他の
形態として、１つの基地局に複数の中継局が接続された構成（無線中継システム）をとる
こともできる。この場合は、基地局および中継局がそれぞれ分散アンテナシステムの制御
局とアンテナに相当することになるが、基地局と中継局が無線により接続される点で大き
く異なる構成である。いずれの場合も、複数のアンテナ（中継局）が受信端末側で各信号
が同位相で合成されるように送信するコヒーレント伝送を行うことができる。以下に、そ
の詳細な説明を行う。
【０００６】
［従来技術におけるコヒーレント伝送のシステム概要］
（無線中継システム）
　図２０は、従来技術における無線中継システムの概要を示す。
　図２０において、１０１は送信局、１０２－１～１０２－４は中継局、１０３は受信局
を示す。ここでは、無線中継システムの形態を示し、中継局１０２－１～１０２－４は全
部でＮ局存在すると仮定する。まず送信局１０１は、受信局１０３宛ての無線パケットを
一旦中継局１０２－１～１０２－４に対して送信する。中継局１０２－１～１０２－４は
、受信した信号に対して各種受信信号処理を行い、送信局１０１が送信した無線パケット
を再生（復元）する。次に、各中継局１０２－１～１０２－４は、再生した同一の無線パ
ケットを同時刻に受信局１０３に対して送信するが、この際、各中継局から送信された信
号が受信局１０３において同一の位相で受信されるように、送信信号の位相を調整する。
受信局１０３ではこれらの中継局１０２－１～１０２－４からの信号が全て合成されて受
信される。この際、各中継局により送信された信号が、受信局において同程度の受信電力
で受信されるとするならば、合成された後の信号は、合成される前の信号に対して振幅で
Ｎ倍となり、受信電力はその２乗に比例するためＮ2 倍となる。
【０００７】
　ここで、中継局が１局の場合とＮ局の場合で比較する。評価条件を公平にするために、
単一の中継局で送信電力Ｐで送信した場合と、Ｎ局の中継局１０２－１～１０２－４がそ
れぞれ送信電力をＰ／Ｎとして送信した場合について比較して考える。Ｎ局から送信され
た信号の合成により、総受信電力は１局当たりの受信電力のＮ2 倍となるが、Ｎ局で送信
した場合の１局当たりの送信電力は１局で送信した場合の１／Ｎ倍として評価するため、
結果として受信電力は（１／Ｎ）×Ｎ2 ＝Ｎ倍となる。つまり、中継局１０２－１～１０
２－４の総送信電力を一定としているにもかかわらず、受信電力がＮ倍となり、回線利得
としては10×Log10Ｎ ｄＢを稼ぐことが可能になる。
【０００８】
（分散アンテナシステム）
　図２１は、従来技術における分散アンテナシステムの概要を示す。
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　図２１において、１１１－１～１１１－３は協調的な通信を行う個々のセル、１１２－
１～１１２－３は各セルのリモート基地局、１１３－１～１１３－６は端末局、１１４は
制御局、１１５は光ファイバ等の有線伝送路をあらわす。複数のセル１１１－１～１１１
－３のリモート基地局１１２－１～１１２－３は、同一の周波数チャネルを用いて各端末
局１１３－１～１１３－６と通信を行う。制御局１１４は、光ファイバ等の有線伝送路１
１５を介してリモート基地局１１２－１～１１２－３を制御する。同一周波数を用いた通
信であることから、各端末局１１３－１～１１３－６は複数のリモート基地局１１３－１
～１１３－３からの信号を同時に受信可能であり、例えば端末局１１３－４は、全てのリ
モート基地局１１２－１～１１２－３からの信号を受信することができる。この際、リモ
ート基地局１１２－１と端末局１１３－４、リモート基地局１１２－２と端末局１１３－
４、リモート基地局１１２－３と端末局１１３－４のそれぞれのチャネルの情報が既知で
あれば、リモート基地局１１２－１～１１２－３が端末局１１３－４に宛てて信号を送信
する際に、端末局１１３－４で各受信信号が同位相合成となるように送信側での送信ウエ
イト乗算を施すことで受信電力が増加するため、通信特性を改善可能である。これらの同
位相合成のための信号処理の制御は全て制御局１１４で実施され、リモート基地局１１２
－１～１１２－３は制御局１１４の指示に従い動作する。
【０００９】
　ここで、特筆すべき点は、制御局１１４と各リモート基地局１１２－１～１１２－３と
の間は光ファイバで接続されており、この回線上で転送される光信号を各リモート基地局
１１２－１～１１２－３では光／電気変換を行うことで無線回線上で送信する電気信号を
生成し、信号増幅などの処理の後にこれをアンテナから送信する。このような制御を利用
することで、全てのチャネル情報を把握した制御局に受信側において同位相合成となるよ
うな信号処理の機能を集約し、その結果、各リモート基地局１１２－１～１１２－３にお
ける位相制御の不確定性を回避しながら通信品質の向上を図ることが可能となる。
【００１０】
　なお、厳密な意味での分散アンテナシステムでは、各リモート基地局１１２－１～１１
２－３は同時に複数の端末局と同一周波数上で空間多重を行うマルチユーザＭＩＭＯ（Mu
ltiple Input Multiple Output）技術を利用してさらなる特性改善を図ることができるが
、マルチユーザＭＩＭＯ技術を利用する場合は、多数の送信アンテナを利用することで、
端末側における希望信号の同位相合成と、異なる端末間の干渉信号の除去のためのヌル制
御を両立をしているという差分を除けば、基本的にはコヒーレント伝送を基礎とした制御
であると理解できる。
【００１１】
［コヒーレント伝送におけるチャネルフィードバックの概要］
　コヒーレント伝送を行うためには、送受信局間のチャネルの状態を把握する必要がある
。それぞれのアンテナ／中継局から送信された信号が同位相で受信局に届くためには、送
信側であるアンテナ／中継局において送受信局間のチャネルの状態を把握して、それに応
じた送信ウエイトを用いて信号が送信される必要があるためである。
【００１２】
　図２２は、従来技術におけるチャネルフィードバックの処理フローを示す。
　従来技術におけるチャネルフィードバックの方法は大別して２種類の方法がある。一般
的には、フォワードリンクとその逆方向のバックワードリンクのチャネル情報は一致しな
い。それは、フォワードリンクで用いられる送信側のハイパワーアンプと受信側のローノ
イズアンプの組み合わせと、バックワードリンクで用いられる送信側のハイパワーアンプ
と受信側のローノイズアンプの組み合わせが異なり、フォワードリンクのチャネル情報と
バックワードリンクのチャネル情報との間で複素位相や振幅が異なるからである。
【００１３】
　しかし、後述する換算処理（キャリブレーション処理）を実施することで、バックワー
ドリンクのチャネル情報からフォワードリンクの情報を換算推定することが可能である。
ここでは、フォワードリンクのチャネル推定結果を直接取得する「(1) 直接的な方法」と
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、バックワードリンクの情報を用いて換算推定する「(2) 間接的な方法」の２種類につい
て説明する。また以降の説明においては、先の説明における「リモート基地局」および「
中継局」を区別しない場合は「無線モジュール」と呼ぶことにする。
【００１４】
　図２２(1) において、直接的な方法では、チャネル情報を推定開始する（Ｓ101 ）と、
各無線モジュールから端末局宛にチャネル推定用のプリアンブル信号などを含む無線パケ
ットを送信する（Ｓ102 ）。端末局でこの無線パケットを受信し、プリアンブル信号など
を用いてチャネル推定を実施する（Ｓ103 ）。端末局では、このチャネル推定結果を「制
御情報収容用の無線パケット」に収容し、無線モジュールに送信する（Ｓ104 ）。無線モ
ジュールでのこの「制御情報収容用の無線パケット」を受信し、チャネル情報を取得する
（Ｓ105 ）。さらに無線モジュールではこのチャネル情報をメモリに保存し、チャネル情
報に関するデータベースを構築し（Ｓ106 ）、処理を終了する（Ｓ107 ）。
【００１５】
　図２２(2) において、間接的な方法では、チャネル情報を推定開始する（Ｓ108 ）と、
端末局から無線モジュール宛にチャネル推定用のプリアンブル信号などを含む無線パケッ
トを送信する（Ｓ109 ）。無線モジュールでこの無線パケットを受信し、プリアンブル信
号などを用いてチャネル推定を実施する（Ｓ110 ）。無線モジュールではこのバックワー
ドリンクにおけるチャネル情報の推定結果に、後述する換算処理を施し、フォワードリン
ク側のチャネル情報を取得する（Ｓ111 ）。当該換算処理については、上述のフォワード
リンクとバックワードリンクにおけるハイパワーアンプとローノイズアンプの相違を補正
する係数を事前に取得しておけば、バックワードリンクにおけるチャネル情報の推定結果
に当該補正する係数を乗算することによって、上記の処理Ｓ111 での換算処理を実施する
ことが可能である。さらに無線モジュールではこのチャネル情報をメモリに保存し、チャ
ネル情報に関するデータベースを構築し（Ｓ112 ）、処理を終了する（Ｓ113 ）。
【００１６】
　なお、このようにしてチャネル情報を事前に取得しておき、一般的には実際に通信を行
う際にこのチャネル情報をもとに送信ウエイトを算出する。送信ウエイトを事前に算出し
ておいても構わないが、チャネル情報は時間と共に変動するため、状況に応じてたとえば
周期的に更新することが一般的である。また、上記の中でチャネル情報をデータベース化
して保存するのは、無線モジュール以外のその他の制御局等で行っても構わない。
【００１７】
　また、分散アンテナシステムを例にとれば、この送信ウエイト算出処理は各無線モジュ
ールで個別に行うのではなく、制御局側で集中制御的に一括処理を行うことが一般的であ
る。特に、マルチユーザＭＩＭＯにより複数の端末局と同時に同一周波数チャネルで通信
を行う際には、全てのチャネル情報を用いなければ送信ウエイトを算出することは出来な
い。ただし、マルチユーザＭＩＭＯではなく、１台の端末局との間での１対１通信（つま
り、単なるＭＩＭＯ）を行う場合に限定すれば、チャネル情報から得られる伝送路上での
複素位相の回転をキャンセルする送信ウエイト（つまり、全ての無線モジュールでチャネ
ル情報と送信ウエイトを乗算すると複素位相が定数となる）を利用可能であるので、無線
モジュールで個別に処理をすることも可能である。
【００１８】
［従来技術におけるコヒーレント伝送の信号処理概要］
　従来方式におけるコヒーレント伝送の信号処理について、以下に簡単に説明する。
　図２７は、従来技術における送信信号の送信処理フローの例を示す。
　図２７において、送信処理を開始すると（Ｓ121 ）、宛先局のチャネル情報を記録され
たメモリより読み出し（Ｓ122 ）、読み出されたチャネル情報をもとに送信ウエイトを算
出する（Ｓ123 ）。これとは別に、送信すべきデータに対する無線パケット生成や変調処
理等の各種信号処理により、送信信号を生成する（Ｓ124 ）。生成された信号はそのまま
送信することも可能であるが、受信側での同位相合成を実現するために、処理Ｓ123 で算
出した送信ウエイトを各無線モジュール毎に乗算し（Ｓ125 ）、この信号を各無線モジュ
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ールに転送する（Ｓ126 ）。各無線モジュールでは、この信号を送信し（Ｓ127-1 ～Ｓ12
7-3 ）、送信処理を終了する（Ｓ128-1 ～Ｓ128-3 ）。
【００１９】
　以上の説明では、処理Ｓ122 、処理Ｓ123 、処理Ｓ124 を処理Ｓ126 の前段階で実施す
る場合について説明したが、処理Ｓ124 で生成した信号を各無線モジュールに直接転送し
（Ｓ126 に相当）、その後に送信ウエイトの乗算処理（Ｓ125 に相当）を実施しても良い
。この場合、処理Ｓ122 、処理Ｓ123 は各無線モジュールで個別に実施しても構わない。
【００２０】
　図２８は、従来技術における受信信号の受信処理フローの例を示す。
　図２８において、処理Ｓ131 から処理Ｓ134 までの処理は各無線モジュールで受信した
信号に個別行う処理であり、複数の処理がパラレルに実施される。これらの処理結果を集
約し、処理Ｓ135 以降の処理を実施する構成になっている。
【００２１】
　まず、各無線モジュールで信号を受信する（Ｓ131-1 ～Ｓ131-3 ）。ここでの受信とは
、受信した信号ないしはそれをダウンコンバートした信号に対しアナログ／デジタル変換
を施す処理までを含み、以降の信号処理はこれらのデジタル化された受信信号に対する処
理を意味する。続けて、各無線モジュールの受信信号に対し、無線パケットに付与されて
いた既知のパターンのプリアンブル信号の受信状態より、チャネル推定を実施する（Ｓ13
2-1 ～Ｓ132-3 ）。ここで、伝搬路上での信号の減衰、および複素位相の回転状態を把握
する。この推定されたチャネル情報を用いて、適切な受信ウエイトを算出する（Ｓ133-1 
～Ｓ133-3 ）。算出された受信ウエイトを受信信号に乗算し（Ｓ134-1 ～Ｓ134-3 ）、こ
れらの信号を加算合成し（Ｓ135 ）、合成された信号に対して通常の受信信号処理を実施
し（Ｓ136 ）、処理を終了する（Ｓ137 ）。
【００２２】
［従来技術におけるコヒーレント伝送の無線通信装置の構成例］
　以上の従来方式にかかわる無線通信装置の構成例を以下に示す。一般の無線通信装置は
送信側と受信側の機能を両方備えるのが一般的で、特にチャネル情報のフィードバックの
際には双方を同時に利用することになるが、説明の都合上、送信側と受信側の機能ブロッ
クを便宜的に分けて説明する。
【００２３】
(1) 分散アンテナシステム
（ダウンリンクにおける送信側の構成例）
　図２３は、従来技術のダウンリンクにおける送信側（制御局～リモート基地局）の構成
例を示す。
【００２４】
　図２３において、１３４は制御局装置、１３５－１～１３５－３は無線モジュール（こ
こではリモート基地局）である。１２１は送信信号処理回路、１２２－１～１２２－３は
Ｄ／Ａ変換器、１２３－１～１２３－３はミキサ、１２４－１～１２４－３はフィルタ、
１２５－１～１２５－３はＥ／Ｏ変換器、１２６－１～１２６－３は光ファイバ、１２７
－１～１２７－３はＯ／Ｅ変換器、１２８－１～１２８－３はハイパワーアンプ、１２９
－１～１２９－３はアンテナ、１３０はチャネル情報取得回路、１３１はチャネル情報記
憶回路、１３２は送信ウエイト算出回路、１３３はローカル発振器を表す。
【００２５】
　送信信号処理回路１２１は、ネットワーク側より送信すべきデータが入力すると、無線
回線で送信する無線パケットを生成して変調処理を行う。さらに、変調処理がなされたベ
ースバンド信号に送信ウエイトを乗算し、必要に応じて残りの信号処理（例えばＯＦＤＭ
変調方式を用いるのであれば、ＩＦＦＴ処理、ガードインターバルの挿入、波形生計等の
処理）を施し、ベースバンドにおける送信信号のサンプリングデータを生成する。これら
の信号は無線モジュール毎に個別の信号として出力され、宛先の無線モジュール１３５－
１～１３５－３毎に、Ｄ／Ａ変換器１２２－１～１２２－３でデジタル・サンプリングデ
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ータからベースバンドのアナログ信号に変換する。さらに、各アナログ信号は、ローカル
発振器１３３から入力される信号とミキサ１２３－１～１２３－３で乗算され、無線周波
数の信号にアップコンバートされる。ここでの信号は、送信すべきチャネルの帯域外の周
波数成分にも信号が含まれるため、フィルタ１２４－１～１２４－３で帯域外成分を除去
し、送信すべき電気的な信号を生成する。これを無線モジュール１３５－１～１３５－３
に転送する際には、信号のレベル損失やノイズ混入を防ぐため、Ｅ／Ｏ変換器１２５－１
～１２５－３で電気信号から光信号に変換し、光ファイバ１２６－１～１２６－３を介し
て無線モジュール１３５－１～１３５－３に転送する。
【００２６】
　各無線モジュール１３５－１～１３５－３では、受信した光信号をＯ／Ｅ変換器１２７
－１～１２７－３で電気信号に変換し、これをハイパワーアンプ１２８－１～１２８－３
で信号増幅し、アンテナ１２９－１～１２９－３より送信する。
【００２７】
　なお、送信信号処理回路１２１で乗算される送信ウエイトは、チャネル情報取得回路１
３０で別途取得しておき、これを逐次更新しながらチャネル情報記憶回路１３１に記録し
ておく。信号の送信時に送信ウエイト算出回路１３２は、チャネル情報をチャネル情報記
憶回路１３１から読み出し、その情報をもとに送信ウエイトを算出し、これを送信信号処
理回路１２１に入力する。
【００２８】
　ここでの重要な特徴は、単一のローカル発振器１３３からの信号を分岐して各ミキサ１
２３－１～１２３－３に入力している点である。単一のローカル発振器により出力された
信号を共有することにより、各ミキサ１２３－１～１２３－３に入力される信号の相対的
な位相関係は常に固定的（ほぼ同位相）になる。したがって、各無線モジュール１３５－
１～１３５－３間相互の位相の不確定性が回避されることから、受信側で同位相合成とな
る送信ウエイト乗算処理が容易になる。
【００２９】
（アップリンクにおける受信側の構成例）
　図２４は、従来技術のアップリンクにおける受信側（リモート基地局～制御局）の構成
例を示す。
　図２４において、１５３は制御局装置、１５４－１～１５４－３は無線モジュール（こ
こではリモート基地局）である。１４１は受信信号処理回路、１４２－１～１４２－３は
Ａ／Ｄ変換器、１４３－１～１４３－３はフィルタ、１４４－１～１４４－３はミキサ、
１４５－１～１４５－３はＯ／Ｅ変換器、１４６－１～１４６－３は光ファイバ、１４７
－１～１４７－３はＥ／Ｏ変換器、１４８－１～１４８－３はローノイズアンプ、１４９
－１～１４９－３はアンテナ、１５０はチャネル情報推定回路、１５１は受信ウエイト算
出回路、１５２はローカル発振器を表す。
【００３０】
　各無線モジュール１５４－１～１５４－３では、アンテナ１４９－１～１４９－３で受
信した信号をローノイズアンプ１４８－１～１４８－３で増幅し、これをＥ／Ｏ変換器１
４７－１～１４７－３で電気的な信号から光信号に変換する。この光信号は光ファイバ１
４６－１～１４６－３を介して制御局装置１５３に送られる。
【００３１】
　制御局装置１５３では、これらの信号を無線モジュール１５４－１～１５４－３毎に、
Ｏ／Ｅ変換器１４５－１～１４５－３で光信号を電気信号に変換し、この信号とローカル
発振器１５２から入力される信号とがミキサ１４４－１～１４４－３で乗算され、無線周
波数の信号からベースバンドの信号にダウンコンバートされる。ここでの信号には、受信
すべきチャネルの帯域外の周波数成分も含まれるため、フィルタ１４３－１～１４３－３
で帯域外成分を除去し、これをＡ／Ｄ変換器１４２－１～１４２－３でデジタル・ベース
バンド信号に変換する。これらの信号は全て受信信号処理回路１４１に集約され、ここで
所定の受信ウエイトを乗算して合成した後、合成された信号に対して復調処理を施し、再
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生されたデータを外部（ネットワーク側）に出力する。
【００３２】
　ここで、受信信号処理回路１４１で乗算する受信ウエイトは、上述の信号処理とは別の
処理により取得する。具体的には、Ａ／Ｄ変換器１４２－１～１４２－３でデジタル・ベ
ースバンド信号に変換された信号は、同時にチャネル情報推定回路１５０に入力され、こ
こでチャネル情報を推定し、その推定結果を受信ウエイト算出回路１５１に入力する。受
信ウエイト算出回路１５１では、当該チャネル情報をもとに乗算すべき受信ウエイトを算
出し、これを受信信号処理回路１４１に入力する。なお、ここでは信号受信時に取得する
チャネル情報をもとに受信ウエイトを算出することを明示的に示すため、チャネル情報推
定回路１５０、受信ウエイト算出回路１５１を受信信号処理回路１４１とは便宜上区別し
て図示したが、実際にはチャネル情報推定回路１５０、受信ウエイト算出回路１５１は受
信信号処理回路１４１の機能の一部とみなすことも可能である。
【００３３】
　送信側の場合と同様に、ここでは単一のローカル発振器１５２からの信号を分岐して各
ミキサ１４４－１～１４４－３に入力している。これにより、各ミキサ１４４－１～１４
４－３に入力される信号の相対的な位相関係は常に固定的（ほぼ同位相）になる。ただし
、受信側に関しては、ミキサ１４４－１～１４４－３で信号の乗算が行われた後の信号に
対して、チャネル情報推定回路１５０でチャネル情報の推定を行うのであれば、仮にロー
カル発振器１５２からの信号の位相関係が異なっていても、その影響を除去した信号処理
を行うことは可能である。ただし、無線モジュール１５４－１～１５４－３毎に個別のロ
ーカル発振器１５２を用いるような場合には、ローカル発振器１５２毎に周波数誤差が避
けられないため、時間と共に無線モジュール１５４－１～１５４－３毎に独立で異なる位
相の回転が加わり、その影響を除去することは困難となる。したがって、受信側において
も相互に周波数誤差や複素位相の不確定性を持たない共通の信号をダウンコンバートに利
用することが基本的な構成となる。
【００３４】
(2) 無線中継システム
（ダウンリンクにおける送信側の構成例）
　図２５は、従来技術のダウンリンクにおける送信側（基地局～中継局）の構成例を示す
　図２５において、１７６－１～１７６－３は無線モジュール（ここでは中継局）、１７
７は基地局装置である。１６１は送信信号処理回路、１６２は第２の無線システム送信装
置、１６３はアンテナ、１６４－１～１６４－３はアンテナ、１６５－１～１６５－３は
第２の無線システム受信装置、１６６－１～１６６－３は送信信号処理回路＃２、１６７
－１～１６７－３はＤ／Ａ変換器、１６８－１～１６８－３はミキサ、１６９－１～１６
９－３はフィルタ、１７０－１～１７０－３はハイパワーアンプ、１７１－１～１７１－
３はアンテナ、１７２－１～１７２－３はチャネル情報取得回路、１７３－１～１７３－
３はチャネル情報記憶回路、１７４－１～１７４－３は送信ウエイト算出回路、１７５－
１～１７５－３はローカル発振器を表す。
【００３５】
　基地局装置１７７の送信信号処理回路１６１は、ネットワーク側より送信すべきデータ
を入力すると変調処理を行い、送信信号を生成する。第２の無線システム送信装置１６２
は、アンテナ１６３を介してその信号を各無線モジュール１７６－１～１７６－３に送信
する。この送信信号は、ネットワーク側から入力されたデータそのものでも、所定の処理
を施したものであっても構わない。ただし、全ての無線モジュール１７６－１～１７６－
３から同一内容の信号が送信できるような共通のルールを全ての無線モジュール１７６－
１～１７６－３で共有している。たとえば、送信／受信のアドレスは同一のものを使用す
る等の同一の信号を生成するためのルールである。
【００３６】
　各無線モジュール１７６－１～１７６－３では、アンテナ１６４－１～１６４－３で信
号を受信し、第２の無線システム受信装置１６５－１～１６５－３で受信信号の復調処理
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を施し、その受信した信号を送信信号処理回路１６６－１～１６６－３に入力する。送信
信号処理回路１６６－１～１６６－３では、無線回線で送信する無線パケットを生成し、
変調処理を行う。変調処理がなされたベースバンド信号には送信ウエイトが乗算され、更
に必要な処理（例えばＯＦＤＭ変調方式を用いるのであれば、ＩＦＦＴ処理、ガードイン
ターバルの挿入、波形生計等の処理）を施し、ベースバンドにおける送信信号のサンプリ
ングデータを生成する。さらにＤ／Ａ変換器１６７－１～１６７－３でデジタル・サンプ
リングデータからベースバンドのアナログ信号に変換する。さらに、各アナログ信号は、
ミキサ１６８－１～１６８－３でローカル発振器１７５－１～１７５－３から入力される
信号と乗算され、無線周波数の信号にアップコンバートされる。ここでの信号は、送信す
べきチャネルの帯域外の周波数成分にも信号が含まれるため、フィルタ１６９－１～１６
９－３で帯域外成分を除去し、これをハイパワーアンプ１７０－１～１７０－３で信号増
幅し、アンテナ１７１－１～１７１－３より送信する。各無線モジュール１７６－１～１
７６－３から送信される信号は異なる送信ウエイトが乗算されていることを除けば、基本
的には同一内容の信号となっており、この結果、受信局側では同位相合成を実現すること
ができる。
【００３７】
　なお、送信信号処理回路１６６－１～１６６－３で乗算される送信ウエイトは、チャネ
ル情報取得回路１７２－１～１７２－３で別途取得しておき、これを逐次更新しながらチ
ャネル情報記憶回路１７３－１～１７３－３に記録しておく。信号の送信時に送信ウエイ
ト算出回路１７４－１～１７４－３は、チャネル情報をチャネル情報記憶回路１７３－１
～１７３－３から読み出し、その情報をもとに送信ウエイトを算出し、これを送信信号処
理回路１６６－１～１６６－３に入力する。なお、チャネル情報取得回路１７２－１～１
７２－３でのチャネル情報の取得に関しては、先の［コヒーレント伝送におけるチャネル
フィードバックの概要］にて示した方法で取得するものとする。
【００３８】
　上記の分散アンテナシステムの例では、単一のローカル発振器からの信号を分岐して各
ミキサに入力していたが、中継局を介する場合では物理的に互いに異なる場所に存在する
無線モジュールであるために、共通のローカル発振器を利用することはできない。この結
果、個別のローカル発振器１７５－１～１７５－３を利用している。
【００３９】
（アップリンクにおける受信側の構成例）
　図２６は、従来技術のアップリンクにおける受信側（基地局～中継局）の構成例を示す
。
　図２６において、１９４は基地局装置、１９５－１～１９５－３は無線モジュール（こ
こでは中継局）である。１８１は受信信号処理回路、１８２は第２の無線システム受信装
置、１８３はアンテナ、１８４－１～１８４－３はアンテナ、１８５－１～１８５－３は
第２の無線システム送信装置、１８６－１～１８６－３はＡ／Ｄ変換器、１８７－１～１
８７－３はフィルタ、１８８－１～１８８－３はミキサ、１８９－１～１８９－３はロー
ノイズアンプ、１９０－１～１９０－３はアンテナ、１９１はチャネル情報推定回路、１
９２は受信ウエイト算出回路、１９３－１～１９３－３はローカル発振器を表す。
【００４０】
　各無線モジュール１９５－１～１９５－３では、アンテナ１９０－１～１９０－３で受
信した信号をローノイズアンプ１８９－１～１８９－３で増幅する。この信号とローカル
発振器１９３－１～１９３－３から入力される信号とをミキサ１８８－１～１８８－３で
乗算し、無線周波数の信号からベースバンドの信号にダウンコンバートする。ここでの信
号は、受信すべきチャネルの帯域外の周波数成分にも信号が含まれるため、フィルタ１８
７－１～１８７－３で帯域外成分が除去され、これをＡ／Ｄ変換器１８６－１～１８６－
３でサンプリングしてデジタル・ベースバンド信号に変換される。この信号は、第２の無
線システム送信装置１８５－１～１８５－３で無線パケット内にカプセル化され、第２の
無線システムを用いて基地局装置１９４に送られる。
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【００４１】
　基地局装置１９４では、アンテナ１８３で受信した信号を第２の無線システム受信装置
１８２で受信信号処理し、受信信号処理回路１８１に入力する。受信信号処理回路１８１
では、各無線モジュール１９５－１～１９５－３からの信号が全て集約され、各無線モジ
ュール１９５－１～１９５－３で受信された信号に所定の受信ウエイトを乗算して合成し
、合成された信号に対して復調処理等の信号処理を施し、再生された無線パケットからデ
ータを取り出して外部（ネットワーク側）に出力する。
【００４２】
　ここで、受信信号処理回路１８１で乗算する受信ウエイトに関しては、第２の無線シス
テム受信装置１８２から、取得した情報をチャネル情報推定回路１９１に入力し、ここで
チャネル情報を推定し、その結果を受信ウエイト算出回路１９２に入力し、適切な受信ウ
エイトを算出し、その結果を受信信号処理回路１８１に入力する。なお、ここでは信号受
信時に取得するチャネル情報をもとに受信ウエイトを算出することを明示的に示すため、
チャネル情報推定回路１９１、受信ウエイト算出回路１９２を受信信号処理回路１８１と
は便宜上区別して図示したが、実際にはチャネル情報推定回路１９１、受信ウエイト算出
回路１９２は受信信号処理回路１８１の機能の一部とみなすことも可能である。
　以上、分散アンテナシステムおよび中継局を介したコヒーレント伝送の説明を行った。
以上説明した従来技術には後述するように様々な問題が残されており、特に中継局を介し
たコヒーレント伝送については現在では実現の目途が立っていない。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００４３】
【非特許文献１】原晋介他「コヒーレント送信による消費電力の削減」、電子情報通信学
会ソサイエティ大会BS-3-1、2009年９月
【非特許文献２】松田大輝他, ”最大比送信を用いる分散アンテナシステムのチャネル容
量に関する一検討”, 信学技法RCS2007-196, pp.61-66,  2008年２月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００４４】
　上述したコヒーレント伝送および分散アンテナシステムでは、チャネル情報が送信側で
既知である必要がある。また、コヒーレント伝送を行うには、無線モジュールで同位相合
成を行うための相互の相対的な位相関係の不確定性を除去する必要がある。このような条
件に対し、実際のシステムでは以下の課題が発生する。
【００４５】
（課題１）
　例えば 100局の無線モジュールを利用して20ｄＢの回線利得を稼ぐ場合について考える
。通信においては、この20ｄＢを前提とした回線設計を行うため、ひとつの無線モジュー
ルと端末局との間のチャネル推定を行う際には、通信時に比べて20ｄＢ劣化した環境でチ
ャネル推定を行わなければならない。例えば、実際の通信における所要ＳＮＲが10ｄＢで
あったとすると、チャネル推定は－10ｄＢという雑音が支配的な環境で実施しなければな
らないが、このような状況で送信ウエイトを求めても同位相合成を実現することはできな
い。
【００４６】
　なお、分散アンテナシステムは図２１に示したように、複数のセルがオーバーラップす
る領域に存在する端末局を想定している。すなわち、分散アンテナシステムで送信に関与
するリモート基地局は地理的に端末局に比較的近接する数局のみであり、低ＳＮＲとなら
ず上述のチャネル推定精度の問題は発生していなかった。また、非特許文献１では、その
「まとめ」の章においても記載があるように、チャネル情報の推定法を含む各種制御の達
成方法についてはこの文献内で「あえて言及しないこと」を明言している（すなわち、著
者は現時点ではコヒーレント伝送の実現は困難であるとの認識であると推察される）。こ
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のように従来技術では、コヒーレント伝送に必要な超低ＳＮＲ領域でのチャネル情報のフ
ィードバックを行うための方法が未確立である。
【００４７】
（課題２）
　分散アンテナシステムでは、光ファイバ等を用いて無線周波数の信号を直接無線モジュ
ール（リモート基地局）に供給することができる。これに対し、中継局を介在させるよう
な場合には、それぞれの中継局に備えられたローカル発振器が独立に動作し無線周波数の
信号を生成するため、その複数の発振器の間の周波数誤差により、チャネルのフィードバ
ック等によりある瞬間の位相関係を把握することができたとしても、次の信号送信の瞬間
の位相関係は時変動により再び不定となってしまい利用できない。この同位相合成を行う
ための相互の相対的な位相関係の不確定性を除去するための技術が確立されていない。
【００４８】
　以上説明したように、複数の無線モジュールを介したコヒーレント伝送を行うためには
、少なくとも上記の（課題１）である受信電力が低い環境ではチャネル情報の精度が低い
問題を解決し、さらに基地局と無線接続する中継局を介在させる場合には（課題２）であ
る各中継局のローカル発振器の固体差による周波数誤差に起因する問題を解決し、受信局
側で同位相で信号が合成されるように各無線モジュールから送信される信号を調整するた
めの新たな技術が求められることになる。また、送信側と同様に、各無線モジュール側で
受信した信号に対する受信信号処理においても、全く同様の課題が存在する。
【００４９】
　本発明は、受信電力が低い環境でもチャネル情報の精度を高め、受信局側で同位相で信
号が合成されるように各無線モジュールにて送信（または受信）される信号を調整するこ
とができ、さらに無線中継システムにも適用することができる無線通信システムおよび無
線通信方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００５０】
　第１の発明は、複数の無線モジュールと、該無線モジュールと無線通信を行う端末局と
、複数の無線モジュールと有線回線または無線回線を介して接続された制御局により構成
され、複数の無線モジュールが制御局と端末局との間の通信をＯＦＤＭ（Frequency Divi
sion Multiplexing ）方式またはＳＣ－ＦＤＥ（Single Carrier Frequency Domain Equa
lization）方式を用いて中継する無線通信システムにおいて、無線モジュールまたは制御
局のいずれかが、無線モジュールおよび端末局のそれぞれが備えるアンテナの設置されて
いる３次元座標を取得する座標取得手段と、無線モジュールと端末局のそれぞれの３次元
座標から算出した無線モジュールと端末局の間の距離を、使用する無線周波数の各周波数
成分の波長で除算した結果に基づいて周波数成分毎の送信ウエイトおよび受信ウエイトを
算出するウエイト算出手段と、無線モジュールが送信するべき信号を各周波数成分に分離
した情報を取得する第１の周波数成分情報取得手段と、分離された周波数成分毎に当該周
波数成分に対応した送信ウエイトを乗算する送信ウエイト乗算手段と、送信ウエイトが乗
算された後の各周波数成分をもとに周波数軸上の信号を時間軸上の信号に変換する時間軸
信号生成手段と、生成された時間軸信号ないしは該信号にガードインターバルを付与した
信号を無線周波数帯で端末局へ送信する送信手段と、端末局から送信された信号を受信す
る受信手段と、受信した信号を各周波数成分に分離した情報を取得する第２の周波数成分
情報取得手段と、分離された周波数成分毎に当該周波数成分に対応した受信ウエイトを乗
算する受信ウエイト乗算手段と、全ての無線モジュールで処理された受信ウエイトが乗算
された各周波数成分の信号を周波数成分毎に加算合成する加算合成手段と、周波数成分毎
に加算合成された周波数成分毎の信号ないしは該周波数軸上の信号を時間軸上の信号に変
換した後の信号をもとに端末局が送信した信号を再生する受信信号処理手段とを備える。
【００５１】
　第１の発明の無線通信システムにおいて、無線モジュールは、さらに、端末局との通信
の基準となるタイミング（基準タイミング）を各無線モジュール間で共有するタイミング
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同期手段を備え、送信手段および受信手段は、タイミング同期手段により通知されたタイ
ミングで信号の送信および受信を実施する構成である。
【００５２】
　第１の発明の無線通信システムにおいて、ウエイト算出手段は、さらに、無線モジュー
ルの固有のタイミングと基準タイミングとの時間差を測定する手段と、時間差に使用する
無線周波数の各成分の周波数を乗算した結果に基づいて周波数成分毎に送信ウエイト及び
受信ウエイトを補正する第１のウエイト補正手段とを備える。
【００５３】
　無線モジュールと制御局が有線回線で接続された第１の発明の無線通信システムにおい
て、ウエイト算出手段は、さらに、制御局と各無線モジュールの間の有線回線の経路長が
同一ではない場合に、各有線回線の経路長を使用する無線周波数の各周波数成分の波長で
除算した結果に基づいて周波数成分毎に送信ウエイト及び受信ウエイトの補正を行う第２
のウエイト補正手段を備える。
【００５４】
　第１の発明の無線通信システムにおいて、ウエイト算出手段は、さらに、無線モジュー
ルに実装されたハイパワーアンプ、およびまたはローノイズアンプ、およびまたはフィル
タ等のアナログ信号処理機能において発生する無線信号の複素位相の回転量の個体差およ
びまたは周波数依存性を事前に取得しておき、個体毎に異なる該複素位相の回転量を利用
して周波数成分毎に送信ウエイトおよびまたは受信ウエイトの補正を行う第３のウエイト
補正手段を備える。
【００５５】
　第１の発明の無線通信システムにおいて、無線モジュールは、送信信号に対するデジタ
ル・アナログ変換を無線周波数帯で行う第１の変換手段と、受信信号に対するアナログ・
デジタル変換を無線周波数帯で行う第２の変換手段とを備える。
【００５６】
　第２の発明は、複数の無線モジュールと、該無線モジュールと無線通信を行う端末局と
、複数の無線モジュールと有線回線または無線回線を介して接続された制御局により構成
され、複数の無線モジュールが制御局と端末局との間の通信をＯＦＤＭ方式またはＳＣ－
ＦＤＥ方式を用いて中継する無線通信方法において、無線モジュールまたは制御局のいず
れかが　、無線モジュールおよび端末局のそれぞれが備えるアンテナの設置されている３
次元座標を取得するステップと、無線モジュールと端末局のそれぞれの３次元座標から算
出した当該無線モジュールと端末局の間の距離を、使用する無線周波数の各周波数成分の
波長で除算した値を取得するステップと、無線周波数帯のある周波数に対応する該ステッ
プで得られた値をαとし、かつ虚数単位をｊとしたときに、当該周波数の送信ウエイトお
よび受信ウエイトをExp(－２παｊ) の係数を含む値として算出するステップと、無線モ
ジュールが送信するべき信号を各周波数成分に分離した情報を取得するステップと、分離
された周波数成分毎に当該周波数成分に対応した送信ウエイトを乗算するステップと、送
信ウエイトが乗算された後の各周波数成分をもとに周波数軸上の信号を時間軸上の信号に
変換するステップと、生成された時間軸信号ないしは該信号にガードインターバルを付与
した信号を無線周波数帯にて端末局へ送信するステップと、端末局から送信された信号を
受信するステップと、受信した信号を各周波数成分に分離した情報を取得するステップと
、分離された周波数成分毎に当該周波数成分に対応した受信ウエイトを乗算するステップ
と、全ての無線モジュールにて処理された受信ウエイトが乗算された各周波数成分の信号
を周波数成分毎に加算合成するステップと、周波数成分毎に加算合成された周波数成分毎
の信号ないしは該周波数軸上の信号を時間軸上の信号に変換した後の信号をもとに端末局
が送信した信号を再生するステップとを実施する。
【００５７】
　第２の発明の無線通信方法において、無線モジュールは、端末局との通信の基準となる
タイミング（基準タイミング）を各無線モジュール間で共有するためのタイミング同期を
図るステップと、送信処理および受信処理を行う際に、各無線モジュール間で同期が図ら
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れたタイミングで信号の送信および受信の実施を指示するステップとを実施する。
【００５８】
　第２の発明の無線通信方法において、ウエイトを算出する処理は、さらに、無線モジュ
ールの固有のタイミングと基準タイミングとの時間差を測定するステップと、時間差に使
用する無線周波数の各成分の周波数を乗算した結果に基づいて周波数成分毎に送信ウエイ
ト及び受信ウエイトを補正するステップとを実施する。
【００５９】
　無線モジュールと制御局が有線回線で接続された第２の発明の無線通信方法において、
ウエイトを算出の処理は、さらに、制御局と各無線モジュールの間の有線回線の経路長が
同一ではない場合に、各有線回線の経路長を使用する無線周波数の各周波数成分の波長で
除算した結果に基づいて周波数成分毎に送信ウエイト及び受信ウエイトの補正を行うステ
ップを実施する。
【００６０】
　第２の発明の無線通信方法において、ウエイトを算出する処理は、さらに、無線モジュ
ールに実装されたハイパワーアンプ、およびまたはローノイズアンプ、およびまたはフィ
ルタ等のアナログ信号処理機能において発生する無線信号の複素位相の回転量の個体差お
よびまたは周波数依存性を事前に取得しておき、個体毎に異なる該複素位相の回転量を利
用して周波数成分毎に送信ウエイトおよびまたは受信ウエイトの補正を行うステップを実
施する。
【００６１】
　第２の発明の無線通信方法において、無線モジュールは、送信信号に対するデジタル・
アナログ変換を無線周波数帯で行うステップと、受信信号に対するアナログ・デジタル変
換を無線周波数帯で行うステップとを実施する。
【発明の効果】
【００６２】
　本発明の無線通信システムおよび無線通信方法では、自由空間伝搬を想定した近似式を
用いて受信端末における受信信号の位相成分等をアンテナごとに算出し、有線／中継部分
で生じる経路差等に基づく位相変動を補償し、位相が一致するような送信／受信ウエイト
を算出する。すなわち、受信信号を用いることなく、アンテナと受信端末間の距離に基づ
いて送信／受信ウエイトを算出することにより、受信電力が低い場合でも精度よくチャネ
ル情報を算出することができる。また、中継局ごとのローカル発信器の個体差に基づく誤
差を回避するために、中継局ではローカル発振器を用いず、無線周波数帯での再生中継を
行う。
【００６３】
　これにより、端末局と無線モジュールの間のチャネル情報の取得が困難な場合であって
も、複数の無線モジュールと端末局の間の通信において、複数の無線モジュールが送信し
た信号が端末局側で同位相合成が可能となる送信ウエイトを生成することが可能となると
共に、同様に複数の無線モジュールで受信した信号を加算合成する際に、受信信号を同位
相合成することが可能となる受信ウエイトを生成することできる。これは、例えば長距離
伝送を行う場合に関しては、１つの無線モジュールと端末局の間のリンクの回線設計にお
いて、チャネル推定における推定精度に影響を与える回線のＳＮＲ値が非常に低い場合で
あっても、実際の信号を用いることなしに送受信ウエイトを決定することが可能となる。
【００６４】
　また、送受信にかかわる無線モジュール側の基準タイミングと制御局側の基準タイミン
グを正確に同期することが出来なくても、各基準タイミングの誤差を精度よく測定するこ
とができれば、そのタイミングの誤差の影響を送受信ウエイトに換算する形で補正するこ
とが可能となり、実効的には高度なタイミング同期を図った状態と等価な運用を簡易に実
現することが可能となる。
【００６５】
　また、個別の無線モジュールでベースバンド信号をアップコンバートして信号送信する
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場合、および無線周波数帯の受信信号をベースバンド信号にダウンコンバートする際に、
個別のローカル発振器を用いて周波数変換を行う際に問題となる複素位相の不確定性、周
波数誤差に伴う位相の回転などの問題を解決可能となり、その結果、簡易かつ安定的に送
受信信号の同位相合成が実現可能になる。
【００６６】
　以上の結果、多数の無線モジュール（合計Ｎ局）を用いて送受信を行うことで、総送信
電力が一定の条件下において最大で10Log10Ｎ[ｄB]の回線利得を得ることが可能となる。
この結果、総送信電力を抑えた省エネ効果や、高出力の高価な線形性の高い高利得アンプ
の代わりに安価なアンプが利用可能になる経済効果などを副次的に得ることができる。
【００６７】
　さらに、詳細は後述するが、単一周波数でありながらサービスエリアが大幅に重複する
環境において、隣接するセル間での信号の干渉の影響を抑え、希望信号のみ選択的に信号
強度を高めることが可能となる。この結果、周波数資源の効率的な利用が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明の無線通信システム（分散アンテナシステム）の構成例を示す図である。
【図２】大地反射の影響の概要を示す図である。
【図３】キャリブレーションの概要を示す図である。
【図４】本発明の実施例１における送受信ウエイト算出の処理フローを示す図である。
【図５】本発明の実施例１のダウンリンクにおける送信側の構成例を示す図である。
【図６】本発明の実施例１における送信信号の送信処理フローの例を示す図である。
【図７】本発明の実施例１のアップリンクにおける受信側の構成例を示す図である。
【図８】本発明の実施例１における受信信号の受信処理フローを示す図である。
【図９】本発明の実施例２における無線通信システム（無線中継システム）の構成例を示
す図である。
【図１０】本発明の実施例２のダウンリンクにおける送信側の構成例を示す図である。
【図１１】本発明の実施例２における送信信号の送信処理フローの例を示す図である。
【図１２】本発明の実施例２における送信信号の別の送信処理フローの例を示す図である
。
【図１３】本発明の実施例２のアップリンクにおける受信側の構成例を示す図である。
【図１４】本発明の実施例２における受信信号の受信処理フローの例を示す図である。
【図１５】本発明の実施例３における動作概要を示す図である。
【図１６】本発明の実施例３のダウンリンクにおける送信側の構成例を示す図である。
【図１７】本発明の実施例３における送信信号の送信処理フローの一部を示す図である。
【図１８】本発明の実施例３のアップリンクにおける受信側の構成例を示す図である。
【図１９】本発明の実施例３における受信信号の受信処理フローの一部を示す図である。
【図２０】従来技術における無線中継システムの概要を示す図である。
【図２１】従来技術における分散アンテナシステムの概要を示す図である。
【図２２】従来技術におけるチャネルフィードバックの処理フローを示す図である。
【図２３】従来技術のダウンリンクにおける送信側の構成例を示す図である。
【図２４】従来技術のアップリンクにおける受信側の構成例を示す図である。
【図２５】従来技術のダウンリンクにおける送信側の構成例を示す図である。
【図２６】従来技術のアップリンクにおける受信側の構成例を示す図である。
【図２７】従来技術における送信信号の送信処理フローの例を示す図である。
【図２８】従来技術における受信信号の受信処理フローの例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００６９】
 [発明の動作原理] 
　本発明の特徴は、従来は受信信号に基づいて算出していた送受信装置間のチャネル情報
を、送受信装置間の距離に基づいた近似式により算出することである。受信信号に基づい



(17) JP 5642613 B2 2014.12.17

10

20

30

40

50

てチャネル情報を算出する従来の手法では、当該受信信号の品質が低い（ＳＮＲが低い）
場合に、チャネル情報の精度が低いことが問題であった。そこで、本発明では、受信信号
を利用することなく、送受信装置間の距離に基づく近似式を使用することにより、低ＳＮ
Ｒ環境においてチャネル情報の精度を改善する。なお、本発明によると、同位相合成をす
るために必要なチャネル情報は、各送受信装置間の絶対的なチャネル情報（振幅減衰量、
位相変動量）ではなく、各リモート基地局／中継局と受信装置との間のチャネル情報の相
対的な値でよい。以下、本発明の動作原理について詳細に説明する。
【００７０】
（前提条件）
　本発明においては、全ての無線モジュールと全ての端末局の正確な座標（空間的な位置
情報）が既知であり、かつタイミングに関しても高精度で同期が可能であるものとする。
正確な座標、および高精度な同期の実現性および実現方法については後述する。
【００７１】
（チャネル情報の近似について）
　本発明の本質は、全ての無線モジュールと端末局との間のチャネル情報を、各座標の間
の距離を算出し、無線モジュールと端末局の間の信号伝搬が自由空間上での信号伝搬であ
るものと仮定して信号の減衰と複素位相の回転量を推定し求めることである。この場合、
信号の減衰量は単純に距離の２乗に反比例し、複素位相の回転量は距離を波長で除算した
ものに係数２πを乗算して求めることが可能である。そしてこのチャネル情報をもとに、
送信ウエイトおよび受信ウエイトを算出する。固定的に設置された無線モジュール、端末
局を想定することで、座標情報の継続的な取得に伴う座標の測定誤差を排除するためのチ
ャネル情報の更新を除けば、これらの送信ウエイト、受信ウエイトは固定的に利用可能で
あり、通信の都度に算出する必要はなくなる。
【００７２】
　従来であれば、例えば大地反射などの影響などを考慮し、単に送受信局の距離だけでは
チャネル情報を取得することは不可能とされていた。実際に、絶対的な値としてのチャネ
ル情報を取得することは不可能である。しかし、複数の無線モジュールと端末局との間の
個々のチャネル情報の相対的な関係（振幅の比率、複素位相差に相当）は送受信局の距離
情報から推定することは可能である。以下、具体的な無線通信システムを例としたチャネ
ル情報の近似の考え方と、その無線通信システムにおける同位相合成の考え方および大地
反射の影響を説明する。
【００７３】
（無線通信システムにおけるチャネル情報の近似方法の考え方）
　図１は、本発明の無線通信システム（分散アンテナシステム）の構成例を示す。本構成
例に基づいてチャネル情報の近似方法の考え方について説明する。
【００７４】
　図１において、１はネットワーク、２は制御局、３－１～３－６は無線モジュール、４
－１～４－３は端末局を表す。ネットワーク１と制御局２、制御局２と無線モジュール３
－１～３－６は、光ファイバ等の有線回線（図中では点線で表示）により接続されており
、データの送受信を高速に行うことが可能である。無線モジュール３－１～３－６と端末
局４－１～４－３（図１ではこの中の端末局４－１を選択的に示す）の間の実線矢印は、
無線通信システムにおける無線回線を示す。なお、無線モジュールはＮ台に一般化するこ
とが可能であるが、ここではＮ＝６台の場合を記載している。
【００７５】
　また、想定する無線通信システムの説明の前提条件として、無線モジュール３－１～３
－６の座標は（x1,y1,z1）～（x6,y6,z6）、端末局４－１～４－３の座標は（Xa,Ya,Za）
～（Xc,Yc,Zc）であり、送信ウエイトを生成する主体において既知であるとする。特に無
線モジュール３－１～３－６の座標（x1,y1,z1）～（x6,y6,z6）の相互の相対的な座標関
係は使用する周波数に対応する波長に対し、十分な（例えば10％以下の誤差となるような
）精度で測定されているものとする。ここで、相互の相対的な座標関係が高精度であると
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は、例えば全地球測位システムＧＰＳ（Global Positioning System ）等を用いて測定し
た場合、全ての絶対座標が全て所定の方向に（δx,δy,δz ）だけオフセットが付与され
た座標として測定されたとしても、相対的な位置関係についてはそのオフセット量にはあ
まり影響を受けない。例えば、第ｉ無線モジュールと第ｊ無線モジュールの相対位置関係
（ xi,yi,zi）－（ xj,yj,zj）は高精度に求めることができる。同様に端末局４－１～４
－３の座標（Xa,Ya,Za）～（Xc,Yc,Zc）にも十分な精度は必要であるが、相対的には無線
モジュール３－１～３－６同士の相対位置関係よりは要求される精度は低くて良い。これ
は無線モジュールから見た場合に、端末局に到来する波は遠距離地点では平面波近似が可
能な状況となり、この結果、端末局の位置に関する測定誤差は、チャネル情報に対しては
共通の係数が乗算された状態にしかならないからである。
【００７６】
　なお、ここでの座標は３次元の座標であり、長距離伝送の場合には地球の球面の状態も
考慮した直交座標系で表されていることとする。例えば、地球に対する極座標表示で表さ
れた座標を直交座標系に変換したものなどを利用すれば良い。また、無線モジュール３－
１～３－６は、同期の取れた基準時刻に関するタイミング情報を共有するものとする。こ
こでのタイミングについての精度は、例えば利用する周波数の逆数により与えられる周期
に対し、十分な（例えば10％以下の誤差となるような）精度で同期されているものとする
。一例としては、制御局２と無線モジュール３－１～３－６が図１に示すように光ファイ
バ等で接続され、かつその経路長がほぼ等しい場合には、明示的な同期制御を行わなくて
も、制御局２が送信した信号を各無線モジュール３－１～３－６ではほぼ同時刻に受信で
きるため、無線モジュールが受信した信号を即座に送信すれば結果的に同期を図ったのと
等価となる。または、光ファイバの経路長が異なっていたとしても、その経路長差が既知
であるならば、その経路長差を光速で除算して得られる時間分だけ遅延時間を調整するこ
とでタイミングを調整することも出来る。この遅延時間についての調整は、制御局２と無
線モジュール３－１～３－６が無線回線で接続されている場合でも、制御局２と無線モジ
ュール３－１～３－６の距離が既知であれば、その伝搬遅延を把握することが可能となる
ため、同様の遅延時間の調整が可能である。また、この遅延時間の調整は、実際に送信な
いしは受信処理するタイミングを前後に調整することで同期を図る以外にも、調整すべき
時間、すなわちタイミングの誤差が測定等により既知であるならば、その時間差により無
線通信システムにおける無線信号の複素位相の回転量がどれだけ変化するかを推定し、そ
の回転量をキャンセルするような補正処理により対応することも可能である。この場合、
その補正は送信ウエイトないしは受信ウエイトをタイミング誤差の影響を考慮した値に補
正・変更することを意味する。すなわち、同位相合成をするためには、経路差長、タイミ
ング誤差のような相対的な値に基づいて送信ウエイト、受信ウエイトを補正・変更すれば
よい。
【００７７】
　さらに、無線モジュール３－１～３－６および端末局４－１～４－３は、図１において
例えばビルの屋上や鉄塔や電柱の上部等や家の屋根の上部など比較的高所に設置すること
とし、基本的には無線モジュール３－１～３－６と端末局４－１～４－３の間は見通しが
きく位置関係となっているものとする。ただし、必ずしも全ての見通しがきかなくても、
各端末局４－１～４－３から多数の無線モジュール３－１～３－６への見通しが確保でき
ていれば、見通しできる無線モジュール３－１～３－６の数に比例した効果が期待できる
。また、ここでは端末局４－１～４－３がユーザ宅の屋根の上部に設置してあるように記
述しているが、一般的には複数のユーザで共用する形で端末局４－１～４－３が設置され
（例えば、電柱や鉄塔の上に共用の端末局を設置）、その端末局と各ユーザ宅の間は別の
有線または無線回線で接続することでネットワークとの接続サービスを提供しても構わな
い。
【００７８】
（座標情報により取得した相対的な値に基づく同位相合成について）
　次に、このような座標情報を用いた送信ウエイトおよび受信ウエイトにて所望の同位相
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合成が可能な理由について説明する。一般に、見通しが可能な環境での通信特性は、見通
し波のみの１波モデル、ないしは見通し波と大地反射の２波モデルで概ね説明することが
できる。もし１波モデルであれば、図１の各無線モジュール３－１～３－６と端末局４－
１～４－３の間の距離のみでチャネル情報を推定することができるが、２波モデルの場合
には大地の反射点の位置のｚ軸成分が不明の場合（つまり、反射点を判断するのに必要な
十分な地形情報がない場合）には、２波合成後の位相がどのような値になっているかが不
明である。このため、一般には正確なチャネル情報を取得することは困難である。しかし
、本発明の目的は正確なチャネル情報を取得する点ではなく、全ての信号を同位相合成す
るのに必要な情報を取得する点にあるため、チャネル情報の絶対的な値は未定でも、チャ
ネル情報の相対的な関係が取得できれば十分である。この点を意識して、大地反射の影響
について以下にまとめる。
【００７９】
　図２は、大地反射の影響の概要を示す。
　図２において、Ａは無線モジュール（座標（x1,y1,z1))、Ｂは無線モジュール（座標（
x2,y2,z2))、Ｃは端末局（座標（Xa,Ya,Za))、Ｄは仮想的端末局（座標（Xa,Ya,-Za)) 、
Ｅ，Ｆは大地の反射点を示す。大地での反射として、ここでは簡単のためｚ＝０となる平
面状で反射するものと仮定し、この反射面に対して端末局Ｃと鏡像関係にある仮想的端末
局Ｄを図示した。この場合、Ａ－Ｅ－Ｃを結ぶ経路長は、直線ＡＥＤと一致する。同様に
、Ｂ－Ｆ－Ｃを結ぶ経路長は、直線ＢＦＤと一致する。また、ここでは回線設計上での厳
しい条件となるように、無線モジュールＡ，Ｂと端末局Ｃの間の距離が十分遠くに離れて
いるものと仮定する。
【００８０】
　ここで、無線モジュールＡと端末局Ｃを結ぶ直線ＡＣ、無線モジュールＡと仮想的端末
局Ｄを結ぶ直線ＡＥＤ、無線モジュールＢと端末局Ｄを結ぶ直線ＢＣ、無線モジュールＢ
と仮想的端末局Ｄを結ぶ直線ＢＦＤの関係に着目する。
【００８１】
　各無線モジュールＡ，Ｂ間の距離が無線モジュールＡ，Ｂと端末局Ｃ間の距離に比較し
て十分近距離の場合には、「直線ＡＣ（Ａ→Ｃの経路）と直線ＡＥＤ（Ａ→Ｅ→Ｃの経路
に一致）との差」と、「直線ＢＣ（Ｂ→Ｃの経路）と直線ＢＦＤ（Ｂ→Ｆ→Ｃの経路に一
致）との差」は適当な条件で数値計算を行うと近似的に一致することが確認できる。この
両者の差が利用する無線周波数の波長に対して十分小さい場合には、１波モデルにて直線
ＡＣと直線ＢＣから与えられる両者のチャネル情報の相対的な位相関係と、２波モデルに
て反射波を合成した後のチャネル情報の相対的な位相関係とはほぼ一致する。若干補足す
ると、２波モデルで合成後の信号の複素位相や振幅の絶対的な値を推定するためには反射
点の座標情報や、反射時の反射係数などの情報が必要であるが、各無線モジュールＡ，Ｂ
と端末局Ｃの間のチャネル情報の複素位相の相対的な関係のみが分かれば良いのであれば
、上述の方法で推定することが可能である。
【００８２】
　なお、実際の伝搬路上では上記の２波モデル以上に、多くの多重反射波が受信局側に到
達することになるが、それらの反射波の複素位相はほぼランダムであるために、これらの
多重反射波のみを抽出してＮ局からの信号を合成したとしても、直接波および大地反射波
までの同位相合成のように振幅はＮ倍にはならない。統計的には、ルートＮ倍程度に収ま
るため、ランダムな反射波の合成よりも、直接波および大地反射の合成は受信電力（振幅
の２乗に比例）に換算すれば約Ｎ倍大きい効果となって表れるはずである。したがって、
ランダムな反射波に関しては無視可能である。
【００８３】
　このように座標情報を用いることで、個別の無線モジュールと端末局の間の信号伝送で
は低ＳＮＲ状態でチャネル推定精度が低くなる場合であっても、各無線モジュールの間の
チャネル情報の相対的な関係を推定することが可能になり、その結果を利用して適切な送
信ウエイトおよび受信ウエイトを算出することが可能となる。
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【００８４】
（アンプの個体差による影響（キャリブレーション）について）
　実際の無線通信装置では、送信の直前にハイパワーアンプにて信号増幅を行うことが多
い。この場合、そのハイパワーアンプの個体差により増幅率に誤差があると共に、ハイパ
ワーアンプ内で複素位相がアンプ固体毎に異なる値で回転する場合がある。同様に、受信
側の信号処理においては信号の受信直後にローノイズアンプにて信号増幅を行うことが多
く、このローノイズアンプについても個体差により増幅率に誤差があると共に、ローノイ
ズアンプ内で複素位相が異なる回転量をとる場合がある。
【００８５】
　特に、これらの増幅率および位相回転量には周波数依存性があり、その個体差が無視で
きないほどに大きい場合には、キャリブレーション処理を施す必要がある。この増幅率お
よび位相回転量の誤差は時間的にはほぼ安定しているため、これらの値を事前に測定して
おき、誤差の影響をキャンセルするための係数を座標情報から算出した送信ウエイトおよ
び受信ウエイトに乗算したものを実効上の送信ウエイトおよび受信ウエイトとみなせば良
い。例えば、アンプの設計上の増幅率に対し、実際の増幅率がα（設計値どおりの場合に
はα＝１）であるとする。また、複素位相がθだけ回転するものとする。この場合のキャ
リブレーションに用いる係数は例えばα-1・Exp(-iθ) を用いれば良い。また、周波数依
存性がある場合には、各周波数毎にこのようなキャリブレーション係数を設定すれば良い
。なお、以下の実施形態の説明における数式においては、キャリブレーション係数は本来
は送信側と受信側で別々の値を取るために異なる記号で標記すべきであるが、送信ウエイ
トおよび受信ウエイトの算出や利用に関しては共通点が多いため、便宜上、送受信で共通
の表記としてキャリブレーション係数をＣcalb.(f)として説明を行う。実際の運用に関し
ては、それぞれを送信用および受信用のキャリブレーション係数に読み替えて各種処理を
行う。
【００８６】
　本発明では、空間上の座標情報をもとにチャネル情報を推定する。先の説明の中でも、
実際にはハイパワーアンプやローノイズアンプ（厳密にはその他のフィルタ等の回路を含
めた送信系および受信系の回路）等により、振幅や複素位相が変化する場合があり、その
調整のためのキャリブレーション係数を事前に取得しておき、これを補正に用いると説明
した。このキャリブレーション処理としては従来技術にもある如何なる方法を用いても構
わないが、以下にその一例を紹介する。
【００８７】
　図３は、キャリブレーションの概要を示す。
　図３において、２０５－１～２０５－３は無線モジュールであり、２０１－１～２０１
－３はハイパワーアンプ（ＨＰＡ）、２０２－１～２０２－３はローノイズアンプ（ＬＮ
Ａ）、２０３－１～２０３－３は時分割スイッチ（ＴＤＤ－ＳＷ）、２０４－１～２０４
－３はアンテナを表す。ここではチャネル情報に影響を与える機能のみを抽出したため、
図示した以外の構成は省略したが、無線モジュール２０５－１～２０５－３にはその他の
機能も含まれる。また、ハイパワーアンプ２０１－１の通過により信号の振幅および複素
位相がＺHPA#1(f)だけ変化するとする。同様にハイパワーアンプ２０１－２の通過により
ＺHPA#2(f)、ハイパワーアンプ２０１－３の通過によりＺHPA#0(f)、ローノイズアンプ２
０２－１の通過によりＺLNA#1(f)、ローノイズアンプ２０２－２の通過によりＺLNA#2(f)
、ローノイズアンプ２０２－３の通過によりＺLNA#0(f)だけ変化するとする。ここでは一
般的な条件として周波数依存性があるものとし、「(f) 」の標記を行っている。
【００８８】
　ここで、例えば無線モジュール２０５－１および無線モジュール２０５－２から試験用
の無線モジュール２０５－３に信号を送信する場合のチャネル情報について説明する。無
線モジュール２０５－１のアンテナ２０４－１と無線モジュール２０５－３のアンテナ２
０５－３の間の空間上のチャネル情報がｈ1(f)であり、無線モジュール２０５－２のアン
テナ２０４－２と無線モジュール２０５－３のアンテナ２０５－３の間の空間上のチャネ
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ル情報がｈ2(f)であるとする。しかし、実際に無線モジュール２０５－１から無線モジュ
ール２０５－３に送信する際のチャネル情報は、空間上のｈ1(f)にハイパワーアンプ２０
１－１の通過に伴う係数であるＺHPA#1(f)、およびローノイズアンプ２０１－３の通過に
伴う係数であるＺLNA#0(f)が乗算された値として観測される。同様に、無線モジュール２
０５－２から無線モジュール２０５－３に送信する際のチャネル情報は、空間上のｈ2(f)
にハイパワーアンプ２０１－２の通過に伴う係数であるＺHPA#2(f)、およびローノイズア
ンプ２０１－３の通過に伴う係数であるＺLNA#0(f)が乗算された値として観測される。し
たがって、無線モジュール２０５－１と無線モジュール２０５－２の間では、相対的にＺ

HPA#2(f)／ＺHPA#1(f)だけ制御の誤差が発生する。
【００８９】
　この状況は受信側においても同様であり、無線モジュール２０５－３から送信された信
号を無線モジュール２０５－１で受信する場合、チャネル情報は空間上のｈ1(f)にハイパ
ワーアンプ２０１－３の通過に伴う係数であるＺHPA#0(f)、ローノイズアンプ２０２－１
の通過による係数ＺLNA#1(f)が乗算された値として観測される。同様に、無線モジュール
２０５－２にて受信する場合、チャネル情報は空間上のｈ2(f)にハイパワーアンプ２０１
－３の通過に伴う係数であるＺHPA#0(f)、ローノイズアンプ２０２－２の通過による係数
ＺLNA#2(f)が乗算された値として観測される。したがって、無線モジュール２０５－１と
無線モジュール２０５－２の間では、相対的にＺLNA#2(f)／ＺLNA#1(f)だけ制御の誤差が
発生する。
【００９０】
　これらの影響をキャンセルするためには、装置の製造段階でリファレンスとなる試験用
の無線モジュール２０５－３を用意し、その試験用の無線モジュール２０５－３と各無線
モジュール２０５－１～２０５－２のアンテナ端を直接ケーブルで接続し、伝搬路上のチ
ャネル情報が共通の値（ここでは便宜上ｈ0(f)と標記する）となる環境でチャネル情報を
測定しておく。これらの値は、無線モジュール２０５－１→無線モジュール２０５－３の
チャネルはＺHPA#1(f)・ｈ0(f)・ＺLNA#0(f)、無線モジュール２０５－２→無線モジュー
ル２０５－３のチャネルはＺHPA#2(f)・ｈ0(f)・ＺLNA#0(f)、無線モジュール２０５－３
→無線モジュール２０５－１のチャネルはＺHPA#0(f)・ｈ0(f)・ＺLNA#1(f)、無線モジュ
ール２０５－３→無線モジュール２０５－２のチャネルはＺHPA#0(f)・ｈ0(f)・ＺLNA#2(
f)で表される。
【００９１】
　送信ウエイトの補正用の係数としてはこれらの逆数、
　｛ＺHPA#1(f)・ｈ0(f)・ＺLNA#0(f)｝

-1、｛ＺHPA#2(f)・ｈ0(f)・ＺLNA#0(f)｝
-1

を用い、これらを座標情報から求めた送信ウエイトに乗算して補正後の送信ウエイトを取
得する。同様に、受信ウエイトの補正用の係数としては、これらの逆数、
　｛ＺHPA#0(f)・ｈ0(f)・ＺLNA#1(f)｝

-1、｛ＺHPA#0(f)・ｈ0(f)・ＺLNA#2(f)｝
-1

を用い、これらを座標情報から求めた受信ウエイトに乗算して補正後の受信ウエイトを取
得する。ここでの係数ｈ0(f)・ＺLNA#0(f)およびＺHPA#0(f)・ｈ0(f)そのものは意味のな
い値であるが、全ての無線モジュールに共通の係数となっているので、その絶対的な値が
取得できなくても実効上問題とはならない。なお、これらの送信ウエイトおよび受信ウエ
イトの補正用の係数は、本発明においてはその振幅成分、すなわち絶対値自体は意味を持
たないので、それぞれ絶対値で規格化して複素位相成分だけを抜き出した値として用いて
も構わない。例えば、送信ウエイトのキャリブレーション係数に関しては
　｜ＺHPA#1(f)・ｈ0(f)・ＺLNA#0(f)｜／｛ＺHPA#1(f)・ｈ0(f)・ＺLNA#0(f)｝、
　｜ＺHPA#2(f)・ｈ0(f)・ＺLNA#0(f)｜／｛ＺHPA#2(f)・ｈ0(f)・ＺLNA#0(f)｝等、
受信ウエイトのキャリブレーション係数に関しては
　｜ＺHPA#0(f)・ｈ0(f)・ＺLNA#1(f)｜／｛ＺHPA#0(f)・ｈ0(f)・ＺLNA#1(f)｝、
　｜ＺHPA#0(f)・ｈ0(f)・ＺLNA#2(f)｜／｛ＺHPA#0(f)・ｈ0(f)・ＺLNA#2(f)｝等
の値を用いれば良い。ここでの｜ｘ｜の標記はｘの絶対値を表す。
　なお、本明細書では、これらのキャリブレーション係数を取得し、その値をデジタル信
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号処理上で利用する場合の説明を中心に行うが、当然ながらアナログ回路上において、こ
れらのキャリブレーション係数が全てほぼ一定の値（複素位相が一定値であれば、絶対値
そのものには差があっても構わない）となるように装置内で調整を行っていれば、全ての
キャリブレーション係数が１であるとみなした処理に読み替えることも可能である。
【００９２】
［座標情報やタイミングの精度について］
　本発明では、座標情報およびタイミングの正確な把握が可能であることを前提としてい
る。以下の説明では、その取得方法や精度について簡単に説明する。
　まず、座標およびタイミングに求められる精度について以下に説明する。ここまでの説
明の中で繰り返し、本発明では同位相合成を行うとしてきたが、そのような同位相合成を
行う目的は信号の合成により受信信号レベルを向上させることである。例えば、複素空間
上で同一周波数ｆ（このｆは無線周波数帯における周波数であり、ベースバンド帯での周
波数ではない）で位相誤差２πΔの信号、Exp(2πj・ft）とExp(2πj・(ft＋Δ))の合成
を考える。
【００９３】
【数１】

【００９４】
　この場合、合成後の信号における Exp(2πj・ft）の係数である｛１＋Exp(2πj・Δ)｝
が１以上であれば合成された信号は受信強度が増加する。このためには、Δが約0.33以下
であれば良いため、波長λおよび周期Ｔ（＝1/f ）に対して誤差が±16％以下であれば少
なくとも合成の結果、信号強度は劣化しない。ここで重要なのは、この誤差はあくまでも
波長ないしは周期を基準としている点である。すなわち、比較的低い周波数帯であればこ
の条件は結果的に緩和される。具体的には、アナログテレビが停波した後の周波数の再利
用を想定すれば、 100ＭHzないし 200ＭHz程度の周波数資源が活用できる。仮に周波数が
 100ＭHzであるとすれば、波長は３ｍ、周期は10ｎｓに相当する。ここで10％の誤差を想
定すれば距離に対して30ｃｍ、タイミングに関しては１ｎｓの精度を実現すれば良い。ま
た、この周波数であれば、無線周波数での直接のＡ／Ｄ変換およびＤ／Ａ変換も動作速度
的には現実的である。
【００９５】
　次に、このような精度での座標の特定について簡単に説明を行う。本発明においては、
端末局側の座標の精度はあまり問題とならず、無線モジュール側の相対的な位置関係だけ
が問題となる。例えば、所定の位置から所定の半径で同心円を描き、その円周上に所定の
間隔で無線モジュールを配置すれば、ｃｍ単位の誤差での相対的な位置関係を特定するこ
とが可能である。
【００９６】
　また、中継局を介したコヒーレント伝送の場合であれば、ＧＰＳ等の利用により座標情
報を取得することも可能である。文献（日本経済新聞2011年１月６日朝刊第１面「日本版
ＧＰＳ海外開放」）によれば、将来的には数ｃｍの精度での位置測定も可能となることが
示されており、ＧＰＳも座標特定の１つの手段となりうる。また、ＧＰＳの誤差の主要な
原因は、米国における軍事的な観点から誤差を付与しているＳＡ（Selective Availabili
ty）による結果でもあり、例えば３時間以上の平均化処理などによりその影響を除去する
ことも可能であるし、ＤＧＰＳ（DifferentialＧＰＳ）の利用により影響を低減すること
も可能である。さらには、同時刻に全無線モジュールの座標を測定することができれば、
ＳＡの結果生じる誤差は全無線モジュールで同一となるので、絶対的な座標の誤差は残さ
れても、相対的な位置関係の精度は高く保つことが可能である。このようなＧＰＳを用い
る以外にも、無線モジュールの近辺に測定の基準となる座標が既知の３点を定め、３点測
距により相対的な座標を特定しても構わない。さらには、土地の測量などに用いる技術を
用いて、相対的な位置関係を測定しても構わない。
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　次に、タイミングの同期精度について以下に説明する。上記の説明ではタイミングの精
度の一例として１ｎｓ以内としたが、これは絶対時刻に対する精度に関する条件ではない
。あくまでも、各無線モジュールが備えるタイミングに関する相対的な精度である。分散
アンテナシステムのように無線モジュールが制御局と光ファイバで接続されるような場合
には、制御局から同時に信号を配信するために、仮に光ファイバに経路長の差があったと
してもその経路長差を考慮した信号処理でタイミング誤差の補償は可能である。
　問題となるのは中継局を介したコヒーレント伝送の場合である。上記の説明では、誤差
１ｎｓ以内の同一タイミングで全ての無線モジュールから一斉に信号を送信することを前
提として説明を行ってきたが、実際には必ずしも同一タイミングで送信を開始する必要は
ない。例えば、ＯＦＤＭ（Orthognal Frequency Division Multiplexing ）変調方式やＳ
Ｃ－ＦＤＥ（Single Carrier Frequency Domain Equalization）伝送技術のようなブロッ
ク伝送を行う場合には、ブロック伝送のシンボルタイミングが一致していなくてもこのタ
イミングの不一致はガードインターバルで補償可能である。重要なのは、ある瞬間に着目
した際に合成されるべき複数の信号が同位相で合成される点であり、シンボルタイミング
そのものの同期を意図しているのではないことである。すなわち、このシンボルタイミン
グの誤差に相当するオフセット値δを測定することができれば、そのオフセット時間によ
り変化する複素位相を算出し、その値をキャンセルするための係数を送信ウエイトおよび
受信ウエイトに加味することで、シンボルタイミングそのものはタイミング誤差が残った
状態でも、実効的には同位相合成を実現可能である。この信号処理の詳細は、以下に示す
実施例３において説明する。
【００９８】
　以上が本発明の動作原理である。ここまでは、特定の周波数に着目した説明を行ってい
たが、実際の運用においては通信において所定の帯域幅を持った信号を扱うことになるの
で、送信側および受信側における一連の処理においては、それらの信号を複数の周波数成
分に分けて扱い、個々の周波数成分毎に異なる送受信ウエイトおよび各種補正の係数を用
いた処理となる点に注意が必要である。また以下に、本発明の実施形態について説明を行
うが、以下の説明では簡単のためにキャリブレーションにかかわる処理については説明は
省略する。
【実施例１】
【００９９】
　実施例１として、図１に示した無線通信システム（分散アンテナシステム）を想定する
。
【０１００】
（チャネル情報、送信ウエイト、受信ウエイトの算出処理について）
　以下、本実施形態における制御局２側から端末局４－１に対して信号を送信する場合の
動作（ダウンリンク）について、その具体的な信号処理や送信ウエイトおよび受信ウエイ
トの算出処理について説明する。
【０１０１】
　まず、ネットワーク１側より送信すべきデータを受信した制御局２は、そのデータを各
無線モジュール３－１～３－６と端末局４－１の間の無線回線上で伝送するための無線パ
ケットに変換するデジタル信号処理を行う。なお、本実施形態における無線モジュールと
は、リモート基地局に相当する。
【０１０２】
　まず、各無線モジュール３－１～３－６から送信すべき信号の基本波形（すなわち各無
線モジュールで送信ウエイトを乗算する前の信号）が周波数ｆおよび時刻ｔに対して式(2
) で表されるψ(f,t) とする。
【０１０３】
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【数２】

【０１０４】
　ここで、Ａ(f,t) は無線周波数帯での周波数ｆの周波数成分に対する時刻ｔでの変調信
号の複素位相および振幅を表す関数となっている。またｊは虚数単位を表す。なお、ここ
での周波数とは実際の無線通信で用いられる無線周波数である点に注意する。
【０１０５】
　次に、式(2) で表される全ての無線モジュールに共通の基本信号に対し、第ｋ無線モジ
ュールにおいて乗算すべき送信ウエイトの算出方法を以下に示す。まず、第ｋ無線モジュ
ールの座標が(xk,yk,yk)とすれば、端末局４－１との距離Ｌ(k) は以下の式で求られる。
【０１０６】
【数３】

【０１０７】
　ここで、波長をλ＝Ｃ／ｆ（ここでＣは光速 3.0×108[m/s]）とする。なお、波長も周
波数依存性をもつため本来は添え字として周波数ｆを添えて示すべきであるが、ここでは
簡単のため省略する。第ｋ無線モジュールにおいて周波数ｆに対するチャネル情報ｈk(f)
は、見通し波のみを考慮した自由空間での伝搬を仮定すれば以下の式で表される。
【０１０８】

【数４】

【０１０９】
　同位相合成となるようにするためには、この複素位相をキャンセルする係数を乗算すれ
ば良いので、求めるべき送信ウエイトＷk(f)はキャリブレーション係数Ｃcalb.(f)を考慮
して以下の式で与えられる。
【０１１０】
【数５】

【０１１１】
　すなわち、送信ウエイトＷk(f)は、各無線モジュールと端末局間の見通し波に対する経
路差に伴う位相差をキャンセルする係数となっている。したがって、送信される信号は以
下の式で表される。
【０１１２】
【数６】

【０１１３】
　なお、本発明の動作原理の説明では、制御局２と無線モジュール３－１～３－６の有線
回線の経路長差に伴い発生するタイミング誤差を、光ファイバ等の経路長差を光速で除算
することでタイミング調整の遅延量を算出し、直接的に遅延させて補正することも可能と
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説明したが、この送信ウエイトにその経路長を加味して一括して補正することも可能であ
る。この場合には、制御局２と第ｋ無線モジュールの間の光ファイバ（ないしは後述する
基地局と無線モジュール間の距離）等の経路長をｄ(k) とすれば、式(5) の送信ウエイト
を以下のように換算することが可能である。
【０１１４】
【数７】

　この結果、送信される信号は以下のように変換される。
【数８】

【０１１５】
　このように、従来技術における（課題１）については、見通しを前提とする場合には各
無線モジュールと端末局間の距離を利用することで、複雑なチャネルのフィードバックを
不要としている。
【０１１６】
　なお、以上のチャネル情報および送受信ウエイトに関しては、特定の周波数ないしは波
長に関する説明を行ってきた。しかし、無線通信には所定の帯域幅が必要であり、例えば
ＯＦＤＭ変調方式の場合を例にとれば、通信に用いられる各周波数成分、すなわちサブキ
ャリア毎に異なるチャネル情報および送受信ウエイトを用いる必要がある。その場合には
、以上の数式の周波数ｆに対し、各サブキャリアの周波数を代入すれば、その周波数成分
に対するチャネル情報および送受信ウエイトを得ることが可能である。なお、各種周波数
成分とは、ＯＦＤＭ変調方式を用いる場合以外にも、シングルキャリアを用い周波数軸上
の等化処理を行うＳＣ－ＦＤＥ技術の場合でも、受信側において等化処理を行う各周波数
成分において、ＯＦＤＭ変調方式の場合と同様に送信ウエイトおよび受信ウエイトを乗算
した信号処理を実施することで同等の効果を期待することが可能である。なお、ＯＦＤＭ
変調方式に対しＯＦＤＭＡ（Orthogonal Frequency Division Multiple Access ）方式は
、サブキャリア上に複数の端末局を同時に収容する点でＯＦＤＭとは異なるが、物理レイ
ヤ上での信号処理は基本的に同じであるので、以下での説明においてはＯＦＤＭとＯＦＤ
ＭＡは同等であるものとして扱うこととする。
【０１１７】
　例えばＯＦＤＭの場合を例に、もう少し詳細な補足説明を以下に示す。ＳＣ－ＦＤＥに
しても同様であるが、ＯＦＤＭでは通常はベースバンド帯でのデジタル信号処理の後に無
線周波数帯にアップコンバートされて信号が送信される。時刻ｔにおいて、ベースバンド
帯での信号処理の際の第ｍサブキャリアの周波数 fm に対し、送信信号の送信コンスタレ
ーション上の信号点を複素数で表示した値をＢ(fm ，t)とする。無線周波数帯の中心周　
波数を fc とすると、式(2) 、式(6) 、式(8) に表れるＡ(f,t) に関してはＡ(fm＋fc ，
ｔ）＝Ｂ(fm ，t)の関係となっている。このように、Ａ(f,t) に関してはベースバンド帯
での周波数 fm であるか無線周波数帯での周波数ｆであるかはあまり意識して扱う必要は
ないのであるが、式(5) ，式(7) に表れるウエイト（同様に式(6) 、式(8) の中にも現れ
ている係数）に記載される周波数ｆはあくまでも無線周波数帯での周波数ｆである点に注
意して、送受信ウエイトの算出をしなければならない。この点を意識すれば、ｆ＝ fm ＋
 fc となる無線周波数の信号に対する信号処理をベースバンド帯で実施する際に、送受信
ウエイトはベースバンドでの周波数 fm に対し、Ｗk(fm＋fc) またはＷk(fm＋fc，ｄ) を
対応させて処理を行えばよい。そして最終的にアナログ信号処理ないしはデジタル信号処
理にて無線周波数帯にアップコンバートすることで、式(6) ，式(8) に記載の信号を生成
することが可能である。
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【０１１８】
　図４は、本発明の実施例１における送受信ウエイト算出の処理フローを示す。式(5) ま
たは式(7) の説明では送信ウエイトとして説明を行ったが、ハイパワーアンプないしはロ
ーノイズアンプでの増幅率および複素位相の個体差に依存する部分を除き、あくまでも空
間上でのチャネル情報のみに（図３におけるh1(f) およびh2(f) に相当）着目すれば、フ
ォワードリンクとバックワードリンクのチャネル情報は一致する。したがって、先に説明
したキャリブレーションの係数の送受信間の差を除けば、送信ウエイトと受信ウエイトは
一致することになり、したがって送信ウエイトを示す数式においては敢えて「送信」を示
す添え字を省略し、受信ウエイトと共通の数式として説明を行う。
【０１１９】
　図４において、送受信ウエイト算出処理を開始すると（Ｓ1 ）、無線モジュールは自局
の設置場所（ここでは装置の筐体ではなくアンテナの設置位置を意味する）の座標を取得
する（Ｓ2 ）。続けて、通信相手となる端末局の設置場所（ここでも同様に装置の筐体で
はなくアンテナの設置位置を意味する）の座標を取得する（Ｓ3 ）。これらの情報をもと
に、式(3) を用いて端末局と無線モジュールの距離を算出する（Ｓ4 ）。この距離を用い
て、さらにキャリブレーション係数（送信および受信で異なる点に注意）を考慮して式(5
) または式(7) を用いて送受信ウエイトを算出する（Ｓ5 ）。この結果をメモリに保存し
送受信ウエイトのデータベース化を図り（Ｓ6 ）、処理を終了する（Ｓ7 ）。なお、以上
の処理は全ての周波数成分に対して同様に行うことになる。
【０１２０】
　ここでは、実際の通信よりも前に送受信ウエイトを事前に算出するとした説明を行った
が、これは高精度な座標情報を必要とする本発明の対象とするシステムは装置を固定設置
するものを想定しており、その場合には座標も送受信ウエイトも時間と共に変化すること
はない。この場合には、一度送受信ウエイトを算出しておけば、それ以降はその送受信ウ
エイトを常に利用可能であり、したがって事前にデータベース化することが好ましい。た
だし、通信の開始毎に送受信ウエイトを算出したり、時間と共に定期的に送受信ウエイト
や座標情報を更新しても構わない。特に、ＧＰＳやその他の方法で座標情報を取得する場
合には、長時間の測定（およびその平均化処理等）により座標の測定誤差を抑圧すること
も可能であり、その場合には定期的に送受信ウエイトや座標情報を更新することでより精
度を高めることになる。
【０１２１】
（ダウンリンクについて）
　複数の無線モジュールから端末局へのダウンリンクの送信処理について説明する。なお
、無線通信システムの構成は図１に記載のものと同一である。
【０１２２】
（装置構成）
　図５は、本発明の実施例１のダウンリンクにおける送信側（制御局～無線モジュール）
の構成例を示す。
【０１２３】
　図５において、２４は制御局装置、２５－１～２５－３は無線モジュールである。１１
は送信信号処理回路、１２－１～１２－３はＤ／Ａ変換器、１３－１～１３－３はミキサ
、１４－１～１４－３はフィルタ、１５－１～１５－３はＥ／Ｏ変換器、１６－１～１６
－３は光ファイバ、１７－１～１７－３はＯ／Ｅ変換器、１８－１～１８－３はハイパワ
ーアンプ、１９－１～１９－３はアンテナ、２０は座標情報記憶回路、２１は送信ウエイ
ト算出回路、２２は送信ウエイト記憶回路、２３はローカル発振器を表す。
【０１２４】
　図２３に示した従来構成においては、送信ウエイトの算出に関してはチャネル情報取得
回路１３０にて別途取得したチャネル情報を逐次更新しながらチャネル情報記憶回路１３
１に記録しておき、信号の送信時に送信ウエイト算出回路１３２にて送信ウエイトを算出
していたのに対し、本実施形態では、無線モジュールや端末局の座標を座標情報記憶回路
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２０に記憶させ、送信ウエイト算出回路２１にて式(5) または式(7) を用いて送信ウエイ
トを算出し、これを送信ウエイト記憶回路２２に記録しておき、信号の送信時には記憶さ
れた送信ウエイトを利用する点である。更に言えば、図２３に示した従来構成に関する説
明では、便宜上、チャネル情報取得回路１３０を標記していたが、受信信号が極端に低Ｓ
ＮＲ状態となる環境では、上述の課題１が問題となりチャネル情報を取得する術がなかっ
たが、本実施形態ではその具体的な実現方法が示されている。
【０１２５】
　なお、先にも説明したように送信ウエイトは通信に用いる帯域内の周波数成分毎に異な
る値となるため、送信信号処理回路１１ではＯＦＤＭないしはＳＣ－ＦＤＥのように周波
数成分毎の信号処理が個別に行われることになる。例えば、ＯＦＤＭであれば、変調処理
はサブキャリア毎に個別に行われるため、そのサブキャリア毎に異なる送信ウエイトを乗
算することになる。また、ＳＣ－ＦＤＥであれば、一旦、変調処理を施して生成した（ガ
ードインターバルないしはサイクリックプレフィックスと呼ばれる領域を除いた）送信信
号に対し、周波数軸上での等化処理を行う単位であるブロック毎に、一旦、ＦＦＴ処理を
施し、施された各周波数成分上で送信ウエイトの乗算処理を行う。なお前述の通り、送信
ウエイトはベースバンドでの周波数 fm に対し、Ｗk(fm＋fc) またはＷk(fm＋fc,d) を対
応させて処理を行えばよい。そして送信ウエイトを乗算した信号に対してＩＦＦＴ処理を
施し、ＩＦＦＴで得られた信号に対してガードインターバルを付与して１つのブロックの
信号を生成する。
【０１２６】
（送信信号の送信処理フロー）
　図６は、本発明の実施例１における送信信号の送信処理フローの例を示す。
　図６において、送信処理を開始すると（Ｓ11）、送信すべきデータに対する無線パケッ
ト生成や変調処理等の各種信号処理により、周波数成分毎の送信信号を生成する（Ｓ12）
。これはＯＦＤＭであれば各サブキャリアの信号を、ＳＣ－ＦＤＥであればガードインタ
ーバルを除くシングルキャリアの信号をＦＦＴでサブキャリア毎の周波数成分に分解した
信号成分の生成を意味する。各無線モジュールでは、この信号を送信する際に乗算する送
信ウエイトを読み出し（Ｓ13-1～Ｓ13-3）、この送信ウエイトを送信信号に乗算する（Ｓ
14-1～Ｓ14-3）。さらに、送信ウエイトの乗算結果をもとにＩＦＦＴおよびガードインタ
ーバルの付与などにより送信信号を生成し（Ｓ15-1～Ｓ15-3）、この信号を各無線モジュ
ールに転送する（Ｓ16-1～Ｓ16-3）。各無線モジュールでは、受信した信号を送信し（Ｓ
17-1～Ｓ17-3）、送信処理を終了する（Ｓ18-1～Ｓ18-3）。
【０１２７】
　なお、処理Ｓ14-1～Ｓ14-3における送信ウエイトの乗算処理では、各周波数成分に対し
て実施する。また処理Ｓ15-1～Ｓ15-3における送信信号の生成とは、ＯＦＤＭおよびＳＣ
－ＦＤＥ共に、各サブキャリア毎の信号成分を用いたＩＦＦＴ処理とその信号に対するガ
ードインターバルの付与を意味する。
【０１２８】
　図５の装置構成に基づいて上記の処理をもう少し具体的に説明すれば、処理Ｓ16-1～Ｓ
16-3では、処理Ｓ15-1～Ｓ15-3で生成されたデジタル・ベースバンド信号に対しＤ／Ａ変
換によりデジタル信号からアナログ信号に変換し、変換された信号をアップコンバートし
て無線周波数に変換した後、Ｅ／Ｏ変換により光信号に変換して各無線モジュールに転送
する。さらに処理Ｓ17-1～Ｓ17-3では、受信した光信号に対してＯ／Ｅ変換を行い、この
信号を増幅して送信する。
【０１２９】
　特徴として、図５でも説明したように、本発明では信号送信の都度、送信ウエイトを算
出することは行わない。図４で説明した手順で座標情報を用いて別途算出しておいた送信
ウエイトを用い、信号の送信を行うことになる。
【０１３０】
（アップリンクについて）
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　端末局から複数の無線モジュールへのアップリンクの受信処理についても、上記の複数
の無線モジュールから端末局へのダウンリンクの送信処理と同様に実施可能である。なお
、無線通信システムの構成としては図１に記載のものと同一である。
【０１３１】
（装置構成）
　図７は、本発明の実施例１のアップリンクにおける受信側（無線モジュール～制御局）
の構成例を示す。
　図７において、４４は制御局装置、４５－１～４５－３は無線モジュールである。３１
は受信信号処理回路、３２－１～３２－３はＡ／Ｄ変換器、３３－１～３３－３はフィル
タ、３４－１～３４－３はミキサ、３５－１～３５－３はＯ／Ｅ変換器、３６－１～３６
－３は光ファイバ、３７－１～３７－３はＥ／Ｏ変換器、３８－１～３８－３はローノイ
ズアンプ、３９－１～３９－３はアンテナ、４０は座標情報記憶回路、４１は受信ウエイ
ト算出回路、４２は受信ウエイト記憶回路、４３はローカル発振器を表す。
【０１３２】
　図２４に示した従来構成では、受信ウエイトを算出するために、Ａ／Ｄ変換器１４２－
１～１４２－３にてデジタル・ベースバンド信号に変換された信号がチャネル情報推定回
路１５０に入力され、ここでチャネル情報を推定し、その推定結果を受信ウエイト算出回
路１５１に入力し、受信ウエイト算出回路１５１でチャネル情報をもとに乗算すべき受信
ウエイトを算出し、これを受信信号処理回路１４１に入力していたのに対し、本実施形態
では、無線モジュールや端末局の座標を座標情報記憶回路４０に記憶させ、受信ウエイト
算出回路４１にて式(5) ないし式(7) を用いて受信ウエイトを算出し、これを受信ウエイ
ト記憶回路４２に記録しておき、信号の送信時には記憶された送信ウエイトを利用する。
すなわち、従来構成では受信の都度に受信信号から得られるチャネル情報をもとに受信ウ
エイトを生成していたが、本実施形態では、受信ウエイトは無線パケットの受信前から既
知であり、それ故に受信信号が如何に低ＳＮＲ状態であったとしても、そのチャネル推定
精度に依存することなく信号処理を行うことが可能である。
【０１３３】
　なお、先にも説明したように受信ウエイトは通信に用いる帯域内の周波数成分毎に異な
る値となるため、受信信号処理回路３１ではＯＦＤＭないしはＳＣ－ＦＤＥのように周波
数成分毎の信号処理が個別に行われることになる。例えば、本発明では高精度のタイミン
グ同期が前提となるため、受信側では既知のタイミングでＯＦＤＭシンボルないしはＳＣ
－ＦＤＥの伝送ブロックを切り出し、これからガードインターバルを除去した信号に対し
てＦＦＴ処理を実施し、各周波数成分に分離して受信ウエイトの乗算処理を実施する。
【０１３４】
　また、ここでの説明はミキサ３４－１～３４－３で無線周波数帯からベースバンド帯に
ダウンコンバートされており、ＦＦＴ処理により分離された各周波数成分の引数となる周
波数は無線周波数帯のものとは異なるが、前述の通り、無線周波数ｆと中心周波数 fc 、
ベースバンド帯での第ｍサブキャリアの周波数 fm の間にはｆ＝ fm ＋ fc の関係がある
ため、ここで用いる受信ウエイトはベースバンドでの周波数 fm に対し、またはＷk(fm＋
fc) またはＷk(fm＋fc,d) が対応することになる。そしてこの受信ウエイトの乗算後には
、各周波数成分に各無線モジュールからのそれらの信号を加算合成し、合成して得られた
信号をもとに復調処理を実施する。ＯＦＤＭであれば、サブキャリア毎の信号をもとにサ
ブキャリア毎の復調処理を、ＳＣ－ＦＤＥであればサブキャリア毎に分離された信号の周
波数軸上での等化処理の後にＩＦＦＴ処理を施し、その信号に対して復調処理を実施する
。なお、ＯＦＤＭにおける復調処理またはＳＣ－ＦＤＥにおける等化処理に必要となるチ
ャネル情報は、各無線モジュールの信号を受信ウエイト乗算と加算合成後の信号に対して
求める必要があるため、無線パケットの先頭のチャネル推定信号領域に対して、加算合成
後の信号に対してＦＦＴ処理を施しチャネル推定を行う必要がある。ただし、これらの一
連の処理は、周波数成分毎の受信ウエイトの乗算、各無線モジュールの信号の加算合成を
除けば既存のＯＦＤＭないしはＳＣ－ＦＤＥにおける信号処理と同一であり、ここでは詳
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細は省略する。
【０１３５】
　以上は、各周波数成分毎の受信ウエイトを周波数軸上で乗算する信号処理の例を示した
が、この信号処理と等価な信号処理は、ＦＦＴ処理を実施する前段にて処理することも可
能である。特開2007-215007 号公報（無線通信方法及び無線基地局）には、ＦＦＴ処理を
実施する前段に周波数成分毎に異なる受信ウエイトを乗算する手法が開示されており、具
体的な処理としては、まず周波数成分毎の受信ウエイトをＩＦＦＴ処理することで時間軸
上の受信ウエイトに変換する。さらに、受信した信号のサンプリングデータに対し、受信
時刻が異なる多数のサンプリングデータに対し、その遅延量に対応した時間軸上の受信ウ
エイトを乗算し、異なるサンプリング時刻の信号を重み付けしながら加算処理するという
内容である。いわゆる等化器と類似の処理であるが、処理としてはチャネルの等化ではな
く同位相合成のための受信ウエイトの乗算を行うことに相当する。このように、その他の
信号処理においても同等の処理は実現可能である。
【０１３６】
　なお、図５における座標情報記憶回路２０、送信ウエイト算出回路２１、送信ウエイト
記憶回路２２と、図７における座標情報記憶回路４０、受信ウエイト算出回路４１、受信
ウエイト記憶回路４２は基本的に機能が同じであるため、送受信機能を両方含む装置構成
においては、それぞれを共用することが可能である。ただし、先に述べたハイパワーアン
プ１８－１～１８－３およびローノイズアンプ３８－１～３８－３における増幅率、複素
位相回転量の個体差を補正するためのキャリブレーション係数は送信と受信で異なるため
、これらの補正を行う場合には受信ウエイト算出回路４１と送信ウエイト算出回路２１は
一部異なる機能（異なるキャリブレーション係数の乗算機能）を備えることになる。
【０１３７】
（受信信号の受信処理フロー）
　図８は、本発明の実施例１における受信信号の受信処理フローの例を示す。ここでは、
処理Ｓ21-1～Ｓ21-3から処理Ｓ25-1～Ｓ25-3までの処理は各無線モジュール毎に個別的に
行う処理であり、複数の処理がパラレルに実施される。これらの処理結果を集約し、処理
Ｓ26以降の処理を実施する構成になっている。
【０１３８】
　図８において、各無線モジュールで信号を受信すると（Ｓ21-1～Ｓ21-3）、受信された
信号は無線モジュールから制御局装置に転送される（Ｓ22-1～Ｓ22-3）。制御局装置では
信号を受信すると、受信した信号を各周波数成分に分離する（Ｓ23-1～Ｓ23-3）。さらに
送信元である端末局に対応した式(5) または式(7) で与えられる受信ウエイトを読み出し
（Ｓ24-1～Ｓ24-3）、各無線モジュールの各周波数成分の信号に対し、周波数成分毎の受
信ウエイトを乗算する（Ｓ25-1～Ｓ25-3）。以上の処理を行った信号を集約し、全ての無
線モジュールの周波数成分毎の信号を加算合成する（Ｓ26）。この加算合成された信号に
対し、通常の受信信号処理を実施し（Ｓ27）、処理を終了する（Ｓ28）。
【０１３９】
　図７の装置構成に基づいて上記の処理をもう少し具体的に説明すれば、処理Ｓ21-1～Ｓ
21-3では、受信した信号を増幅する処理を含む。さらに処理Ｓ22-1～Ｓ22-3では、この信
号をＥ／Ｏ変換した光信号として光ファイバを介して制御局装置まで転送し、さらに制御
局装置ではこの光信号をＯ／Ｅ変換で電気信号に変換し、さらにダウンコンバートした信
号に対しアナログ／デジタル変換を施す処理までを含む。処理Ｓ23-1～Ｓ23-3に関しては
、ＯＦＤＭシンボルないしはＳＣ－ＦＤＥのブロックからガードインターバルを除去し、
この信号に対してＦＦＴ処理を実施し各周波数成分に分離する。処理Ｓ27は、ＯＦＤＭで
あれば各サブキャリアの復調処理を実施する。また、ＳＣ－ＦＤＥであれば全無線モジュ
ールで合成された各周波数成分の信号を用いて周波数軸上の等化処理を行い、更にＩＦＦ
Ｔ処理を実施し、その信号に対して復調処理を行う。
【０１４０】
　以上が受信信号の処理フローである。例えば一般的な分散アンテナシステムであれば、
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複数の無線モジュールで受信した信号に乗算する受信ウエイトは受信信号のプリアンブル
等を利用してチャネル推定処理を実施し、その結果を利用して受信ウエイトを逐次算出す
るのが一般的である。しかし、仮に個々の無線モジュールで受信した信号の受信信号強度
が非常に低く、チャネル推定精度が著しく低くなる状況では、全ての信号の同位相合成は
精度的に困難である。しかし本発明によれば、そのような低ＳＮＲ環境の信号であっても
、近似的かつ簡易に同位相合成に必要な受信ウエイトを利用することが可能となる。
【０１４１】
　なお、受信側において受信信号を参照することなく受信ウエイトを選択するためには、
信号受信以前に制御局側で受信する信号の送信元である端末局および信号の受信タイミン
グが認識できている必要がある。しかし、これは制御局側が集中制御で無線リソース管理
（すなわちスケジューリング）を行っていればまったく問題とはならない。
【実施例２】
【０１４２】
　図９は、本発明の実施例２における無通信線システム（無線中継システム）の構成例を
示す。
　図９において、本実施形態では、無線モジュール３－１～３－６は中継局としての動作
し、これらの中継局を統括する基地局９を配置する構成となるが、この基地局９は実施例
１において参照した図１の無線通信システムにおける制御局２に対応する。
【０１４３】
（課題２について）
　本実施形態と図２０で説明した従来技術との差分は、本実施形態では、実施例１と同様
に全ての無線モジュール３－１～３－６および端末局４－１～４－３の座標が無線モジュ
ール３－１～３－６側ないしは基地局９側で正確に把握できている点である。また、図１
との差分は、図１では各無線モジュールは光ファイバ等の高速な有線回線を介して制御局
２と接続されていたのに対し、図９では基地局９が制御局２の代わりに配置されている点
である。このため、基地局９と各無線モジュール３－１～３－６との間には、破線矢印で
示した第２の無線システムによる無線回線が設定されている。各無線モジュール３－１～
３－６と端末局４－１～４－３が第１の無線システムで接続され、基地局９と各無線モジ
ュール３－１～３－６は第２の無線システムで接続されているとの意味は、その両者は異
なる無線標準規格であっても異なる周波数帯であっても構わないことを意味している。す
なわち、図１における光ファイバ等の高速な有線回線の代替となるものであれば、第２の
無線システムは如何なる無線システム（第１の無線システムを含む）であっても構わない
。このように、基本的な部分では実施例１と類似の形態ではあるが、無線を用いることで
実際の運用においては条件が異なる。すなわち、中継局を介するときには前述の（課題２
）が問題となる。
【０１４４】
　課題２の原因は、各中継局が備えるローカル発振器の位相が非同期であった点である。
特に、それぞれのローカル発振器は周波数誤差を持つため、一旦、同期を図っても徐々に
ずれて直ぐに非同期状態となってしまう。このローカル発振器を介在させる理由は、一般
的な無線システムでは一旦ベースバンドでデジタル／アナログ変換を実施し、その後に無
線周波数にアップコンバートするためにローカル発振器の信号と送信すべきベースバンド
信号をミキサで合成（ないしは乗算）して無線周波数の信号を生成していたからである。
実施例１の場合にも同様にローカル発振器は利用しているが、全てのミキサに供給される
信号は共通のローカル発振器からの信号を分岐していたものであったため、この問題は発
生しなかった。
【０１４５】
　本実施形態では、この問題を回避するために、各無線モジュールにおいて、式(6) また
は式(8) で表される無線信号をサンプリング処理して得られるサンプリングデータに対し
てデジタル／アナログ変換を行い、直接、無線周波数の信号を生成することとした。たと
えば、アナログテレビで用いていたＶＨＦ帯(100ＭHzや 200ＭHz等）などであれば、直接
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的に無線信号を生成することが可能である。
【０１４６】
　また、各無線モジュールからは信号を一斉に送信する必要があるが、そのタイミングを
調整するためには、基地局９の座標（x0,y0,z0）を利用することが可能である。式(7) に
おける第ｋ無線モジュールと制御局間の光ファイバの経路長ｄ(k) は、本実施形態では基
地局９と無線モジュール３－１～３－６間の距離と置き換えることが可能であり、この場
合には以下の式を用いれば良い。
【０１４７】
【数９】

【０１４８】
　これを用いれば、例えば基地局から基準タイミング通知用の信号（例えばパルス状の信
号）を送信し、この信号の受信時刻を基準として所定の時間だけオフセットしたタイミン
グにて一斉に送信すれば良い。この際には送信ウエイトは式(7) を用いることになる。な
お、先に説明した通り、本実施形態においてもチャネル情報および送受信ウエイトは各周
波数成分毎に異なるため、周波数成分毎に個別の値を用いることになる。
【０１４９】
（ダウンリンクについて）
　複数の無線モジュールから端末局へのダウンリンクの送信処理について説明する。なお
、本実施形態における無線モジュールは中継局である。
【０１５０】
（装置構成）
　図１０は、本発明の実施例２のダウンリンクにおける送信側（基地局～無線モジュール
）の構成例を示す。
　図１０において、６５は基地局装置、６６－１～６６－３は無線モジュール（ここでは
中継局）である。５１は送信信号処理回路、５２は第２の無線システム送信装置、５３は
アンテナ、５４－１～５４－３はアンテナ、５５－１～５５－３は第２の無線システム受
信装置、５６－１～５６－３は送信信号処理回路、５７－１～５７－３はＤ／Ａ変換器、
５８－１～５８－３はフィルタ、５９－１～５９－３はハイパワーアンプ、６０－１～６
０－３はアンテナ、６１－１～６１－３は座標情報取得回路、６２－１～６２－３は送信
ウエイト算出回路、６３－１～６３－３は送信ウエイト記憶回路、６４－１～６４－３は
タイミング同期回路を示す。
【０１５１】
　図２５に示す従来技術の説明では、便宜上、チャネル情報取得回路１７２－１～１７２
－３を標記していたが、受信信号が極端に低ＳＮＲ状態となる環境では、上述の課題１が
問題となりチャネル情報を取得する術がなかった。しかし、本実施形態では、図４で説明
した手法としてその具体的な実現方法が示されている。また、図２５では各無線モジュー
ル１７６－１～１７６－３にローカル発振器１７５－１～１７５－３を備えていたが、本
実施形態では、無線周波数の信号を直接Ｄ／Ａ変換器を用いて生成することでローカル発
振器を不要とした。この結果、ローカル発振器が相互に非同期であることに起因した複素
位相の不確定性の問題は回避することが可能である。さらに、従来方式では信号の送信毎
に最新のチャネル情報を用いて送信ウエイトを算出していたが、ここでは固定的な送信ウ
エイトを用いるので、毎回計算することなしに、座標情報から事前に送信ウエイトを計算
し、それを記憶したものを利用することになる。
【０１５２】
　実施例１と大きく異なる点としては、実施例２ではタイミング同期回路６４－１～６４
－３が必要となる点である。実施例２では、各無線モジュール６６－１～６６－３の送信
信号処理回路５６－１～５６－３で基地局装置６５から転送された信号を個別に再生する
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が、この再生タイミングが同期していない場合には複素位相の不確定性が除去できないた
め、同一タイミングで送信を開始するように調整を行う必要がある。そのため、第２の無
線システム（場合によっては第２の無線システムとは異なる第３の無線システムでも良い
が、便宜上、それらをまとめてここでは第２の無線システムと呼ぶ。たとえば、ＧＰＳ、
ＵＷＢのような高精度のタイミング同期を可能とする情報を抽出可能な無線システムが必
要である。）からタイミング同期に必要となる情報をタイミング同期回路６４－１～６４
－３が取得し、信号の送信開始タイミング等を送信信号処理回路５６－１～５６－３に供
給する。
【０１５３】
　以下、送信動作について詳細に説明する。ネットワーク側より基地局装置６５に送信す
べきデータが入力されると、送信信号処理回路５１では送信すべき信号に対して第１の無
線システムで送信する無線パケットの生成等のＭＡＣ処理を行い、さらに第２の無線シス
テムの無線パケット内にこれをカプセル化する。第２の無線システム送信装置５２ではア
ンテナ５３を介してそのデータを各無線モジュール６６－１～６６－３に送信する。各無
線モジュール６６－１～６６－３では、アンテナ５４－１～５４－３で信号を受信し、第
２の無線システム受信装置５５－１～５５－３で第２の無線システムの復調処理を施し、
カプセル化された信号を取り出す。送信信号処理装置５６－１～５６－３では、取り出し
た信号に対して変調処理を行う。具体的には、ＯＦＤＭの場合にはサブキャリア毎の変調
処理を意味し、ＳＣ－ＦＤＥであればシングルキャリアでの変調処理に加え、これをＦＦ
Ｔ処理することで各周波数成分に分離する処理までを含む。その後、分離された各周波数
成分毎に個別の送信ウエイトを乗算し、ベースバンドでの周波数 fm に対し、
　Ａk(fm＋fc,t) Ｗk(fm＋fc) またはＡk(fm＋fc,t) Ｗk(fm＋fc,d) 
に相当する情報を算出する。さらに、送信ウエイトが乗算されたこの各周波数成分を用い
てＩＦＦＴ処理（厳密には、ここでは式(6) または式(8) に相当する無線周波数帯の時間
軸上での信号の生成処理）およびガードインターバルの付与等の信号処理を実施し、無線
周波数における送信信号（式(6) または式(8) ）のデジタル・サンプリングデータを生成
する。
【０１５４】
　さらに、Ｄ／Ａ変換器５７－１～５７－３でデジタル・サンプリングデータから無線周
波数のアナログ信号に変換する。さらに、送信すべきチャネルの帯域外の周波数成分を除
去するためにフィルタ５８－１～５８－３で帯域外成分を除去し、これをハイパワーアン
プ５９－１～５９－３で信号増幅し、アンテナ６０－１～６０－３より送信する。各無線
モジュール６６－１～６６－３から送信される信号は異なる送信ウエイトが乗算されてい
ることを除けば、基本的には同一内容の信号となっており、この結果、受信局側では同位
相合成を実現することができる。
【０１５５】
　なお、送信信号処理回路５６－１～５６－３で乗算される送信ウエイトは、座標情報取
得回路６１－１～６１－３で管理する座標情報をもとに送信ウエイト算出回路６２－１～
６２－３で別途取得し、これを送信ウエイト記憶回路６３－１～６３－３に記憶しておき
、無線パケットの送信時には宛先局に対応した送信ウエイトを送信ウエイト記憶回路６３
－１～６３－３から読み出して、送信信号処理回路５６－１～５６－３で送信ウエイトを
乗算する。送信信号処理回路５６－１～５６－３からＤ／Ａ変換器５７－１～５７－３へ
の信号出力開始タイミングは、タイミング同期回路６４－１～６４－３で管理される。
【０１５６】
　なお、上述の説明では第１の無線システムで送信する無線パケットの生成等のＭＡＣ処
理を施した情報をカプセル化する際の説明を行ったが、第１の無線システムにおける無線
パケットに収容されるべき物理およびＭＡＣレイヤでの制御情報等が、各無線モジュール
６６－１～６６－３で全く同一の内容の制御情報として生成できるのであれば、これらの
制御情報は付与せずに、送信信号処理回路５６－１～５６－３で無線パケットの生成等の
ＭＡＣ処理を施す構成としても良い。この場合には、実効的にはもはやカプセル化と呼べ
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る処理ではないが、ここでは便宜上、この場合も含めてカプセル化として包括的な説明を
行っている。
【０１５７】
　さらに、送信信号処理回路５６－１～５６－３で行う変調処理などの一部を、基地局装
置６５で行う構成とすることも可能である。ここでは、基地局装置６５側で変調処理およ
び各周波数成分への信号分離までを行い、各周波数成分に分離された情報（すなわちＩＱ
平面上の複素情報）をカプセル化して基地局装置６５から各無線モジュール６６－１～６
６－３に転送することになる。これらの送信ウエイトを乗算する前の各周波数成分に関す
る情報生成処理は、全ての無線モジュール６６－１～６６－３で共通の処理であるため、
無線モジュール６６－１～６６－３の処理の負荷を軽減するのに有効である。ただし、こ
の処理に伴い第２の無線システム上で転送すべき情報量が増加する傾向もあり、第２の無
線システムの伝送容量に余裕がある場合に適用は限られる。なお、この場合も送信信号処
理回路５６－１～５６－３で行うＩＦＦＴ処理（厳密には、ここでは式(6) または式(8) 
に相当する無線周波数帯の時間軸上での信号の生成処理）およびガードインターバルの付
与等の信号処理の前段まではベースバンドでの信号処理となり、送信ウエイトは同様にベ
ースバンド帯での周波数 fm に対し、Ｗk(fm＋fc) またはＷk(fm＋fc,d) が対応すること
になる。
【０１５８】
（送信信号の送信処理フロー）
　図１１に、本発明の実施例２における送信信号の送信処理フローの例を示す。
　図１１において、送信処理を開始すると（Ｓ31）、ネットワーク側から入力されたデー
タに所定の処理（ここでは変調処理などは含まない）、例えば第１の無線システムで送信
する無線パケットの生成等のＭＡＣ処理を施し、その信号を第２の無線システムの無線パ
ケット内にカプセル化し（Ｓ32）、これを各無線モジュールに第２の無線システムの無線
回線を用いて転送する（Ｓ33）。各無線モジュールでは、この信号を受信し、第２の無線
システムの信号処理を行いカプセル化された信号を取り出し、変調処理等を含む所定の信
号処理により各周波数成分に分離された送信信号を生成する（Ｓ34-1～Ｓ34-3）。具体的
には、ＯＦＤＭであればサブキャリア毎の変調処理を、ＳＣ－ＦＤＥであれば変調処理の
後にＦＦＴ処理を施し、各周波数成分毎に信号分離を行う。
【０１５９】
　各無線モジュールでは、この信号を送信する際に乗算する各周波数成分の送信ウエイト
を読み出し（Ｓ35-1～Ｓ35-3）、この送信ウエイトを分離された各周波数成分の信号に乗
算するとともに、ＩＦＦＴ処理（厳密には式(6) または式(8) に相当する無線周波数帯の
時間軸上での信号の生成処理）およびガードインターバルの付与等の信号処理により送信
信号を生成する（Ｓ36-1～Ｓ36-3）。さらに、この信号を送信し（Ｓ37-1～Ｓ37-3）、送
信処理を終了する（Ｓ38-1～Ｓ38-3）。なお、前述のようにＩＦＦＴ処理の前段まではベ
ースバンド帯での信号処理となるため、ここでの送信ウエイトはベースバンド帯での周波
数 fm に対し、Ｗk(fm＋fc) またはＷk(fm＋fc,d) が対応することになる。
【０１６０】
　図１２は、本発明の実施例２における送信信号の別の送信処理フローの例を示す。
　図１１の説明では、第２の無線システムを用いて転送する情報量を抑えることを目的に
、基地局側から無線モジュール側に転送する信号は変調処理を行う前の信号として説明を
行ったが、変調処理を行った信号を第２の無線システムの無線パケット内にカプセル化し
て転送しても構わない。この場合、第２の無線システムの無線パケットにカプセル化され
る信号は、変調処理等を含め各周波数成分に分離された信号（例えば式(2) のＡ(f,t) に
関する情報、サブキャリア毎の多値変調のマッピングデータ（送信コンスタレーション上
の情報））など、送信信号処理の中間段階の様々な形態であって構わない。
【０１６１】
　図１２に示す送信信号処理フローでは、図１１における処理Ｓ32の前段で、各種変調処
理および各周波数成分への分離などを伴う送信信号生成処理（Ｓ39）を実施し、無線モジ
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ュール側では処理Ｓ34-1～Ｓ34-3が、その処理の一部分を抜粋した第２の無線システムの
終端およびカプセル化された信号の抽出処理などの変調処理を伴わない信号処理（Ｓ40-1
～Ｓ40-3）に置き換わる。図１０の構成では、基地局装置６５の送信信号処理回路５１と
、無線モジュール６６－１～６６－３の送信信号処理回路５６－１～５６－３で通常の送
信信号処理を分担することになり、その配分に関しては図１１、図１２等のようにどのよ
うな形態であっても構わない。
【０１６２】
　図１０の装置構成に基づいて上記の処理をもう少し具体的に説明すれば、処理Ｓ37での
処理は、処理Ｓ36-1～Ｓ36-3で生成された無線周波数の信号に対し直接Ｄ／Ａ変換により
デジタル信号からアナログ信号に変換し、帯域外信号をフィルタで除外し、信号の増幅を
行いアンテナより送信する処理を意味する。
【０１６３】
　処理Ｓ33と処理Ｓ34の間では、単に第２の無線システムを用いて基地局装置と無線モジ
ュール６６－１～６６－３の間で通信を行うのであるが、通信容量を抑制するためには、
１対１のユニキャスト通信の代わりに、１対多のブロードキャスト／マルチキャスト的な
通信を行うことが好ましい。すなわち、基地局は無線モジュールのそれぞれに対して個別
に送信を行うのではなく、全ての無線モジュールを対象としたブロードキャスト／マルチ
キャスト通信を行う。ここで、１対多のブロードキャストの場合には再送制御などが出来
ないため、第２の無線システム上で符号誤りが発生した場合には無線モジュール６６－１
～６６－３では送信すべき信号を生成できなくなるが、多数の無線モジュール６６－１～
６６－３が一斉に送信するために、符号誤りの発生した無線モジュールがその信号の送信
を休止してもなんら問題はない。
【０１６４】
　処理Ｓ34-1～Ｓ34-3では、第２の無線システムで受信した信号を終端し、カプセル化さ
れたデータを抽出すると共に、この信号に対し変調処理を施している。実施例１では制御
局側（つまり実施例２では基地局側に相当）で変調処理を施した送信信号を生成している
が、一般に、元データに対し変調処理を施した信号は、転送すべき情報量が膨大になる傾
向がある。したがって、第２の無線システムでの転送すべき情報量を抑えるためには、元
データないしは元データに制御情報を付与した信号（例えばＭＡＣ処理を施した信号）を
第２の無線システムにてカプセル化することが好ましい。そしてこの場合は、各無線モジ
ュール６４－１～６４－３の送信信号処理回路５６－１～５６－３において変調処理等を
実施する。ただし、全ての無線モジュール６４－１～６４－３で生成する送信信号が、送
信ウエイトなどを除いて実質的に同一の信号であることを担保するために、所定の条件を
全ての無線モジュール６４－１～６４－３で共有する必要がある。この条件は、例えば全
無線モジュール６４－１～６４－３で同一の変調方式や誤り訂正の符号化率などを採用す
ることを意味し、この条件を満たすための方法としては、たとえば無線モジュール６４－
１～６４－３に予めその条件が設定されていても、第２の無線システムから通知されても
構わない。具体的には、どの端末はどの変調方式を用いるという設定テーブルを全無線モ
ジュールが備えても良いし、全ての通信が固定的に単一の変調方式を用いていても構わな
い。
【０１６５】
　また、処理Ｓ35-1～処理Ｓ35-3にあるように、実施例１と同様に、実施例２においても
信号送信の都度、送信ウエイトを算出することは行わず、所定の場所に記録された情報を
読み出して利用する。この際、図４で説明した手順で座標情報を用いて別途算出しておい
た送信ウエイトを用いることになる。
【０１６６】
（アップリンクについて）
（装置構成）
　図１３は、本発明の実施例２のアップリンクにおける受信側（無線モジュール～基地局
）の構成例を示す。
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【０１６７】
　図１３において、８５は基地局装置、８６－１～８６－３は無線モジュール（ここでは
中継局）である。７１は受信信号処理回路、７２は第２の無線システム受信装置、７３は
アンテナ、７４－１～７４－３はアンテナ、７５－１～７５－３は第２の無線システム送
信装置、７６－１～７６－３は受信信号処理回路、７７－１～７７－３はＡ／Ｄ変換器、
７８－１～７８－３はフィルタ、７９－１～７９－３はローノイズアンプ、８０－１～８
０－３はアンテナ、８１－１～８１―３はタイミング同期回路、８２は座標情報記憶回路
、８３は受信ウエイト算出回路、８４は受信ウエイト記憶回路を表す。
【０１６８】
　各無線モジュール８６－１～８６－３では、アンテナ８０－１～８０－３で受信した信
号をローノイズアンプ７９－１～７９－３で増幅する。増幅された信号は、受信すべきチ
ャネルの帯域外の周波数成分を除去するため、フィルタ７８－１～７８－３で帯域外成分
を除去し、Ａ／Ｄ変換器７７－１～７７－３でサンプリングし、無線周波数におけるデジ
タル信号に変換される。この信号は、受信信号処理回路７６－１～７６－３でデジタル信
号処理として無線周波数からベースバンドへのダウンコンバート処理、帯域外信号除去の
ためのデジタルフィルタ処理、ガードインターバルの除去とＦＦＴ処理などの信号処理を
行い、第２の無線システムにおける無線パケットにカプセル化するための信号に変換する
。この信号は、第２の無線システム送信装置７５－１～７５－３で無線パケット内にカプ
セル化され、第２の無線システムを用いて基地局装置８５に送られる。
【０１６９】
　基地局装置８５では、アンテナ７３で受信された信号を第２の無線システム受信装置７
２で受信信号処理し、カプセル化されていた情報を抜き出し、受信信号処理回路７１に入
力する。受信信号処理回路７１では、各無線モジュール８６－１～８６－３からの信号が
全て集約されるため、各無線モジュール８６－１～８６－３で受信された信号に周波数成
分毎に個別に所定の受信ウエイトを乗算して周波数成分毎に個別に合成し、合成された信
号に対して復調処理を施し、再生された無線パケットからデータを取り出して外部（ネッ
トワーク側）に出力する。なお、受信ウエイトの乗算はベースバンド上での信号処理とな
るため、ここでの受信ウエイトはベースバンド帯での周波数 fm に対し、Ｗk(fm＋fc) ま
たはＷk(fm＋fc,d) を用いることになる。また復調処理に関しては、ＳＣ－ＦＤＥの場合
には受信ウエイトを乗算した後の各周波数成分の信号に対して周波数軸上の等化処理およ
びＩＦＦＴ処理を実施、その後の信号に対して復調処理を行うことになる。
【０１７０】
　ここで、受信信号処理回路７１で乗算される受信ウエイトは、座標情報取得回路８２で
管理する座標情報をもとに受信ウエイト算出回路８３で別途取得し、これを受信ウエイト
記憶回路８４に記憶しておき、受信時には送信元局に対応した受信ウエイトを受信ウエイ
ト記憶回路８４から読み出して、受信信号処理回路７１で受信ウエイトを乗算する。した
がって、実施例１と同様に、信号受信時のチャネル推定結果をもとにした受信ウエイトの
算出処理は回避され、低ＳＮＲ環境でチャネル推定精度が極端に低くても、問題なく同位
相合成を行うことが可能である。この受信ウエイトも、送信ウエイトと同様に各周波数毎
に異なる値となる。また、送信側にても説明したように、各無線モジュールで非同期のロ
ーカル発振器の信号を用いたダウンコンバート処理を行ってはいないので、ローカル発振
器の信号の位相不確定性の問題も回避可能である。
【０１７１】
　また、送信側の場合と同様に、実施例２では各中継局にタイミング同期回路８１－１～
８１－３が必要となる。本発明では全ての無線モジュール８８－１～８８－３のＡ／Ｄ変
換器が独立に動作するとともに、受信した信号を休みなく全て基地局装置８５側に転送す
る訳ではなく、実際に有効な信号が受信されている期間のみの情報を転送しているため、
サンプリングデータを取得する際に、無線モジュールのそれぞれが取得するサンプリング
・データが同時刻のものとなるように処理する必要がある。このため、タイミング同期回
路８１－１～８１－３を設け、受信信号処理回路７６－１～７６－３でサンプリング・デ
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ータのデータ列の中から同時刻に相当するデータを抜き出すタイミングを提供する。タイ
ミングの提供方法としては、タイミング同期回路８１－１～８１－３は基本的に送信側で
説明したタイミング同期回路６４－１～６４－３と同等の機能により、各無線モジュール
８６－１～８６－３の基準タイミングと基地局装置８５側の基準タイミングのずれを監視
する。そして、受信側の同期タイミング回路は、受信側の同期タイミングを管理する。実
際にはこれらの機能を両方含む回路にて送受信両方のタイミングが管理されることになる
。
【０１７２】
（受信信号の受信処理フロー）
　図１４は、本発明の実施例２における受信信号の受信処理フローの例を示す。
　受信信号処理フローは、基本的には図８に示す実施例１と同様であるが、送信側の場合
と同様に無線モジュールからの受信信号の転送の際には第２の無線システムを用いるため
、これに関連して、以下のように処理の変更が伴う。
【０１７３】
　各無線モジュールで信号を受信すると（Ｓ41-1～Ｓ41-3）、受信した信号に対して信号
増幅、帯域外信号の除去、無線周波数帯におけるＡ／Ｄ変換、デジタル信号処理による無
線周波数帯からベースバンド帯へのダウンコンバート処理、ＯＦＤＭシンボル周期ないし
はＳＣ－ＦＤＥのブロック周期で信号を切り出し、ガードインターバルの除去の後にＦＦ
Ｔ処理により各周波数成分に信号分離するなどの受信信号処理を実施し（Ｓ42-1～Ｓ42-3
）、その情報を第２の無線システムの無線パケットにカプセル化する（Ｓ43-1～Ｓ43-3）
。カプセル化された信号は基地局側に第２の無線システムを用いて転送され（Ｓ44-1～Ｓ
44-3）、基地局側では各無線モジュール毎の受信ウエイトを読み出し（Ｓ45-1～Ｓ45-3）
、各周波数成分毎にこれらの受信ウエイトを受信信号に乗算し（Ｓ46-1～Ｓ46-3）、その
後、周波数成分毎に全ての信号を加算合成し（Ｓ47）、復調処理を実施（Ｓ48）して処理
を終了する（Ｓ49）。なお、受信ウエイトの乗算はベースバンド上での信号処理となるた
め、ここでの受信ウエイトはベースバンド帯での周波数 fm に対し、Ｗk(fm＋fc) または
Ｗk(fm＋fc,d) を用いることになる。またＳＣ－ＦＤＥの場合には、処理Ｓ48の復調処理
とは各周波数成分の信号に対して周波数軸上の等化処理およびＩＦＦＴ処理を実施した信
号に対する復調処理に置き換えられる。
【０１７４】
　なお、第２の実施例に関する上記の説明では、受信信号を周波数成分に分離した情報を
転送するとしたが、必ずしも周波数成分に分離した情報を第２の無線システムにて転送し
なくても良い。例えば、処理Ｓ42-1～Ｓ42-3において、無線周波数帯でのサンプリングデ
ータに対するデジタル信号処理として、周波数のダウンコンバート処理、帯域外信号除去
のためのデジタルフィルタ処理等によりデジタル・ベースバンド信号に変換した信号を、
先ほどと同様に第２の無線システムの無線パケットにカプセル化して無線モジュールから
基地局装置に転送しても構わない。
【０１７５】
　また、図１３および図１４での説明では受信ウエイトの乗算は基地局側で実施するとし
て説明を行ったが、各無線モジュール側で乗算した信号をカプセル化して第２の無線シス
テムを用いて基地局側に転送するとしても良い。この場合には、無線モジュール側に座標
情報取得回路８２、受信ウエイト算出回路８３、受信ウエイト記憶回路８４および受信ウ
エイトの乗算処理に対応した機能を備え、基地局側からはこれらの機能を省略する形で実
現することが可能である。また、無線モジュールにおけるこれらの機能を送信側の対応す
る機能と共用することも可能である。
【実施例３】
【０１７６】
　実施例３では、構成としては実施例２と同様に、図９に示す複数の中継局を介する無線
中継システムを前提とする。実施例２との相違点は、各無線モジュールが高精度で同期を
図りながら同一タイミングで信号送信および信号受信を行うことが困難な場合に対応する
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ための手段を有する点にある。
【０１７７】
　まず、タイミング同期に関する問題点から説明する。例えば、ＵＷＢ（Ultra Wide Ban
d ）等の広帯域のシステムにおけるタイミング同期の手法として、基地局が１ｎｓ以下の
短いパルスを定期的に送信し、各無線モジュールではこのタイミングをそれぞれの自走ク
ロックで観測することで、無線モジュールのもつ基準タイミングと基地局側のもつ基準タ
イミングのオフセットを測定することが考えられる。このタイミングのオフセットを高精
度で測定するためには、このクロックのクロックレートを非常に高速としなければならな
い。しかし、Ａ／Ｄ変換およびＤ／Ａ変換のサンプリングのクロックレートは一般にはこ
れよりも低い値となる。ここでサンプリングのタイミングは、自走するサンプリングクロ
ックのクロックタイミングで実施されるため、サンプリングクロック周期以下の時間刻み
でのタイミングの微調整は一般のＡ／Ｄ変換およびＤ／Ａ変換では不可能である。ここで
、このような場合においても、サンプリングクロック周期よりも小さい基準タイミングと
のオフセット値δ（本実施形態では、基準タイミングからの「遅れ」をδの時間軸上の正
の値とする）を測定し、当該オフセット値δを用いて送信ウエイトないしは受信ウエイト
を微調整することにより、高精度のタイミング同期を図るのと等価な動作を実現すること
が可能である。
【０１７８】
　具体的には、ＯＦＤＭ変調方式やＳＣ－ＦＤＥ伝送技術などを用いたシステムの場合に
は、式(7) に相当する送信ウエイトを下記の式(10)に置き換えることでオフセット値δを
キャンセルする補正が可能である。
【０１７９】
【数１０】

【０１８０】
　ここで、送信に関する基準タイミングの遅れはその遅れ時間に相当する負の位相オフセ
ットを生じさせるが、受信に関する基準タイミングの遅れはその遅れ時間に相当する正の
位相オフセットを伴う信号を受信する作用として表れるため、受信ウエイトに関するδに
関する補正は式(10)とはδの係数が逆符号の次の式(11)で与えられる点に注意が必要であ
る。
【０１８１】
【数１１】

【０１８２】
　図１５は、本発明の実施例３における動作概要を示す。ここでは、アップリンクにおけ
る信号の受信状態を示している。
　図１５において、９１は第１の無線モジュールにおける受信信号に受信ウエイトを乗算
後の信号波形、９２は第２の無線モジュールにおける受信信号に受信ウエイトを乗算後の
信号波形、９３は第２の無線モジュールの受信信号に式(11)を乗算した仮想的な信号波形
、９４は第１の無線モジュールと同一タイミングでサンプリングしていた場合の第２の無
線モジュールにおける受信信号に受信ウエイトを乗算後の仮想的な信号波形を表す。
【０１８３】
　第１の無線モジュールと第２の無線モジュールは、それぞれ基準タイミングがオフセッ
トδだけずれているものとする。この場合、それぞれが個々の基準タイミングで受信信号
をサンプリングすると、第２の無線モジュールは第１の無線モジュールよりも時間δだけ
遅く信号を受信している。本来、同一時刻に信号を受信していれば、受信ウエイトを乗算
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後の第２の無線モジュールでは信号波形９４となり、第１の無線モジュールの信号波形９
１と同位相合成可能なはずである。しかし、時間δの遅延に伴い、第２の無線モジュール
で取得される信号波形は波形９２となり、信号波形９１と同位相合成とはならない。
　そこで、信号波形９２にExp(－2πf・(δ/C)・j)（送信側ではExp(＋2πf・(δ/C)・j)
）を乗算することで、受信信号の複素位相を回転させる。実際にはこの係数は受信信号９
１と受信信号９２の双方に乗算するのであるが、便宜上、第１の無線モジュールは基準タ
イミングとのタイミング誤差がなかった（δ＝０）ものとして説明を行う。信号波形９２
にExp(－2πf・(δ/C)・j)を乗算した信号波形は信号波形９３に変換され、この仮想的な
信号波形９３は第１の無線モジュールと同一タイミングで受信した場合の仮想的な受信信
号９４と一致し、Exp(－2πf・(δ/C)・j)の乗算によりタイミングのオフセットδを補正
することが可能となることが分かる。なお、送受信ウエイトの乗算をベースバンド帯での
信号処理として行う場合には、ベースバンド帯での周波数fmに対し、Ｗk(fm＋fc,d) を用
いることになる。
【０１８４】
（ダウンリンクについて）
（装置構成）
　図１６は、本発明の実施例３のダウンリンクにおける送信側（基地局～無線モジュール
）の構成例を示す。
【０１８５】
　図１０に示す実施例２との差分は、送信ウエイト算出回路６７－１～６７－３、タイミ
ング同期回路６８－１～６８－３、送信信号処理回路６９－１～６９－３の機能が異なり
、図１０における送信ウエイト記憶回路６３－１～６３－３が省略されている点である。
【０１８６】
　まず、タイミング同期回路６８－１～６８－３では、先に説明した基準タイミングの同
期用の信号を受信する都度、基地局装置６５と無線モジュール６６－１～６６－３との間
の基準タイミングの誤差を測定し、送信信号処理回路６９－１～６９－３に対してタイミ
ングの補正処理を指示する。ただし、Ｄ／Ａ変換器５７－１～５７－３のサンプリングク
ロックは各無線モジュール６６－１～６６－３で自走のクロックを用いるため、このクロ
ック周期以下の短い時間のタイミングの補正は行えない。送信信号処理回路６９－１～６
９－３ではこのサンプリングクロックのクロック周期でのタイミング補正を行い、これで
は補正しきれない僅かなタイミングのオフセット値δをタイミング同期回路６８－１～６
８－３から送信ウエイト算出回路６７－１～６７－３に通知する。送信ウエイト算出回路
６７－１～６７－３では、式(10)を用いて送信ウエイトを算出し、この送信ウエイトを送
信信号処理回路６９－１～６９－３に通知し、送信ウエイトの乗算を行う。第２の実施例
では、固定的な送信ウエイトを用いていたため、送信ウエイト記憶回路６３－１～６３－
３を用いていたが、タイミングのオフセット値δは時間と共に変動するために、信号を送
信するたびに送信ウエイトを更新する必要がある。なお、式(10)または式(11)の中のタイ
ミングのオフセット値δ以外の項に対応する係数（式(5) または式(7) に相当）は時間と
共に変動しないので、実際にはこの値を送信ウエイト記憶回路６３－１～６３－３に記憶
しておき、オフセット値δに依存した補正を送信ウエイト算出回路６７－１～６７－３に
て随時行うとみなすこともできる。この場合には、送信ウエイト算出回路６７－１～６７
－３内に送信ウエイト記憶回路６３－１～６３－３が内在されていると理解すれば良い。
【０１８７】
（送信信号の送信処理フロー）
　図１７は、本発明の実施例３における送信信号の送信処理フローの一部を示す。
　本送信信号処理フローは、図１１および図１２に示した第２の実施例の処理Ｓ34-kまた
は処理Ｓ40-k（第ｋ無線モジュールにおける処理として、添え字ｋが付与されている）と
処理Ｓ37-kとの間で行われる処理を示している。
【０１８８】
　まず、信号の送信タイミングとは別に、各無線モジュールは自局の基準タイミングと基
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地局装置側の基準タイミングとの誤差を定期的に測定し（Ｓ55-k）、自局で自走している
サンプリングクロックに換算して何クロックを補正すべきかを算出する（Ｓ56-k）。さら
に、この補正では補正しきれないオフセット値δを合わせて算出する（Ｓ57-k）。一方、
信号の送信時において、図１１または図１２の処理Ｓ34-kまたは処理Ｓ40-kにて取得され
た第ｋ無線モジュールから送信すべき信号に対し、処理Ｓ57-kで取得したオフセット値δ
を用い、送信ウエイトを式(10)で算出し（Ｓ52-k）、送信信号に送信ウエイトを乗算する
（Ｓ53-k）。送信信号処理回路６９－１～６９－３では、乗算された信号に対して実施例
２で説明した各種信号処理を施し、処理Ｓ56-kで求めたサンプリングクロック刻みでのタ
イミング補正を行い（Ｓ54-k）、図１１および図１２の処理Ｓ37-kとして、信号送信を行
う（Ｓ58-k）。
【０１８９】
（アップリンクについて）
（装置構成）
　図１８は、本発明の実施例３のアップリンクにおける受信側（無線モジュール～基地局
）の構成例を示す。
【０１９０】
　図１８において、無線モジュール８６－１～８６－３のタイミング同期回路８８－１～
８８－３では、先に説明した基準タイミングの同期用の信号を受信する都度、基地局装置
８５と無線モジュール８６－１～８６－３との間の基準タイミングの誤差を測定し、受信
信号処理回路８９－１～８９－３に対してタイミングの補正処理を指示する。ただし、Ａ
／Ｄ変換器７７－１～７７－３のサンプリングクロックは各無線モジュール８６－１～８
６－３で自走のクロックを用いるため、このクロック周期以下の短い時間のタイミングの
補正は行えない。受信信号処理回路８９－１～８９－３では、このサンプリングクロック
のクロック周期でのタイミング補正を行い、これでは補正しきれない僅かなタイミングの
オフセット値δをタイミング同期回路８８－１～８８－３から受信ウエイト算出回路８７
－１～８７－３に通知する。ここで、式(11)に記載の受信ウエイトを算出し、その結果を
受信信号処理回路８９－１～８９－３に通知して、受信ウエイトの乗算処理を行う。ここ
での基準タイミングのオフセット値は受信の都度変化しうるので、実施例２のように受信
ウエイトを受信ウエイト記憶回路８３－１～８３－３に記録して固定的に利用するのでは
なく、受信の都度、受信ウエイトを算出する。なお、ダウンリンクでの送信処理と同様に
、受信ウエイト記憶回路８３－１～８３－３が受信ウエイト算出回路８７－１～８７－３
内に内在されているとみなしても良い。
【０１９１】
（受信信号の受信処理フロー）
　図１９は、本発明の実施例３における受信信号の受信処理フローの一部を示す。
　本受信信号処理フローは、図１４に示した第２の実施例の処理Ｓ41-k（第ｋ無線モジュ
ールにおける処理として、添え字ｋが付与されている）と処理Ｓ47との間で行われる処理
を示している。
【０１９２】
　送信側の説明と同様に、信号の受信タイミングとは別に、各無線モジュールは自局の基
準タイミングと基地局装置側の基準タイミングとの誤差を定期的に測定し（Ｓ67-k）、自
局で自走しているサンプリングクロックに換算して何クロックを補正すべきかを算出する
（Ｓ68-k）。さらに、この補正では補正しきれないオフセット値δを合わせて算出する（
Ｓ69-k）。一方、信号の受信時において、図１４の処理Ｓ41-kにて取得された第ｋ無線モ
ジュールで受信された信号に対し、処理Ｓ68-kで求めたサンプリングクロック刻みでのタ
イミング補正を行ったタイミングで信号を抜き出す（Ｓ62-k）。これは、受信信号のサン
プリング自体は連続的に行われているとしても、どのサンプリング値からが実際の受信信
号か、すなわち受信信号の先頭かを調整する処理に相当する。さらに処理Ｓ62-kで取得し
たオフセット値δを用い、受信ウエイトを式(11)で算出し（Ｓ63-k）、受信信号処理回路
８９－１～８９－３にて受信信号に受信ウエイトを乗算するなどの所定の信号処理を実施
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する（Ｓ64-k）。これを第２の無線システムの無線パケットにカプセル化し（Ｓ65-k）、
第２の無線システムを用いて基地局側に信号を転送し（Ｓ66-k）、図１４の処理Ｓ47に移
行し（Ｓ70-k）、受信信号を加算合成して受信信号処理を実施する。
【０１９３】
　以上説明したように、本発明の実施例３では、送信ウエイトおよび受信ウエイトは無線
モジュール側で測定する基準タイミングの誤差を考慮した値となるため、送信および受信
共に無線モジュール側で送受信ウエイトを乗算する処理を実施することになる。また、こ
こでの説明では、基地局が送信する信号をもとに無線モジュール側で基準タイミングの誤
差を測定する場合を例にとっていたが、ＧＰＳ等の別の手段で基準タイミングを取得し、
その結果をもとに全ての無線モジュールで共通となる基準タイミングとのタイミング誤差
を取得することで実現しても構わない。
【０１９４】
［各無線モジュールにおけるクロック誤差について］
　本発明の実施例２および実施例３に共通の補足であるが、各無線モジュールにてＡ／Ｄ
変換またはＤ／Ａ変換を行う際のサンプリングクロックは、厳密には各無線モジュール毎
に誤差を含むことになる。このクロックの誤差は、結果的に無線周波数の信号の周波数誤
差となり、送信信号または受信信号の同位相合成を実現する際に、ある瞬間は同位相合成
であっても時間の経過とともに同位相合成とならない状況を引き起こす可能性がある。こ
れはいわゆる「うなり」現象に相当するものであるが、このような条件では信号の安定的
な通信は厳しい。
【０１９５】
　この場合は、このクロックの周波数誤差を直接的に補償して正確なクロックで動作させ
ることは困難であるが、一方で周波数誤差がどの程度であるかを取得することは可能であ
り、この測定された周波数誤差を用いて周波数誤差補償処理を実施することは可能である
。
【０１９６】
　例えば、クロックの周波数誤差がΔｆであったとする。式(1) で送信される信号は、仮
に広帯域の周波数成分を含んでいたとしても、全ての周波数に対して固定値Δｆの周波数
オフセットがついた状態で観測される。すなわち、式(2) は下記の式(12)に置き換えられ
た信号とみなされる。
【０１９７】
【数１２】

【０１９８】
　これに対し、全てのサンプリングデータ（送信時にはＤ／Ａ変換前のデータ、受信時に
はＡ／Ｄ変換後のデータ）に時刻ｔと共に異なる係数Exp(－2πjΔfｔ)を乗算することで
以下のように信号の周波数誤差は補償され、式(2) に相当する信号を得ることが出来る。
【０１９９】

【数１３】

【０２００】
　このような送信ＡＦＣ（Automatic Frequency Control ）または受信ＡＦＣ処理を導入
することで、前記課題２の各端末毎の周波数誤差は補償可能である。
　注意点としては、送信ウエイトおよび受信ウエイトは、少なくとも１つの無線パケット
を送信する間にはウエイトの値は固定値のままであり、時間と共に変動することはないが
、この送受信ＡＦＣの係数は時間と共に複素位相が一定速度で回転する係数となっている
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ので、単なる送受信ウエイトの補正という形の処理とは異なるものになっている。
【０２０１】
［ＯＦＤＭＡの利用について］
　以上の説明は、ＯＦＤＭ変調方式またはＳＣ－ＦＤＥ方式を利用した場合を中心に説明
を行ってきたが、先にも説明したようにＯＦＤＭＡ方式はＯＦＤＭ方式のＭＡＣレイヤ上
での拡張を行った方式であり、物理レイヤでの処理に特徴を持つ本発明ではＯＦＤＭとＯ
ＦＤＭＡは全く等価なものとして位置づけている。ただし、注意点があるのでその点につ
いて簡単に説明しておく。
【０２０２】
　ＯＦＤＭ変調方式では全てのサブキャリアが同一の端末局との通信に利用されているの
で、その際の送受信ウエイトは共通の端末局に対するウエイトを用いていた。しかし、Ｏ
ＦＤＭＡでは時間軸および周波数軸上にパッチワーク状に異なる端末局への割り当てを寄
せ集めているため、時間（ＯＦＤＭシンボル）および周波数（サブキャリア）毎に対応す
る端末局に対する送受信ウエイトを用いる必要がある。しかし、その差を除けばＯＦＤＭ
とＯＦＤＭＡは全く同様に処理することが可能であり、ＯＦＤＭＡにおいても全く同様に
本発明を適用することができる。
【符号の説明】
【０２０３】
　１          　　　　ネットワーク
　２          　　　  制御局
　３－１～３－６      無線モジュール
　４－１～４－３      端末局
　９          　　    基地局
　１１          　　  送信信号処理回路
　１２－１～１２－３  Ｄ／Ａ変換器
　１３－１～１３－３  ミキサ
　１４－１～１４－３  フィルタ
　１５－１～１５－３  Ｅ／Ｏ変換器
　１６－１～１６－３  光ファイバ
　１７－１～１７－３  Ｏ／Ｅ変換器
　１８－１～１８－３  ハイパワーアンプ
　１９－１～１９－３  アンテナ
　２０          　　  座標情報記憶回路
　２１          　　  送信ウエイト算出回路
　２２          　　  送信ウエイト記憶回路
　２３          　　  ローカル発振器
　２４          　　  制御局装置
　２５－１～２５－３  無線モジュール
　３１          　　  受信信号処理回路
　３２－１～３２－３  Ａ／Ｄ変換器
　３３－１～３３－３  フィルタ
　３４－１～３４－３  ミキサ
　３５－１～３５－３  Ｏ／Ｅ変換器
　３６－１～３６－３  光ファイバ
　３７－１～３７－３  Ｅ／Ｏ変換器
　３８－１～３８－３  ローノイズアンプ
　３９－１～３９－３  アンテナ
　４０          　　  座標情報記憶回路
　４１          　　  受信ウエイト算出回路
　４２          　　  受信ウエイト記憶回路
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　４３          　　  ローカル発振器
　４４          　　  制御局装置
　４５－１～４５－３  無線モジュール
　５１          　　  送信信号処理回路
　５２          　　  第2 の無線システム送信装置
　５３          　　  アンテナ
　５４－１～５４－３  アンテナ
　５５－１～５５－３  第２の無線システム受信装置
　５６－１～５６－３  送信信号処理回路
　５７－１～５７－３  Ｄ／Ａ変換器
　５８－１～５８－３  フィルタ
　５９－１～５９－３  ハイパワーアンプ
　６０－１～６０－３  アンテナ
　６１－１～６１－３  座標情報取得回路
　６２－１～６２－３  送信ウエイト算出回路
　６３－１～６３－３  送信ウエイト記憶回路
　６４－１～６４－３  タイミング同期回路
　６５          　    基地局装置
　６６－１～６６－３  無線モジュール
　６７－１～６７－３  送信ウエイト算出回路
　６８－１～６８－３  タイミング同期回路
　６９－１～６９－３  送信信号処理回路
　７１          　　  受信信号処理回路
　７２          　　  第２の無線システム受信装置
　７３          　　  アンテナ
　７４－１～７４－３  アンテナ
　７５－１～７５－３  第２の無線システム送信装置
　７６－１～７６－３  受信信号処理回路
　７７－１～７７－３  Ａ／Ｄ変換器
　７８－１～７８－３  フィルタ
　７９－１～７９－３  ローノイズアンプ
　８０－１～８０－３  アンテナ
　８１－１～８１―３  タイミング同期回路
　８２          　　  座標情報記憶回路
　８３          　　  受信ウエイト算出回路
　８４          　　  受信ウエイト記憶回路
　８５          　　  基地局装置
　８６－１～８６－３  無線モジュール
　８７－１～８７－３  受信ウエイト算出回路
　８８－１～８８－３  タイミング同期回路
　８９－１～８９－３  受信信号処理回路
　９１  第１の無線モジュールにおける受信信号に受信ウエイトを乗算後の信号波形
　９２  第２の無線モジュールにおける受信信号に受信ウエイトを乗算後の信号波形
　９３  第２の無線モジュールでの仮想的な信号波形（式(11)を乗算した場合）
　９４  第２の無線モジュールでの仮想的な信号波形（同一タイミングでサンプリングし
た場合）
　２０１－１～２０２－３  ハイパワーアンプ（ＨＰＡ）
　２０２－１～２０２－３  ローノイズアンプ（ＬＮＡ）
　２０３－１～２０３－３  時分割スイッチ（ＴＤＤ－ＳＷ）
　２０４－１～２０４－３  アンテナ
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　２０５－１～２０５－３  無線モジュール
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【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】
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