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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに直交する複数の直交信号と、互いに直交しない複数の非直交信号とが含まれた無
線信号を受信する無線信号受信部と、
　前記無線信号受信部が受信した無線信号に含まれる直交信号を用いて、複数の非直交信
号の中から、他の受信装置宛ての無線信号を復調及びキャンセルすることによって、当該
受信装置宛ての非直交信号を抽出する干渉キャンセル部と、
　前記直交信号に含まれる当該受信装置宛ての信号と、前記干渉キャンセル部によって抽
出された当該受信装置宛ての非直交信号とを復調する復調部と
を備える受信装置。
【請求項２】
　互いに直交する複数の無線リソースである直交リソースのうち、前記直交リソースの一
部または全てを用いて送信された互いに直交しない複数の非直交信号が含まれた無線信号
を受信する無線信号受信部と、
　前記無線信号受信部が受信した無線信号の中から、前記受信装置宛ての非直交信号が含
まれる直交リソースを抽出し、抽出した前記直交リソースに含まれる複数の非直交信号の
中から、他の受信装置宛ての無線信号を復調及びキャンセルすることによって、当該受信
装置宛ての非直交信号を抽出する干渉キャンセル部と、
　前記干渉キャンセル部によって抽出された当該受信装置宛ての非直交信号を復調する復
調部と
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を備える受信装置。
【請求項３】
　前記非直交信号として多重される信号の最大数は、当該受信装置において既知であり、
　前記干渉キャンセル部は、既知である前記非直交信号の最大数を超えない範囲で、他の
受信装置宛ての無線信号を復調及びキャンセルする請求項１または２に記載の受信装置。
【請求項４】
　互いに直交する複数の直交信号と、互いに直交しない複数の非直交信号とが含まれた無
線信号をセル内に位置する複数の受信装置に向けて送信する無線信号送信部と、
　前記非直交信号として多重される信号の前記複数の受信装置それぞれまでのパスロスに
基づいて、前記パスロスの差が大きくなるように前記非直交信号として多重される信号を
、前記複数の受信装置にスケジューリングするスケジューリング部と
を備える送信装置。
【請求項５】
　前記無線信号送信部は、前記受信装置が前記受信装置宛ての非直交信号が含まれる直交
リソースを抽出するために必要な情報を、前記直交信号を用いて前記受信装置に送信する
請求項４に記載の送信装置。
【請求項６】
　前記非直交信号として多重される信号の最大数は、前記送信装置及び前記受信装置にお
いて既知であり、
　前記受信装置が前記他の受信装置宛ての信号を復調及びキャンセルするために必要な制
御信号を前記受信装置に送信する制御信号送信部を備える請求項４に記載の送信装置。
【請求項７】
　通信装置が、互いに直交する複数の直交信号と、互いに直交しない複数の非直交信号と
が含まれた無線信号を受信するステップと、
　前記通信装置が、受信した無線信号に含まれる直交信号を用いて、複数の非直交信号の
中から、他の受信装置宛ての無線信号を復調及びキャンセルすることによって、当該受信
装置宛ての非直交信号を抽出するステップと、
　前記通信装置が、前記直交信号に含まれる当該受信装置宛ての信号と、前記抽出するス
テップにおいて抽出された当該受信装置宛ての非直交信号とを復調するステップと
を含む無線通信方法。
【請求項８】
　通信装置が、互いに直交する複数の無線リソースである直交リソースのうち、前記直交
リソースの一部または全てを用いて送信された互いに直交しない複数の非直交信号が含ま
れた無線信号を受信するステップと、
　前記通信装置が、受信した無線信号の中から、前記受信装置宛ての非直交信号が含まれ
る直交リソースを抽出し、抽出した前記直交リソースに含まれる複数の非直交信号の中か
ら、他の受信装置宛ての無線信号を復調及びキャンセルすることによって、当該受信装置
宛ての非直交信号を抽出するステップと、
　前記通信装置が、抽出された当該受信装置宛ての非直交信号を復調するステップと
を含む無線通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非直交マルチアクセスに適応する受信装置、送信装置及び無線通信方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　移動体通信システム、例えば、3GPPにおいて標準化されたLong Term Evolution（LTE）
では、基地局とユーザ端末（移動局）との間において、複数の信号が互いに干渉しない直
交信号を用いた直交マルチアクセスが広く用いられている。一方、移動体通信システムの
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キャパシティを増大させるため、非直交信号を用いた非直交マルチアクセスが提案されて
いる（例えば、非特許文献１参照）。
【０００３】
　非直交マルチアクセスでは、非線形信号処理による信号分離（干渉キャンセラ）が前提
となっている。例えば、下りリンクの場合、基地局が複数のユーザ端末宛てに非直交信号
を同時送信する。各ユーザ端末は、受信した非直交信号の中から、自端末よりもパスロス
の大きい（セル端の）ユーザ端末への信号を信号処理により除去してから復調する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】D. Tse and P. Viswanath, “Fundamentals of Wireless Communicatio
n”, Cambridge University Press、２００５年、インターネット＜http://www.eecs.ber
keley.edu/~dtse/book.html＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述したように、非直交マルチアクセスの場合、各ユーザ端末、つまり、移動局は、自
装置よりもパスロスの大きい移動局への信号を信号処理により除去してから復調する必要
がある。このため、移動局における処理負荷が高く、移動局のコスト上昇や処理遅延の問
題が生じ得る。
【０００６】
　そこで、本発明は、このような状況を鑑みてなされたものであり、コスト上昇や処理遅
延を抑制しつつ、非直交マルチアクセスを利用し得る受信装置、送信装置及び無線通信方
法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の特徴は、互いに直交する複数の直交信号と、互いに直交しない複数の非
直交信号とが含まれた無線信号を受信する無線信号受信部（物理チャネル分離部210）と
、前記無線信号受信部が受信した無線信号に含まれる直交信号を用いて、複数の非直交信
号の中から、他の受信装置宛ての無線信号を復調及びキャンセルすることによって、当該
受信装置宛ての非直交信号を抽出する干渉キャンセル部（データ復調／復号部220）と、
前記直交信号に含まれる当該受信装置宛ての信号と、前記干渉キャンセル部によって抽出
された当該受信装置宛ての非直交信号とを復調する復調部（データ復調／復号部220）と
を備える受信装置（例えば、移動局200A）であることを要旨とする。
【０００８】
　本発明の第２の特徴は、互いに直交する複数の無線リソースである直交リソースのうち
、前記直交リソースの一部または全てを用いて送信された互いに直交しない複数の非直交
信号が含まれた無線信号を受信する無線信号受信部と、前記無線信号受信部が受信した無
線信号の中から、前記受信装置宛ての非直交信号が含まれる直交リソースを抽出し、抽出
した前記直交リソースに含まれる複数の非直交信号の中から、他の受信装置宛ての無線信
号を復調及びキャンセルすることによって、当該受信装置宛ての非直交信号を抽出する干
渉キャンセル部と、前記干渉キャンセル部によって抽出された当該受信装置宛ての非直交
信号を復調する復調部とを備える受信装置であることを要旨とする。
【０００９】
　本発明の第３の特徴は、互いに直交する複数の直交信号と、互いに前記複数の信号が直
交しない複数の非直交信号とが含まれた無線信号をセル内に位置する複数の受信装置に向
けて送信する無線信号送信部（ハイブリッド直交／非直交多重部130及び物理チャネル多
重部160）と、前記非直交信号として多重される信号の前記受信装置のそれぞれまでのパ
スロスに基づいて、前記パスロスの差が大きくなるように前記非直交信号として多重され
る信号をスケジューリングするスケジューリング部（基地局スケジューラ120）とを備え
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る送信装置（基地局100）であることを要旨とする。
【００１０】
　本発明の第４の特徴は、通信装置が、互いに直交する複数の直交信号と、互いに前記複
数の信号が直交しない複数の非直交信号とが含まれた無線信号を受信するステップと、前
記通信装置が、前記無線信号受信部が受信した無線信号に含まれる直交信号を用いて、複
数の非直交信号の中から、他の受信装置宛ての無線信号を復調及びキャンセルすることに
よって、当該受信装置宛ての非直交信号を抽出するステップと、前記通信装置が、前記直
交信号に含まれる当該受信装置宛ての信号と、前記抽出するステップにおいて抽出された
当該受信装置宛ての非直交信号とを復調する前記干渉キャンセル部によって抽出された前
記自装置宛ての信号と、前記直交信号に含まれる自装置宛ての信号とを復調するステップ
とを含む無線通信方法であることを要旨とする。
【００１１】
　本発明の第５の特徴は、通信装置が、互いに直交する複数の無線リソースである直交リ
ソースのうち、前記直交リソースの一部または全てを用いて送信された互いに直交しない
複数の非直交信号が含まれた無線信号を受信するステップと、前記通信装置が、受信した
無線信号の中から、前記受信装置宛ての非直交信号が含まれる直交リソースを抽出し、抽
出した前記直交リソースに含まれる複数の非直交信号の中から、他の受信装置宛ての無線
信号を復調及びキャンセルすることによって、当該受信装置宛ての非直交信号を抽出する
ステップと、前記通信装置が、抽出された当該受信装置宛ての非直交信号を復調するステ
ップとを含む無線通信方法であることを要旨とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の特徴によれば、コスト上昇や処理遅延を抑制しつつ、非直交マルチアクセスを
利用し得る受信装置、送信装置及び無線通信方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態に係る移動体通信システム1の全体概略構成図である。
【図２】直交マルチアクセス、非直交マルチアクセス、及びハイブリッド直交／非直交マ
ルチアクセスの無線リソースの割当イメージを示す図である。
【図３】ハイブリッド直交／非直交マルチアクセスの具体的な無線リソースの割り当てイ
メージを示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係る基地局100の送信部の機能ブロック構成図である。
【図５】本発明の実施形態に係る移動局200Aの受信部の機能ブロック構成図である。
【図６】本発明の実施形態に係る基地局100における非直交信号への移動局のスケジュー
リングの一例を示す図である。
【図７】本発明のその他の実施形態に係る直交マルチアクセス及び非直交マルチアクセス
の割り当てマップの例（RBG単位）を示す図である。
【図８】本発明のその他の実施形態に係る直交マルチアクセス及び非直交マルチアクセス
の割り当てマップの例（REG単位）を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　次に、本発明の実施形態について説明する。なお、以下の図面の記載において、同一ま
たは類似の部分には、同一または類似の符号を付している。ただし、図面は模式的なもの
であり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることに留意すべきである。
【００１５】
　したがって、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきものである。また、
図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論で
ある。
【００１６】
［第１実施形態］
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　まず、図１～図６を参照して、本発明の第１実施形態について説明する。
【００１７】
　（１）移動体通信システムの全体概略構成
　図１は、本実施形態に係る移動体通信システム1の全体概略構成図である。図１に示す
ように、移動体通信システム1は、基地局100及び移動局200A, 200Bを含む。
【００１８】
　基地局100は、移動局200A, 200Bに向けて、具体的にはセルC1内に向けて無線信号を送
信する。また、基地局100は、移動局200A, 200Bから無線信号を受信する。本実施形態に
おいて、基地局100は送信装置を構成し、移動局200A, 200Bは受信装置を構成する。
【００１９】
　移動局200Aは、セルC1内に位置するが基地局100からの無線信号のパスロスが大きいセ
ルC1のセル端に位置する。移動局200Bは、セルC1内の中央に位置する。このため、基地局
100からの無線信号のパスロスは、移動局200Aにおけるパスロスよりも小さい。
【００２０】
　本実施形態では、基地局100と移動局200A, 200Bとは、互いに直交する複数の直交信号
と、互いに直交しない複数の非直交信号とが含まれた無線信号をセルC1に位置する移動局
200A, 200Bに向けて送信する。すなわち、移動体通信システム1では、直交信号を用いた
複数の移動局との同時通信を実現する直交マルチアクセスと、非直交信号を用いた複数の
移動局との同時通信を実現する非直交マルチアクセスとが併用（以下、ハイブリッド直交
／非直交マルチアクセス）される。
【００２１】
　図２（ａ）～（ｃ）は、直交マルチアクセス、非直交マルチアクセス、及びハイブリッ
ド直交／非直交マルチアクセスの無線リソースの割当イメージを示す。図２（ａ）に示す
ように、直交マルチアクセスでは、周波数領域／時間領域／空間領域における帯域におい
て、各移動局（ユーザ）に割り当てられる無線リソースが重複しない。このため、直交マ
ルチアクセスでは、原則的には、他の移動局に割り当てられる無線リソースによる干渉を
除去する必要がない。直交マルチアクセスは、3GPPにおいて標準化されているLong Term 
Evolution（LTE）でも用いられている。
【００２２】
　図２（ｂ）に示すように、非直交マルチアクセスでは、当該帯域において、各移動局に
割り当てられる無線リソースが重複する。このため、移動局は、すべてのマルチアクセス
干渉を信号処理により除去する必要がある。具体的な信号処理については、上述した非特
許文献１に記載された技術を用いることができる。
【００２３】
　図２（ｃ）に示すように、ハイブリッド直交／非直交マルチアクセスでは、当該帯域に
おいて、各移動局に割り当てられる無線リソースが一部重複する。このため、移動局は、
無線リソースの多重数に応じて、規定された数以下のマルチアクセス干渉を除去すればよ
い。
【００２４】
　図３（ａ）及び（ｂ）は、ハイブリッド直交／非直交マルチアクセスのさらに具体的な
割り当てイメージを示す。図３（ａ）に示す例では、各ユーザ（ユーザ１～ユーザ３）宛
てに、直交信号と非直交信号とが送信される。図３（ａ）に示す例の場合、移動局は、直
交信号を用いて非直交信号を抽出することができる。
【００２５】
　本実施形態では、上述したようなハイブリッド直交／非直交マルチアクセスを導入する
ことによって、マルチアクセス干渉の除去に伴う信号処理負荷を低減するとともに、移動
局が除去すべきマルチアクセス干渉の数を認識できるような無線インターフェースが規定
される。なお、以下、第１実施形態では、図３（ａ）に示した割り当てイメージを例とし
て主に説明する。
【００２６】
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　（２）機能ブロック構成
　次に、移動体通信システム1の機能ブロック構成について説明する。図４は、基地局100
の送信部の機能ブロック構成図である。図５は、移動局200Aの受信部の機能ブロック構成
図である。
【００２７】
　（２．１）基地局100
　図４に示すように、基地局100の送信部は、符号化／データ変調部110、基地局スケジュ
ーラ120、ハイブリッド直交／非直交多重部130、制御信号生成部140、制御信号リソース
割当部150及び物理チャネル多重部160を備える。
【００２８】
　符号化／データ変調部110は、所定のユーザ（ユーザｋ）毎に、送信データの分割、チ
ャネルコーディング／データ変調、送信電力設定、及びリソースブロック割当を実行する
。
【００２９】
　基地局スケジューラ120は、移動局200A, 200BからのCircuit State Information（CSI
）のフィードバックや、基地局100～移動局200A, 200B間のパスロスなどに基づいて、符
号化／データ変調部110、ハイブリッド直交／非直交多重部130及び制御信号生成部140を
制御する。
【００３０】
　特に、本実施形態では、基地局スケジューラ120は、非直交信号として多重される信号
の複数の移動局（例えば、移動局200A, 200B）それぞれまでのパスロスに基づいて、当該
パスロスの差が大きくなるように非直交信号として多重される信号を、当該複数の移動局
にスケジューリングする。
【００３１】
　図６は、基地局100における非直交信号への移動局のスケジューリングの一例を示す。
図６に示す例では、最大４ユーザ（移動局）が多重される非直交信号が用いられる。図６
に示すように、非直交信号では、複数の信号が直交せず、つまり、周波数領域または時間
領域において同一の無線リソースブロックが割り当てられている。
【００３２】
　本実施形態では、パスロスが小さい移動局宛ての信号から、パスロスが大きい移動局宛
ての信号が、非直交信号として順次多重される。パスロスが小さい移動局宛ての信号は、
所望のSNRを確保するための送信電力が小さくてよいため、図６の縦軸（送信電力）方向
において占める割合が小さい。一方、パスロスが大きい移動局宛ての信号は、所望のSNR
を確保するための送信電力が大きいため、図６の縦軸（送信電力）方向において占める割
合が大きくなっている。
【００３３】
　このような非直交信号が用いられる場合、例えば、パスロスが２番目に小さいユーザ（
移動局）は、当該ユーザよりもパスロスが大きい２つの移動局に割り当てられた信号から
の干渉を除去する必要がある（図中の説明を参照）。
【００３４】
　なお、図６に示す例では、周波数領域及び時間領域において、異なる無線リソースブロ
ックが割り当てられる、つまり、複数の信号が互いに直交する直交信号も用いられており
、直交信号間では、上述したような干渉は生じないため、移動局は、当該干渉を除去する
必要はない。
【００３５】
　ハイブリッド直交／非直交多重部130は、直交信号及び非直交信号を多重する。具体的
には、ハイブリッド直交／非直交多重部130は、基地局スケジューラ120からの制御に基づ
いて、複数の符号化／データ変調部110から出力された信号（無線リソースブロック）を
多重する。この結果、図６に示したように多重された信号が生成される。
【００３６】
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　制御信号生成部140は、移動局200A, 200Bに報知される各種の制御信号を生成する。特
に、本実施形態では、非直交信号として多重される信号の最大数は、基地局100及び移動
局200A, 200Bにおいて既知（例えば、４多重）である。制御信号生成部140は、移動局が
他の移動局（他装置）宛ての無線信号を復調及びキャンセルするために必要な制御信号を
生成する。
【００３７】
　制御信号生成部140は、例えば、移動局が他の移動局（他装置）宛ての無線信号を復調
及びキャンセルするため、以下のような制御情報または参照信号を含む信号を生成するこ
とができる。
【００３８】
　　（ａ）　ユーザ（移動局）が除去すべきマルチアクセス干渉の数を示す情報（0また
は1を含む）
　　（ｂ）　ユーザ（移動局）がマルチアクセス干渉の除去に必要な他のユーザの状態（
割当無線リソースブロック、変調方式、チャネル符号化率など）を示す情報
　　（ｃ）　ユーザ（移動局）におけるコヒーレント復調に必要な参照信号
　　（ｄ）　ハイブリッド直交／非直交マルチアクセスの無線リソースブロック割り当て
に必要な情報（トランスポートブロック、無線リソースブロックの定義、送信電力制御、
フィードバック制御信号など）
　なお、制御信号生成部140は、上述した（ａ）～（ｄ）の何れか、または複数を組み合
わせた制御信号を生成してもよい。制御信号生成部140は、生成した制御信号を制御信号
リソース割当部150及び物理チャネル多重部160を介して、移動局200A, 200Bに送信する。
本実施形態において、制御信号生成部140は、制御信号送信部を構成する。
【００３９】
　制御信号リソース割当部150は、制御信号生成部140から出力された制御信号に無線リソ
ースブロックを割り当てる。
【００４０】
　物理チャネル多重部160は、ハイブリッド直交／非直交多重部130から出力されたベース
バンド信号、及び制御信号リソース割当部150から出力された制御信号を物理チャネルに
多重する。物理チャネル多重部160から出力された信号は、IFFTが施されるとともに、Cyc
lic Prefix（CP）が追加されて送信アンテナから移動局200A, 200Bに向けて送信される。
本実施形態は、ハイブリッド直交／非直交多重部130及び物理チャネル多重部160によって
、直交信号と非直交信号とをセルC1内に位置する複数の移動局（受信装置）に向けて送信
する無線信号送信部が構成される。
【００４１】
　なお、ハイブリッド直交／非直交多重部130及び物理チャネル多重部160（無線信号送信
部）は、各移動局（受信装置）が当該移動局宛ての非直交信号が含まれる直交リソースを
抽出するために必要な情報を、直交信号を用いて当該移動局に送信することもできる。
【００４２】
　例えば、直交信号（直交リソース）で送信する信号としては、制御信号、参照信号、ペ
イロードサイズの小さいデータ信号（Voice over IP（VoIP）やTCP ACKなど）が挙げられ
る。また、移動局は、直交信号を用いて非直交信号を復調するが、直交信号はそのまま復
調する。なお、直交信号（直交リソース）と非直交信号（非直交リソース）の境界は、固
定されてもよいし、可変としてシステム情報として各ユーザに通知してもよい。
【００４３】
　（２．２）移動局200A
　図５に示すように、移動局200Aは、物理チャネル分離部210、データ復調／復号部220、
目的ユーザ制御信号検出部230及び干渉ユーザ制御信号検出部240を備える。なお、移動局
200Bも移動局200Aと同様の機能ブロック構成を有する。
【００４４】
　物理チャネル分離部210は、基地局100から送信された無線信号を受信し、当該無線信号
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に含まれる物理チャネルを分離する。上述したように、物理チャネル分離部210が受信す
る無線信号には、直交信号と非直交信号とが含まれる。分離された物理チャネルは、デー
タ復調／復号部220、目的ユーザ制御信号検出部230及び干渉ユーザ制御信号検出部240に
出力される。本実施形態において、物理チャネル分離部210は、無線信号受信部を構成す
る。
【００４５】
　データ復調／復号部220は、複数設けられる。具体的には、データ復調／復号部220は、
非直交信号として多重される信号（ユーザ）の数に応じて、干渉ユーザ用及び目的ユーザ
用が設けられる。本実施形態では、最大４ユーザが多重されるため、データ復調／復号部
220も４つ設けられることが好ましい。
【００４６】
　データ復調／復号部220は、無線リソースブロック抽出、干渉キャンセラ、チャネル推
定、復調復号及び復号データの連結を実行する。
【００４７】
　特に、本実施形態では、データ復調／復号部220の干渉キャンセラは、受信した無線信
号に含まれる直交信号（例えば、上述した制御情報や参照信号）を用いて、複数の非直交
信号の中から、他の移動局（受信装置）宛ての無線信号を復調及びキャンセルすることに
よって、移動局200A宛ての非直交信号を抽出する。
【００４８】
　具体的には、干渉キャンセラは、受信した非直交信号の中から、所定の信号処理による
信号分離によって自装置宛ての信号を抽出し、他の受信装置宛ての信号による干渉をキャ
ンセルする。干渉キャンセラは、多重される非直交信号の最大数が既知（本実施形態では
、４多重）であるため、既知である非直交信号の最大数を超えない範囲で、他の受信装置
宛ての無線信号を復調及びキャンセルする。なお、干渉のキャンセル方法については後述
する。
【００４９】
　目的ユーザ制御信号検出部230は、目的ユーザ、つまり自装置（移動局200A）宛ての制
御信号を検出する。目的ユーザ制御信号検出部230は、検出した制御信号をデータ復調／
復号部220（目的ユーザ用）に提供する。制御信号としては、上述したような（ａ）～（
ｄ）の何れかまたは組み合わせが用いられる。
【００５０】
　干渉ユーザ制御信号検出部240は、干渉ユーザ、つまり、他装置（例えば、移動局200B
）宛ての制御信号を検出する。干渉ユーザ制御信号検出部240は、目的ユーザ制御信号検
出部230と同様に、検出した制御信号をデータ復調／復号部220（干渉ユーザ用）に提供す
る。
【００５１】
　ここで、データ復調／復号部220の干渉キャンセラおける信号処理について簡単に説明
する。まず、図１に示したように、移動局200AがセルC1のセル端に位置する場合、干渉キ
ャンセラは、セルC1内の中央に位置する移動局200Bの信号を除去できないため、データ復
調／復号部220は、そのまま復調／復号を実行する。具体的には、ユーザ１における信号
処理は、以下のような計算式に基づいて説明することができる。
【数１】

【００５２】
　ここで、ユーザ１はセルC1のセル端に位置する移動局200Aを示し、ユーザ２はセルC1内
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の中央に位置する移動局200Bを示す。P1及びP2は、ユーザ１及びユーザ２の送信電力であ
る。h1及びh2は、ユーザ１及びユーザ２のチャネル利得である。
【００５３】
　このように、移動局（ユーザ１）がセル端に位置する場合、受信信号（R1）には、セル
中央に位置する移動局（ユーザ２）との干渉が含まれるが、ユーザ２と比較してSNRが悪
いため、ユーザ２からの干渉を除去することができない。そこで、ユーザ１は、ユーザ２
の信号を除去することなく、そのまま復調／復号を実行する。
【００５４】
　一方、ユーザ２における信号処理は、以下のような計算式に基づいて説明することがで
きる。
【数２】

【００５５】
　このように、移動局（ユーザ２）がセル中央に位置する場合、受信信号（R2）には、セ
ル端に位置する移動局（ユーザ１）との干渉が含まれるが、ユーザ１と比較してSNRが良
いため、ユーザ１の信号を一旦復号することによって除去し、当該信号を除去した後、ユ
ーザ２の信号の復調／復号を実行する。
【００５６】
　なお、このような信号処理は、上述した非特許文献１に記載されている方法と同様であ
る。
【００５７】
　（３）作用・効果の例
　本実施形態に係る移動体通信システム1によれば、移動局200A（200B）において、非直
交信号を用いることによる他の受信装置宛ての信号による干渉がキャンセルされ、干渉が
キャンセルされた自装置宛ての信号と、直交信号に含まれる自装置宛ての信号との両方の
信号が復調される。すなわち、直交信号と非直交信号とを用いるハイブリッド直交／非直
交マルチアクセスが実現される。ハイブリッド直交／非直交マルチアクセスの場合、非直
交マルチアクセスのみを用いる場合と比較して、他の受信装置宛ての信号による干渉のキ
ャンセルに係る処理負荷が低減されるため、移動局のコスト上昇や処理遅延を抑制し得る
。
【００５８】
　本実施形態では、非直交信号として多重される信号の最大数は、基地局100及び移動局2
00A, 200Bにおいて既知である。データ復調／復号部220の干渉キャンセラは、既知である
当該信号の最大数を越えない範囲で、制御情報等によって指定された数の他装置宛ての信
号による干渉を復調及びキャンセルする。このため、移動局200A, 200Bにおいて、復調／
復号に要する遅延時間を一定の範囲内に収まるように設計することが可能になる。
【００５９】
　本実施形態では、非直交信号として多重される信号の複数の移動局それぞれまでのパス
ロスに基づいて、当該パスロスの差が大きくなるように非直交信号として多重される信号
が、当該複数の移動局にスケジューリングされる。このため、非直交信号として多重され
る信号間のSNRのばらつきが大きくなり易く、他装置宛ての信号による干渉の除去が容易
になる。
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【００６０】
［第２実施形態］
　上述した第１実施形態では、図３（ａ）に示す無線リソース（直交リソース及び非直交
リソース）の割り当てイメージに基づく動作について主に説明したが、第２実施形態では
、図３（ｂ）に示す無線リソースの割り当てイメージに基づく動作について、上述した第
１実施形態と異なる部分について、主に説明する。
【００６１】
　図３（ｂ）に示す無線リソースの割り当てイメージの場合、移動局200Aの物理チャネル
分離部210（無線信号受信部）は、互いに直交する複数の無線リソースである直交リソー
スのうち、直交リソースの一部または全てを用いて送信された互いに直交しない複数の非
直交信号が含まれた無線信号を受信する。
【００６２】
　また、データ復調／復号部220の干渉キャンセラは、受信した無線信号の中から、移動
局200A宛ての非直交信号が含まれる直交リソースを抽出する。さらに、干渉キャンセラは
、抽出した直交リソースに含まれる複数の非直交信号の中から、他の移動局（移動局200B
）宛ての無線信号を復調及びキャンセルすることによって、移動局200A宛ての非直交信号
を抽出する。さらに、データ復調／復号部220は、干渉キャンセラによって抽出された移
動局200A宛ての非直交信号を復調する。
【００６３】
　このように、図３（ｂ）に示す無線リソースの割り当てイメージに基づくハイブリッド
直交／非直交マルチアクセスの場合でも、非直交マルチアクセスのみを用いる場合と比較
して、他の移動局（受信装置）宛ての信号による干渉のキャンセルに係る処理負荷が低減
されるため、移動局のコスト上昇や処理遅延を抑制し得る。
【００６４】
　［その他の実施形態］
　上述したように、本発明の一実施形態を通じて本発明の内容を開示したが、この開示の
一部をなす論述及び図面は、本発明を限定するものであると理解すべきではない。この開
示から当業者には様々な代替実施の形態が明らかとなろう。
【００６５】
　例えば、基地局100は、直交マルチアクセスとして利用される無線リソースと、非直交
マルチアクセスとして利用される無線リソースとを示す割り当てマップを移動局200A, 20
0Bに送信するようにしてもよい。
【００６６】
　図７及び図８は、直交マルチアクセス及び非直交マルチアクセスの割り当てマップの例
を示す。具体的には、図７は、無線リソースブロック（Resource block）単位の割り当て
マップの例を示し、図８は、無線リソースエレメント（Resource element）単位の割り当
てマップの例を示す。
【００６７】
　次に、このような割り当てマップの生成方法について説明する。上述した実施形態では
、移動局（ユーザ）間のSNRの違いを利用することによって、非直交アクセス技術を用い
つつ、無線通信システムの全容量改善及びユーザ間フェアネスの向上を図っている。
【００６８】
　ここで、ユーザ間にSNRの違いがない場合、直交アクセス技術が最適となる。基地局100
は、SNRの違いの度合いに応じて、直交マルチアクセスまたは非直交マルチアクセスによ
ってデータを送信するResource blockまたはResource elementの割合を決定する。
【００６９】
　基地局100は、SNRの違いの度合いに応じて、直交マルチアクセスによる割り当て部分（
該当するResource block（RB）またはResource element（RE））、及び非直交マルチアク
セス部分（該当するRBまたはRE）の割り当てマップ（図７及び図８参照）を移動局200A, 
200Bに対して送信する。
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【００７０】
　具体的には、基地局100は、各移動局からフィードバックされるCSI情報に基づいて、SN
Rの違いの度合いを判定する。基地局100は、SNRの違いの度合いが比較的大きいRB, REに
ついて非直交マルチアクセスとして処理し、SNRの違いの度合いが比較的小さいRB, REに
ついて直交マルチアクセスとして処理する。基地局100は、このような処理結果に基づく
割り当てマップを移動局200A, 200Bに対して送信する。なお、割り当てマップの内容の通
知手段としては、DL grantやRRC signalingなどを用いればよい。
【００７１】
　また、上述した本発明の実施形態では、基地局100から移動局200A, 200Bへの下り方向
における例について説明したが、本発明に係るハイブリッド直交／非直交マルチアクセス
は、上り方向に適用してもよい。また、本発明は、基地局と移動局との間に限らず、基地
局間の無線通信に適用してもよい。
【００７２】
　このように、本発明は、ここでは記載していない様々な実施の形態などを含むことは勿
論である。したがって、本発明の技術的範囲は、上述の説明から妥当な特許請求の範囲に
係る発明特定事項によってのみ定められるものである。
【符号の説明】
【００７３】
　1…移動体通信システム
　100…基地局
　110…符号化／データ変調部
　120…基地局スケジューラ
　130…ハイブリッド直交／非直交多重部
　140…制御信号生成部
　150…制御信号リソース割当部
　160…物理チャネル多重部
　200A, 200B…移動局
　210…物理チャネル分離部
　220…データ復調／復号部
　230…目的ユーザ制御信号検出部
　240…干渉ユーザ制御信号検出部
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【図７】 【図８】
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