
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の送信信号をそれぞれ異なる拡散符号を用いて拡散する拡散手段と、前記各送信信
号の拡散後のチップデータ列を周波数軸方向のサブキャリアに振り分けるようにして、前
記複数の送信信号の拡散後のチップデータ列を直交周波数分割多重する直交周波数分割多
重手段と、各サブキャリアで送信する前記送信信号の多重数を各サブキャリアごとに選定
する信号多重数選定手段と、

　ことを特徴とする無線送信装置。
【請求項２】
　前記直交周波数分割多重手段は、前記各送信信号の拡散後のチップデータ列を、全サブ
キャリアを分割してなる複数のサブキャリアグループのうちのいずれかのサブキャリアグ
ループ内で周波数軸方向に振り分け、
　前記信号多重数選定手段は、前記サブキャリアグループ間での前記送信信号の多重数を
選定する
　ことを特徴とする請求項１に記載の無線送信装置。
【請求項３】
　前記信号多重数選定手段は、信号多重数を少なくするサブキャリアには、他の情報より
良好な回線品質が要求される送信信号を配置する
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前記直交周波数分割多重されたサブキャリアを送信する複数
のアンテナとを具備し、前記サブキャリアのうち信号多重数の多いサブキャリアと信号多
重数の少ないサブキャリアを別々のアンテナから送信する



　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の無線送信装置。
【請求項４】
　各サブキャリアに配置させる多重化送信信号を選定する多重化信号配置選定手段を具備
し、当該多重化信号配置選定手段は、直流点を含むサブキャリアに、前記信号多重数選定
手段により選定された多重数の少ない多重化信号を配置する
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の無線送信装置。
【請求項５】
　各サブキャリアに配置させる多重化送信信号を選定する多重化信号配置選定手段を具備
し、当該多重化信号配置選定手段は、中心周波数から離れたサブキャリアに、前記信号多
重数選定手段により選定された多重数の少ない多重化信号を優先的に配置する
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の無線送信装置。
【請求項６】
　信号多重数の少ないサブキャリアの送信信号電力ほど送信信号電力を高くする信号電力
制御手段を具備する
　ことを特徴とする請求項４又は請求項５に記載の無線送信装置。
【請求項７】
　前記拡散手段は、信号多重数選定手段により選定された多重数の少ない多重化信号を形
成する送信信号ほど拡散比を大きくする
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の無線送信装置。
【請求項８】
　前記信号多重数選定手段は、信号多重数を少なくするサブキャリアには、既知信号を含
むようにする
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の無線送信装置。
【請求項９】
　各サブキャリアに配置させる多重化送信信号を選定する多重化信号配置選定手段を具備
し、当該多重化信号配置選定手段は、前記信号多重数選定手段により選定された多重数の
少ない多重化信号を配置するサブキャリアをステアリングする
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の無線送信装置。
【請求項１０】
　各サブキャリアに配置させる多重化送信信号を選定する多重化信号配置選定手段を具備
し、当該多重化信号配置選定手段は、送信相手が所属するセルに応じて、多重数の少ない
多重化信号を配置するサブキャリアを選定する
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の無線送信装置。
【請求項１１】
　前記信号多重数選定手段により選定された多重数の少ない多重化信号ほど送信信号の変
調多値数を小さくする変調手段を具備する
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の無線送信装置。
【請求項１２】
　前記拡散手段は、前記複数の送信信号に対してそれぞれ１倍拡散処理を施し、前記信号
多重数選定手段は、各サブキャリアでの多重数が１となるように各サブキャリアの多重数
を選定すると共に、前記無線送信装置は、さらに、特定のサブキャリアに配置される送信
信号の変調多値数を他のサブキャリアに配置される送信信号の変調多値数よりも小さくす
る変調手段を具備する
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の無線送信装置。
【請求項１３】
　複数の送信信号の少なくとも１つは既知信号であり、送信フレームの先頭のタイミング
で当該既知信号の種類又は拡散符号を変化させるようにした
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の無線送信装置。
【請求項１４】
　送信フレームの先頭のタイミングでのみ既知信号を送信する
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　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の無線送信装置。
【請求項１５】
　前記拡散手段は、複数の送信信号のうち特定の送信信号に対しては複数の拡散符号を割
り当てるようにした
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の無線送信装置。
【請求項１６】
　各サブキャリアに配置させる多重化送信信号を選定する多重化信号配置選定手段を具備
し、当該多重化信号配置選定手段は、前記信号多重数選定手段により選定された多重数の
少ない多重化信号を複数サブキャリアおきに配置する
　ことを特徴とする請求項１に記載の無線送信装置。
【請求項１７】
　各サブキャリアに配置させる多重化送信信号を選定する多重化信号配置選定手段を具備
し、当該多重化信号配置選定手段は、前記信号多重数選定手段により選定された信号多重
数の少ない多重化信号を複数組の複数サブキャリアに配置する
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の無線送信装置。
【請求項１８】
　既知信号を配置するサブキャリアを送信相手局が属するセルに応じて変化させる既知信
号配置手段を、さらに具備することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の無線送信
装置。
【請求項１９】
　前記既知信号の種類を送信相手局が属するセルに応じて選択する選択手段を、さらに具
備することを特徴とする請求項１８に記載の無線送信装置。
【請求項２０】
　前記既知信号のみからなる多重化送信信号を配置した前記特定サブキャリアの信号レベ
ルを他のサブキャリアよりも大きくする信号増幅手段を、さらに具備することを特徴とす
る請求項１８に記載の無線送信装置。
【請求項２１】
　前記信号増幅手段は、ビットシフト回路を有する、ことを特徴とする請求項２０に記載
の無線送信装置。
【請求項２２】
　前記多重化信号配置選定手段は、フレームの先頭において、前記既知信号のみからなる
サブキャリアを変化させるようにした、ことを特徴とする請求項１８に記載の無線送信装
置。
【請求項２３】
　フレームの先頭において、前記既知信号を変化させる、ことを特徴とする請求項１８に
記載の無線送信装置。
【請求項２４】
　各サブキャリアのレベルを信号多重数に応じて適応的に変化させるレベル可変手段を、
さらに具備することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の無線送信装置。
【請求項２５】
　前記レベル可変手段は、ビットシフト回路を有する、ことを特徴とする請求項２４に記
載の無線送信装置。
【請求項２６】
　前記レベル可変手段は、回線品質に応じて各サブキャリアのレベルを変化させる、こと
を特徴とする請求項２４に記載の無線送信装置。
【請求項２７】
　前記信号多重数選定手段は、回線品質に応じて前記多重数を変化させる、ことを特徴と
する請求項１又は請求項２に記載の無線送信装置。
【請求項２８】
　送信フレームの先頭のタイミングでのみ既知信号を送信すると共に、当該既知信号を信
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号多重数の少ないサブキャリアに割り当てて送信し、かつ前記信号多重数選定手段は、既
知信号が割り当てられた信号多重数の少ないサブキャリアの信号多重数を、送信フレーム
の先頭のタイミングでさらに少なくする、ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載
の無線送信装置。
【請求項２９】
　前記信号多重数選定手段は、再送回数の多い送信相手局宛の送信信号を、優先的に多重
数の少ないサブキャリアに割り当てる、ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の
無線送信装置。
【請求項３０】
　信号多重数の少ないサブキャリアに隣接するサブキャリアによりヌル信号を送信する、
ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の無線送信装置。
【請求項３１】
　信号多重数の少ないサブキャリアを１つ以上のサブキャリアを隔てて配置すると共に、
当該信号多重数の少ないサブキャリアの間のサブキャリアによりヌル信号を送信する、こ
とを特徴とする請求項１又は に記載の無線送信装置。
【請求項３２】
　前記多重数を少なくしたサブキャリアとそれ以外のサブキャリアの振幅制限を独立に行
う、ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の無線送信装置。
【請求項３３】
　各サブキャリアで、伝搬路推定用プリアンブルの数を独立に設定する、ことを特徴とす
る請求項１又は請求項２に記載の無線送信装置。
【請求項３４】
　前記拡散手段により得られた拡散信号を１チップ以上シフトさせる拡散信号シフト手段
と、前記拡散手段により得られた拡散信号と前記拡散信号シフト手段により得られたシフ
トされた拡散信号とを多重する多重手段とを具備する、ことを特徴とする請求項１又は請
求項２に記載の無線送信装置。
【請求項３５】
　前記拡散信号シフト手段及び前記多重手段による処理を、特定の送信信号についてのみ
行うようにした、ことを特徴とする に記載の無線送信装置。
【請求項３６】
　前記拡散信号シフト手段及び前記多重手段による処理を、既知信号についてのみ行うよ
うにした、ことを特徴とする に記載の無線送信装置。
【請求項３７】
　前記拡散信号シフト手段及び前記多重手段による処理を、フレームの先頭についてのみ
行うようにした、ことを特徴とする に記載の無線送信装置。
【請求項３８】
　前記拡散信号シフト手段は、シフトするチップ数を可変とする、ことを特徴とする

に記載の無線送信装置。
【請求項３９】
　前記拡散信号シフト手段は、シフト量を変えてシフト量の異なる複数の拡散信号を形成
し、前記多重手段は、当該シフト量の異なる複数の拡散信号のうちの所定個数の拡散信号
と前記拡散手段により得られた拡散信号とを多重する、ことを特徴とする に記
載の無線送信装置。
【請求項４０】
　前記多重手段によって多重する前記シフトされた拡散信号の多重数を回線品質に応じて
選定する、ことを特徴とする に記載の無線送信装置。
【請求項４１】
　信号多重数選定手段は、前記多重手段により多重されたシフトされた拡散信号を含む符
号分割多重信号を、信号多重数を少なくするサブキャリアに割り当てる、ことを特徴とす
る に記載の無線送信装置。

10

20

30

40

50

(4) JP 3727283 B2 2005.12.14

請求項３０

請求項３４

請求項３４

請求項３４

請求
項３４

請求項３４

請求項３９

請求項３４



【請求項４２】
　前記多重手段によって多重する前記シフトされた拡散信号の多重数を、当該シフトされ
た拡散信号が割り当てられるサブキャリアの信号多重数に応じて選定する、ことを特徴と
する に記載の無線送信装置。
【請求項４３】
　前記拡散信号シフト手段は、シフト量を送信相手が所属するセルに応じて変化させる、
ことを特徴とする に記載の無線送信装置。
【請求項４４】
　前記拡散信号シフト手段は、フレームの先頭でシフト量を変える、ことを特徴とする

に記載の無線送信装置。
【請求項４５】
　各サブキャリア独立に、伝搬路推定用プリアンブルの挿入間隔を設定するプリアンブル
挿入手段を、さらに具備する、ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の無線送信
装置。
【請求項４６】
　前記信号多重数選定手段により選定された多重数の少ない多重化信号に対応する送信信
号に対してのみ、差動変調方式を用いた、ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載
の無線送信装置。
【請求項４７】
　請求項１０に記載の無線送信装置により送信された信号を受信して復調する無線受信装
置であって、受信信号に対して直交変換処理を施す直交変換手段と、直交変換後の信号を
多重数の少ない多重化信号と多重数の多い多重化信号に分ける多重化信号分別手段と、多
重数の少ない多重化信号が割り当てられたサブキャリアを判別することにより自局の属す
るセルを識別する識別手段と、を具備する無線受信装置。
【請求項４８】
　請求項１３又は請求項１４に記載の無線送信装置により送信された信号を受信して復調
する無線受信装置であって、受信信号に対して直交変換処理を施す直交変換手段と、直交
変換後の信号を多重数の少ない多重化信号と多重数の多い多重化信号に分ける多重化信号
分別手段と、多重数の少ない多重化信号と既知信号又は拡散符号との相関値の最大値検出
タイミングを求めることによりフレーム同期信号を得るフレーム同期信号検出手段と、を
具備することを特徴とする無線受信装置。
【請求項４９】
　請求項１７に記載の無線送信装置により送信された信号を受信して復調する無線受信装
置であって、受信信号に対して直交変換処理を施す直交変換手段と、直交変換後の信号を
多重数の少ない多重化信号と多重数の多い多重化信号に分ける多重化信号分別手段と、多
重数の少ない多重化信号を合成する合成手段と、合成後の信号を所定の拡散符号を用いて
逆拡散することにより多重化された信号の中から所定の信号を抽出する逆拡散手段と、を
具備することを特徴とする無線受信装置。
【請求項５０】
　 に記載の無線送信装置により送信された信号を受信して復調する無線受信装
置であって、受信信号に対して直交変換処理を施す直交変換手段と、シフトされた拡散信
号及びシフトされない拡散信号をそれぞれ逆拡散する第１及び第２の逆拡散手段と、逆拡
散後の信号を合成する合成手段と、を具備することを特徴とする無線受信装置。
【請求項５１】
　請求項１から のいずれかに記載の無線送信装置を具備することを特徴とする
通信端末装置。
【請求項５２】
　 から のいずれかに記載の無線受信装置を具備することを特徴とす
る通信端末装置。
【請求項５３】
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　請求項１から のいずれかに記載の無線送信装置を具備することを特徴とする
無線基地局装置。
【請求項５４】
　 から のいずれかに記載の無線受信装置を具備することを特徴とす
る無線基地局装置。
【請求項５５】
　複数の送信信号をそれぞれ異なる拡散符号を用いて拡散する拡散ステップと、前記各送
信信号の拡散後のチップデータ列を周波数軸方向のサブキャリアに振り分けるようにして
、前記複数の送信信号の拡散後のチップデータ列を直交周波数分割多重する直交周波数分
割多重ステップと、各サブキャリアで送信する前記送信信号の多重数を各サブキャリアご
とに選定する信号多重数選定ステップと、

　を有することを特徴とする無線送信方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はＯＦＤＭ (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)変調方式にＣＤＭＡ（
Code Division Multiple Access）方式を組み合わせて大容量のデータ通信を行う無線通
信システムに用いられる無線送信装置、無線受信装置及び無線送信方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種の無線通信システムでは、ＯＦＤＭ変調方式により得られる送信データを高
速で伝送できるといった長所と、ＣＤＭＡ変調方式により得られる干渉及び雑音に強いと
いった長所とを有効に利用することにより、多数の通信端末に高品質の送信データを高速
で伝送し得るようになっている。
【０００３】
ＯＦＤＭ方式とＣＤＭＡ方式を組み合わせた通信方式（以下、これをＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ
方式と呼ぶ）には、大別して、時間領域拡散方式と周波数領域拡散方式とがある。時間領
域拡散方式は、拡散符号によってチップ単位に拡散した各拡散データを同一のサブキャリ
ア内で時間方向に配置するものである。一方、周波数領域拡散方式は、チップ単位に拡散
した各拡散データを異なるサブキャリアに割り当てて配置するものである。
【０００４】
以下、周波数領域拡散方式について説明する。図６４は、変調処理前のディジタルシンボ
ルの状態を示す模式図であり、図６５は、周波数領域拡散方式での変調処理後の各チップ
の配置を示す模式図である。周波数領域拡散方式では、直列データ系列であるＮ個のディ
ジタルシンボル（図６４）の各シンボルに対して、拡散率Ｍの拡散符号が乗算される。
【０００５】
拡散後のチップはＭ個並列的に、１シンボルづつ順次ＩＦＦＴ（逆高速フーリエ変換）処
理がなされる。この結果、ＭサブキャリアのＯＦＤＭシンボルがＮ個生成される。つまり
、周波数領域拡散方式では、拡散後のチップが、それぞれの時間において周波数軸上に配
置される形になる（図６５）。換言すれば、拡散後のチップが、それぞれ異なるサブキャ
リアに配置される。
【０００６】
この周波数拡散方式を実現する従来のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成例を、図６６に
示す。まずＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置１の送信系２について説明する。ＯＦＤＭ－ＣＤ
ＭＡ通信装置１は、複数の送信信号１～ｋ、………、（４ｋ＋１）～５ｋを、それぞれ異
なる拡散符号を用いてチップ単位に拡散する拡散器Ａ１～Ａ（５ｋ）に入力する。拡散後
の信号は加算器Ｃ１～Ｃ５により加算されることにより符号分割多重された信号が得られ
る。図６６の場合、各加算器Ｃ１～Ｃ５では、それぞれｋ個の送信信号に対応する拡散後
の信号が多重される。
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請求項４６

請求項４７ 請求項５０

前記サブキャリアのうち信号多重数の多いサブ
キャリアと信号多重数の少ないサブキャリアを別々のアンテナから送信するステップと



【０００７】
加算器Ｃ１～Ｃ５から出力された符号分割多重信号は、パラレルシリアル変換器（Ｐ／Ｓ
）４によりパラレルシリアル変換された後、逆高速フーリエ変換回路（ＩＦＦＴ）５によ
り逆高速フーリエ変換されることにより直交周波数分割多重される。これにより拡散後の
チップが互いに直交関係にある複数サブキャリアに振り分けられたＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信
号が形成され、このＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信号がディジタルアナログ変換処理や信号増幅等
の無線送信処理を行う無線送信部（ＲＦ）１０及びアンテナＡＮを介して送信される。
【０００８】
次にＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置１の受信系３について説明する。ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通
信装置１は、同様の構成でなるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置から送信されたＯＦＤＭ－Ｃ
ＤＭＡ信号をアンテナＡＮ及びアナログディジタル変換処理等の無線受信処理を行う無線
受信部（ＲＦ）１１を介して高速フーリエ変換回路（ＦＦＴ）６に入力する。ＦＦＴ６は
入力信号に対して高速フーリエ変換処理を施すことにより、それぞれのサブキャリアによ
り伝送された符号分割多重信号を得る。
【０００９】
伝搬路補償回路７は、信号中に含まれる伝搬路推定用プリアンブル等の既知信号に基づい
て伝搬路で生じた位相変動等を補償する。伝搬路補償後の信号は逆拡散器８により逆拡散
されることにより、複数の送信信号の中から自局宛の受信信号が抽出される。
【００１０】
図６７に、従来のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置１により形成されるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信
号の信号配置を示す。ここで、送信信号数をｎとし、拡散比をｋとすると、サブキャリア
数は拡散比ｋと同じ数だけ必要となる。各サブキャリアには、次の信号が配置される。す
なわち、１番目のサブキャリア♯１には送信信号１～ｋを多重した信号のうち１番目の拡
散信号（チップ）が配置され、２番目のサブキャリアには送信信号１～ｋを多重した信号
のうち２番目の拡散信号（チップ）が配置され、………、５ｍ番目のサブキャリア♯５ｍ
には送信信号（４ｋ＋１）～５ｋを多重した信号のうちｋ番目の拡散信号が配置される。
【００１１】
因みに、サブキャリア数と拡散比は必ずしも一致させる必要はない。ここでは、拡散比を
サブキャリア数の１／５にした場合について示した（拡散比は、この場合に限定されずに
、任意に設定できることはいうまでもない）。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置においては、周波数利用効率を向上させるために
は、信号多重数を増加させる必要がある。しかし、マルチパス等が存在する場合には拡散
符号間の直交性が崩れ、誤り率が劣化する。これはマルチパスが各サブキャリアで独立に
生じるので、各拡散チップを周波数軸拡散すると、チップ間の直交性が崩れるためである
。
【００１３】
特に、信号多重数を多くするにつれて、拡散符号間の干渉が大きくなるため、誤り率特性
の劣化が大きくなる。このように、従来のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置は、周波数利用効
率と誤り率特性を両立させることが困難であるという問題を有していた。
【００１４】
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、周波数利用効率と誤り率特性を両立し得
るＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ方式の無線送信装置、無線受信装置及び無線送信方法を提供するこ
とを目的とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
かかる課題を解決するため本発明は、以下の構成を採る。
【００１６】
（１）本発明の無線送信装置は、拡散された複数の送信信号を複数のサブキャリアに振り
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分ける直交周波数分割多重手段と、各サブキャリアで送信する前記送信信号の多重数を各
サブキャリアごとに選定する信号多重数選定手段と、を具備する構成を採る。
【００１７】
この構成によれば、信号多重数の少ないサブキャリアに配置された送信信号は、多重数の
多いサブキャリアに配置された送信信号に対して、伝搬路上での符号間干渉が小さくなる
。この結果、サブキャリア全体の信号多重数を一律に決める場合と比較して、例えば重要
情報を表す送信信号は信号多重数の少ないサブキャリアに割り当て、他の情報を表す送信
信号は信号多重数の多いサブキャリアに割り当てるようにすれば、周波数利用効率をそれ
ほど落とさずに、重要情報の誤り率特性の劣化を未然に防止できる。これにより周波数利
用効率と誤り率特性を両立し得るＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ方式の無線送信装置を実現できる。
【００１８】
（２）本発明の無線送信装置は、信号多重数選定手段が、各サブキャリアごとにそれぞれ
レートの異なる拡散後の多重信号を形成する構成を採る。
【００１９】
この構成によれば、簡易な構成で各サブキャリアで送信する送信信号の多重数を各サブキ
ャリアごとに選定して、各サブキャリアごとに信号多重数の異なる符号分割された送信信
号を伝送できるようになる。
【００２０】
（３）本発明の無線送信装置は、信号多重数選定手段が、信号多重数を少なくするサブキ
ャリアには、他の情報より良好な回線品質が要求される送信信号を配置する構成を採る。
【００２１】
この構成によれば、信号多重数の少なくされたサブキャリアにより伝送される符号分割多
重信号は伝搬路上での誤り率特性の劣化が、信号多重数を多くされたサブキャリアにより
伝送される符号分割多重信号に対して小さいので、例えば距離が遠い無線局やＳＩＲ（ Si
gnal to Interference Ratio）の悪い無線局のように、より良好な回線品質の要求されて
いる送信相手の情報を、信号多重数の少なくされたサブキャリアにより伝送するようにす
れば、一段と誤り率特性の劣化防止と周波数利用効率の向上を両立できる。また他の情報
より良好な回線品質が要求される送信信号としては例えば再送情報や制御情報のようなも
のが挙げられ、このような情報を信号多重数の少ないサブキャリアにより伝送すれば、そ
れらの情報の劣化を防止できるので、良好な通信を行うことができるようになる。
【００２２】
（４）本発明の無線送信装置は、各サブキャリアに配置させる多重化送信信号を選定する
多重化信号配置選定手段を具備し、当該多重化信号配置選定手段は、直流点を含むサブキ
ャリアに、信号多重数選定手段により選定された多重数の少ない多重化信号を配置する構
成を採る。
【００２３】
この構成によれば、一般にＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ方式の無線送信装置では、無線送信部の増
幅器に設けられているアナログ回路により直流オフセットが発生するので、直流点付近の
サブキャリアにより伝送された信号の劣化は、他のサブキャリアにより伝送された信号に
対して劣化の度合いが高いが、本発明のように直流点を含むサブキャリアに多重数の少な
い多重化信号を配置すれば、このサブキャリアの誤り率を向上させることができる。この
結果、劣化の生じやすいサブキャリアでの信号劣化を抑制できるので、全体として信頼性
の高い送信を行うことができる。
【００２４】
（５）本発明の無線送信装置は、各サブキャリアに配置させる多重化送信信号を選定する
多重化信号配置選定手段を具備し、当該多重化信号配置選定手段は、中心周波数から離れ
たサブキャリアに、信号多重数選定手段により選定された多重数の少ない多重化信号を優
先的に配置する構成を採る。
【００２５】
この構成によれば、一般に、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ方式の無線送信装置では、中心周波数か
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ら離れたサブキャリアほど他チャネル干渉が大きいことと、無線送信部のアナログフィル
タの劣化（振幅偏差や位相偏差）が大きいことを考慮して、中心周波数から離れたサブキ
ャリアほど多重数の少ない多重化信号を割り当てることで、特にこのようなサブキャリア
での信号劣化を抑制している。この結果、劣化の生じやすいサブキャリアでの信号劣化を
抑制できるので、全体として信頼性の高い送信を行うことができる。また中心周波数から
離れたサブキャリアではサイドローブ成分が大きくなるが、本発明によれば、そのサブキ
ャリアでの信号多重数を少なくしているのでそのサブキャリアの送信電力を低減でき、サ
イドローブも低減できる。この結果、帯域外漏洩電力も低減できるようになる。
【００２６】
（６）本発明の無線送信装置は、信号多重数の少ないサブキャリアの送信信号電力ほど送
信信号電力を高くする信号電力制御手段を具備する構成を採る。
【００２７】
この構成によれば、直流点を含むサブキャリア、又は、中心周波数から離れた位置のサブ
キャリアにより伝送された多重化信号の劣化を抑制できるので、一段と誤り率特性を向上
し得る。またこのサブキャリアでの信号多重数は他のサブキャリアの信号多重数よりも少
ないので、送信信号電力をある程度大きくしたとしてもＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ方式で問題と
なる所定値以上のピーク電圧は発生し難いのも本発明の利点である。
【００２８】
（７）本発明の無線送信装置は、拡散手段が、信号多重数選定手段により選定された多重
数の少ない多重化信号を形成する送信信号ほど拡散比を大きくする構成を採る。
【００２９】
この構成によれば、拡散比を大きくした分だけ信号対雑音比を大きくできるので、信号多
重数を少なくすることによる誤り率の向上効果に加えて、拡散比を大きくすることによる
誤り率の向上効果を得ることができ、例えば重要な情報や、信号劣化が生じやすい状態の
信号の誤り率を一段と向上させて、一段と信頼性の高いＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ方式の無線送
信装置を実現できる。
【００３０】
（８）本発明の無線送信装置は、信号多重数選定手段が、信号多重数を少なくするサブキ
ャリアには、既知信号を含むようにする構成を採る。
【００３１】
この構成によれば、受信側において伝搬路補償や同期処理等に用いられる既知信号を、伝
搬誤り率の小さい信号多重数の少ないサブキャリアに割り当てるようにしたので、既知信
号の誤り率特性を向上させることができ、この結果、受信信号の伝搬路補償や同期処理を
高精度で行って、品質の良い受信信号を得ることができるようになる。
【００３２】
（９）本発明の無線送信装置は、各サブキャリアに配置させる多重化送信信号を選定する
多重化信号配置選定手段を具備し、当該多重化信号配置選定手段は、信号多重数選定手段
により選定された多重数の少ない多重化信号を配置するサブキャリアをステアリングする
構成を採る。
【００３３】
この構成によれば、回線変動が遅い場合のバースト誤りを未然に防ぐことができるように
なる。すなわち、あるサブキャリアの信号多重数を少なくしてその信号の信号誤り率を向
上させるようにした場合でも、回線変動が遅い場合には周波数選択性フェージングにより
そのサブキャリアに配置された信号にバースト誤りが生じるおそれがある。この点に着目
して、本発明では、多重数の少ない多重化信号を配置するサブキャリアを順次変えるよう
にステアリングすることにより、多重数の少ない多重化信号を形成する送信信号の誤り率
特性を一段と向上させることができる。
【００３４】
（１０）本発明の無線送信装置は、各サブキャリアに配置させる多重化送信信号を選定す
る多重化信号配置選定手段を具備し、当該多重化信号配置選定手段は、送信相手が所属す
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るセルに応じて、多重数の少ない多重化信号を配置するサブキャリアを選定する構成を採
る。
【００３５】
この構成によれば、受信側で信号多重数の少ないサブキャリアを検出することにより、セ
ル識別のための信号を送信しなくても容易に自分の所属するセルを識別できるようになる
。この結果、実質的な伝送効率を向上させることができる。
【００３６】
（１１）本発明の無線送信装置は、信号多重数選定手段により選定された多重数の少ない
多重化信号ほど送信信号の変調多値数を小さくする変調手段を具備する構成を採る。
【００３７】
この構成によれば、変調多値数が小さいほど伝送誤り率が小さくなるので、多重数の少な
い多重化信号の伝送誤り率を一段と向上させることができる。
【００３８】
（１２）本発明の無線送信装置は、拡散手段は、複数の送信信号に対してそれぞれ１倍拡
散処理を施し、信号多重数選定手段は、各サブキャリアでの多重数が１となるように各サ
ブキャリアの多重数を選定すると共に、無線送信装置は、さらに、特定のサブキャリアに
配置される送信信号の変調多値数を他のサブキャリアに配置される送信信号の変調多値数
よりも小さくする変調手段を具備する構成を採る。
【００３９】
この構成によれば、（１）の構成をＯＦＤＭ方式の送信にも拡張できると共に、特定のサ
ブキャリアに配置された送信信号の誤り率を向上させることができる。この結果、特定の
サブキャリアとして、例えば直流点を含むサブキャリアや中心周波数から離れたサブキャ
リアを選べば、誤り率の劣化し易いサブキャリアの誤り率劣化を抑制し得るＯＦＤＭ信号
を形成できる。
【００４０】
（１３）本発明の無線送信装置は、複数の送信信号の少なくとも１つは既知信号であり、
送信フレームの先頭のタイミングで当該既知信号の種類又は拡散符号を変化させる構成を
採る。
【００４１】
この構成によれば、送信信号中に例えばプリアンブルのような受信側でのフレーム同期の
ための信号を付加すること無しに、既知信号の変化したタイミング又は逆拡散処理後の信
号レベルのピークタイミング等を検出すれば、容易にフレーム同期を行うことができるよ
うになる。この結果、プリアンブル等のフレーム同期のための信号を挿入する必要が無く
なる。この結果、この分構成を簡単化できると共にプリアンブル等のフレーム同期用の信
号を伝送しなくてよい分だけ、伝送効率の良いＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ方式の無線送信装置を
実現できる。
【００４２】
（１４）本発明の無線送信装置は、送信フレームの先頭のタイミングでのみ既知信号を送
信する構成を採る。
【００４３】
この構成によれば、フレーム先頭の拡散符号を変化させる場合を考えると、複数の拡散符
号を既知信号に割り当てなければならず、必要となる拡散符号数が増大する点に着目して
、送信フレームの先頭のタイミングでのみ既知信号を拡散して送信することで、必要とな
る拡散符号数を抑制して、容易にフレーム同期を獲得することができる。
【００４４】
（１５）本発明の無線送信装置は、拡散手段が、複数の送信信号のうち特定の送信信号に
対しては複数の拡散符号を割り当てる構成を採る。
【００４５】
この構成によれば、受信側において特定の信号を複数の拡散符号を用いて逆拡散し、逆拡
散処理後の信号を合成すれば、信号レベルの高い特定信号を復元することができる。この
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結果、特定信号に対して誤り率の一段と向上したＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ方式の送信を行うこ
とができる。
【００４６】
（１６）本発明の無線送信装置は、各サブキャリアに配置させる多重化送信信号を選定す
る多重化信号配置選定手段を具備し、当該多重化信号配置選定手段は、信号多重数選定手
段により選定された多重数の少ない多重化信号を複数サブキャリアおきに配置する構成を
採る。
【００４７】
この構成によれば、例えばマルチパスの遅延時間が短い場合における、多重数の少ない多
重化信号の誤り率を一段と向上させることができる。すなわちマルチパスの遅延時間が短
い伝搬路環境においては周波数の近いサブキャリアで受信レベルが固まって落ち込むおそ
れがあり、この場合誤り率特性が悪くなることに着目して本発明に至った。
【００４８】
（１７）本発明の無線送信装置は、各サブキャリアに配置させる多重化送信信号を選定す
る多重化信号配置選定手段を具備し、当該多重化信号配置選定手段は、信号多重数選定手
段により選定された信号多重数の少ない多重化信号を複数組の複数サブキャリアに配置す
る構成を採る。
【００４９】
この構成によれば、周波数領域拡散により拡散された送信信号の各チップは予め決められ
た複数サブキャリアに配置されるようになるが、このうち信号多重数の少ない多重化信号
が配置される複数サブキャリアの組を複数設けることで、例えば受信側でこれらのサブキ
ャリアの組のうち最も受信レベルの高い複数サブキャリアの組を選択して復調するように
すれば、一段と信号多重数の少ない多重化信号を誤り率の少ない状態で復調できるように
なる。
【００５０】
（１８）本発明の無線送信装置は、既知信号を配置するサブキャリアを送信相手局が属す
るセルに応じて変化させる既知信号配置手段を、さらに具備する構成を採る。
【００５１】
この構成によれば、セル識別のための信号を送信しなくても、受信側で既知信号が送信さ
れたサブキャリアを検出すれば容易に自分の所属するセルを識別できるようになる。この
結果、（１）の効果に加えて、セル識別のための信号を伝送しない分だけ、伝送効率を向
上し得る。
【００５２】
（１９）本発明の無線送信装置は、（１８）に加えて、既知信号の種類を送信相手局が属
するセルに応じて選択する選択手段を、さらに具備する構成を採る。
【００５３】
この構成によれば、識別可能なセル数をさらに増加させることができるようになる。
【００５４】
（２０）本発明の無線送信装置は、（１８）に加えて、既知信号のみからなる多重化送信
信号を配置した特定サブキャリアの信号レベルを他のサブキャリアよりも大きくする信号
増幅手段を、さらに具備する構成を採る。
【００５５】
この構成によれば、パイロットキャリアの信号対雑音電力比を高くすることができるので
、一段とセル識別特性を向上させることができる。
【００５６】
（２１）本発明の無線送信装置は、（２０）の信号増幅手段は、ビットシフト回路を有す
る構成を採る。
【００５７】
この構成によれば、拡散後の既知信号の送信レベルを他のサブキャリアの送信レベルより
も高くするといった処理を、簡易な構成で実現できるようになる。
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【００５８】
（２２）本発明の無線送信装置は、（１８）の多重化信号配置選定手段は、フレームの先
頭において、既知信号のみからなるサブキャリアを変化させるようにした構成を採る。
【００５９】
この構成によれば、受信側では、フレーム同期獲得をパイロットキャリアとパイロットチ
ャネルの両方を用いて行うことができるようになるので、フレーム同期検出特性を向上さ
せることができる。
【００６０】
（２３）本発明の無線送信装置は、（１８）においてさらに、フレームの先頭において既
知信号を変化させる構成を採る。
【００６１】
この構成によれば、使用可能なセル数を増加させることができるようなる。
【００６２】
（２４）本発明の無線送信装置は、（１）に加えて、各サブキャリアのレベルを信号多重
数に応じて適応的に変化させるレベル可変手段を、さらに具備する構成を採る。
【００６３】
この構成によれば、レベル可変手段により、例えば多重数の少ないサブキャリア以外のサ
ブキャリアの送信レベルを、多重数の少ないサブキャリアに対して相対的に低くすれば、
ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ送信で問題となるピーク電力を良好に低減させながら、信号多重数の
少ないサブキャリアに割り当てられた信号の品質を一段と向上させることができる。
【００６４】
（２５）本発明の無線送信装置は、（２４）のレベル可変手段は、ビットシフト回路を有
する構成を採る。
【００６５】
この構成によれば、（２４）と同様の効果を一段と簡易な構成により実現することができ
る。
【００６６】
（２６）本発明の無線送信装置は、（２４）のレベル可変手段は、回線品質に応じて各サ
ブキャリアのレベルを変化させる構成を採る。
【００６７】
この構成によれば、不要なピーク電力の増加を抑制して、誤り率特性を向上させることが
できる。
【００６８】
（２７）本発明の無線送信装置は、（１）に加えて、複数のアンテナを、さらに具備し、
信号多重数の多いサブキャリアと信号多重数の少ないサブキャリアを別々のアンテナから
送信する構成を採る。
【００６９】
この構成によれば、ピーク電力をさほど気にせずに、信号多重数の少ないサブキャリアの
信号レベルを大きくすることができ、この結果信号多重数の少ないサブキャリアに割り当
てられた信号を一段と高品質で伝送することができるようになる。
【００７０】
（２８）本発明の無線送信装置は、（１）の前記信号多重数選定手段は、回線品質に応じ
て多重数を変化させる構成を採る。
【００７１】
この構成によれば、例えば回線品質が良い場合は多重数を多くすることで、伝送効率を上
げ、これに対して、回線品質が悪い場合は多重数を少なくすることで、誤り率特性を劣化
させないようにする。この結果、誤り率特性の向上と伝送効率の向上とを両立させること
ができる。
【００７２】
（２９）本発明の無線送信装置は、（１）に加えて、送信フレームの先頭のタイミングで
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のみ既知信号を送信すると共に、当該既知信号を信号多重数の少ないサブキャリアに割り
当てて送信し、かつ信号多重数選定手段は、既知信号が割り当てられた信号多重数の少な
いサブキャリアの信号多重数を、送信フレームの先頭のタイミングでさらに少なくする構
成を採る。
【００７３】
この構成によれば、伝送効率をほとんど低下させずに、フレーム同期検出精度を向上させ
ることができる。
【００７４】
（３０）本発明の無線送信装置は、（１）の信号多重数選定手段は、再送回数の多い送信
相手局宛の送信信号を、優先的に多重数の少ないサブキャリアに割り当てる構成を採る。
【００７５】
この構成によれば、信号多重数の少ないサブキャリアは伝搬劣化が小さいので、このサブ
キャリアに割り当てられた信号の再送確率は小さくなる。この結果、既に再送回数の多い
送信信号についてのさらなる再送回数の増加を抑制できる。これにより、スループット及
び伝送遅延時間の低下を防ぐことができる。
【００７６】
（３１）本発明の無線送信装置は、（１）に加えて、信号多重数の少ないサブキャリアに
隣接するサブキャリアによりヌル信号を送信する構成を採る。
【００７７】
この構成によれば、移動速度が速い場合の誤り率特性の劣化を防ぐことができる。
【００７８】
（３２）本発明の無線送信装置は、（１）又は（３１）に加えて、信号多重数の少ないサ
ブキャリアを１つ以上のサブキャリアを隔てて配置すると共に、当該信号多重数の少ない
サブキャリアの間のサブキャリアによりヌル信号を送信する構成を採る。
【００７９】
この構成によれば、移動速度が速い場合の誤り率特性の劣化を一段と有効に防ぐことがで
きる。
【００８０】
（３３）本発明の無線送信装置は、（１）に加えて、多重数を少なくしたサブキャリアと
それ以外のサブキャリアの振幅制限を独立に行う構成を採る。
【００８１】
この構成によれば、ピーク電力による悪影響を最小限に抑えて、多重数を少なくしたサブ
キャリアの誤り率特性を一段と向上できる。
【００８２】
（３４）本発明の無線送信装置は、（１）に加えて、各サブキャリアで、伝搬路推定用プ
リアンブルの数を独立に設定する構成を採る。
【００８３】
この構成によれば、伝搬路推定用プリアンブルの数を多くするほどそのサブキャリアの誤
り率特性は良くなるので、例えば伝搬路の状態や送信信号の重要度等に応じて、多重数を
少なくしたサブキャリアとそれ以外のサブキャリアとで独立に伝搬路推定用プリアンブル
の数を設定することで、誤り率の向上と伝送効率とを一段と両立させることができるよう
になる。
【００８４】
（３５）本発明の無線送信装置は、複数の送信信号を異なる拡散符号を用いて拡散する拡
散手段と、拡散手段により得られた拡散信号を１チップ以上シフトさせる拡散信号シフト
手段と、拡散手段により得られた拡散信号と拡散信号シフト手段により得られたシフトさ
れた拡散信号とを多重する多重手段と、多重手段より得られた符号分割多重信号を複数の
サブキャリアに割り当てて送信するマルチキャリア送信手段と、を具備する構成を採る。
【００８５】
この構成によれば、シフトさせない符号分割信号とシフトさせた符号分割信号の両方とも
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直交性の崩れ方が大きい場合は、確率的に少ないので、そのうちのいずれかの符号分割信
号の逆拡散値を選択又は合成すれば、誤り率特性の良い受信信号を得ることができる。
【００８６】
（３６）本発明の無線送信装置は、（３５）において、前記拡散信号シフト手段及び前記
多重手段による処理を、特定の送信信号についてのみ行う構成を採る。
【００８７】
この構成によれば、送信信号全体を見た場合の誤り率特性を劣化させることなく、特定ユ
ーザへの送信信号の誤り率特性を向上させることができる。
【００８８】
（３７）本発明の無線送信装置は、（３５）において、前記拡散信号シフト手段及び前記
多重手段による処理を、既知信号についてのみ行う構成を採る。
【００８９】
この構成によれば、既知信号と符号分割多重される他の送信信号の誤り率特性を劣化させ
ることなく、既知信号の誤り率特性を向上させることができる。
【００９０】
（３８）本発明の無線送信装置は、（３５）において、前記拡散信号シフト手段及び前記
多重手段による処理を、フレームの先頭についてのみ行う構成を採る。
【００９１】
この構成によれば、拡散符号数を増やしたり、既知信号数を増やすことなく、受信側での
フレーム同期検出処理を行うことができるようになる。
【００９２】
（３９）本発明の無線送信装置は、（３５）において、前記拡散信号シフト手段は、シフ
トするチップ数を可変とする構成を採る。
【００９３】
この構成によれば、拡散符号間の直交性の崩れ方が大きい状態が長くことを防ぐことがで
きるので、バースト誤りが生じる可能性を格段に低減することができる。
【００９４】
（４０）本発明の無線送信装置は、（３５）において、前記拡散信号シフト手段は、シフ
ト量を変えてシフト量の異なる複数の拡散信号を形成し、前記多重手段は、当該シフト量
の異なる複数の拡散信号のうちの所定個数の拡散信号と前記拡散手段により得られた拡散
信号とを多重する構成を採る。
【００９５】
この構成によれば、シフト量の異なる拡散信号を任意の多重数だけ、符号分割多重できる
ようになるので、他の送信信号の誤り率特性の低下を抑制した状態で、特定の送信信号の
誤り率特性を有効に向上させることができるようになる。
【００９６】
（４１）本発明の無線送信装置は、（４０）において、前記多重手段によって多重する前
記シフトされた拡散信号の多重数を回線品質に応じて選定する構成を採る。
【００９７】
この構成によれば、例えば回線品質が悪いほど１チップ以上シフトした信号の多重数を増
やせば、回線品質が悪いユーザの誤り率を有効に向上させることができるようになる。
【００９８】
（４２）本発明の無線送信装置は、（３５）において、各サブキャリアで送信する前記送
信信号の多重数を各サブキャリアごとに選定する信号多重数選定手段を、さらに具備し、
当該信号多重数選定手段は、前記多重手段により多重されたシフトされた拡散信号を含む
符号分割多重信号を、信号多重数を少なくするサブキャリアに割り当てる構成を採る。
【００９９】
この構成によれば、信号多重数の少ないサブキャリアに配置された送信信号は、多重数の
多いサブキャリアに配置された送信信号に対して、伝搬路上での符号間干渉が小さいので
、シフトされた拡散信号を含む符号分割多重信号の誤り率を一段と向上させることができ
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る。
【０１００】
（４３）本発明の無線送信装置は、（４０）において、前記多重手段によって多重する前
記シフトされた拡散信号の多重数を、当該シフトされた拡散信号が割り当てられるサブキ
ャリアの信号多重数に応じて選定する構成を採る。
【０１０１】
この構成によれば、例えば、サブキャリアの信号多重数が少ない場合はシフトされた拡散
信号の多重数を多めにし、信号多重数が多い場合はシフトされた拡散信号の多重数を少な
めにすれば、他のユーザへの送信信号の誤り率特性の低下を抑制した状態で、特定のユー
ザへの送信信号の誤り率特性を有効に向上させることができるようになる。
【０１０２】
（４４）本発明の無線送信装置は、（３５）において、前記拡散信号シフト手段は、シフ
ト量を送信相手が所属するセルに応じて変化させる構成を採る。
【０１０３】
この構成によれば、通信相手局ではシフトされているチップ数を検出することにより、自
局の所属するセルを識別することができるようになる。
【０１０４】
（４５）本発明の無線送信装置は、（３５）において、前記拡散信号シフト手段は、フレ
ームの先頭でシフト量を変える構成を採る。
【０１０５】
この構成によれば、例えば、フレーム全体に亘って１チップ以上シフトした符号分割信号
と元の符号分割信号を多重し、フレームの先頭だけシフトするチップ数を変えることによ
り、フレーム同期検出を行うことができ、かつ誤り率特性の改善効果も得ることができる
。
【０１０６】
（４６）本発明の無線送信装置は、（１）において、各サブキャリア独立に、伝搬路推定
用プリアンブルの挿入間隔を設定するプリアンブル挿入手段を、さらに具備する構成を採
る。
【０１０７】
この構成によれば、伝送効率をほとんど低下させずに、高速移動を行うユーザ等の伝搬路
変動が大きいユーザの誤り率特性を向上させることができる。
【０１０８】
（４７）本発明の無線送信装置は、（１）において、前記信号多重数選定手段により選定
された多重数の少ない多重化信号に対応する送信信号に対してのみ、差動変調方式を用い
た構成を採る。
【０１０９】
この構成によれば、高速移動を行うユーザの誤り率特性を一段と向上させることができる
ようになる。
【０１１０】
（４８）本発明の無線送信装置は、複数の送信信号を異なる拡散符号を用いて拡散する複
数の拡散手段と、拡散手段により得られた拡散信号を複数のサブキャリアに割り当てる拡
散信号割り当て手段と、を具備し、拡散信号割り当て手段は、各サブキャリア独立に、拡
散した信号を周波数軸方向、又は周波数軸方向と時間軸方向の両方に割り当てる構成を採
る。
【０１１１】
この構成によれば、拡散信号が周波数軸方向と時間軸方向の両方に配置されたサブキャリ
アを設けたことにより、このサブキャリアに配置される拡散信号の拡散比を大きくしても
他のサブキャリアの周波数帯域が少なくなることを防ぐことができる。また拡散信号が周
波数軸方向に配置されたサブキャリアを設けたことにより、全てのサブキャリアを拡散信
号が周波数軸方向と時間軸方向の両方に配置されたものとする場合と比較して、何のデー
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タも送信しないサブキャリアが生じて帯域を無駄にしてしまうことを防ぐことができる。
この結果、周波数利用効率と誤り率特性を両立させることができる。
【０１１２】
（４９）本発明の無線送信装置は、（４８）において、複数の拡散手段の拡散比が異なる
値に設定されている構成を採る。
【０１１３】
（５０）本発明の無線送信装置は、（４８）において、拡散手段により得られた複数の拡
散信号のうち第１の個数の拡散信号を多重する第１の多重手段と、当該第１の多重手段に
より多重されなかった拡散信号のうち第１の個数よりも少ない第２の個数の拡散信号を多
重する第２の多重手段と、をさらに具備し、拡散信号割り当て手段は、第１の多重手段に
より得られた符号分割多重信号を周波数軸方向のサブキャリアに割り当てると共に、第２
の多重手段により得られた符号分割多重信号を周波数軸方向と時間軸方向の両方のサブキ
ャリアに割り当てる構成を採る。
【０１１４】
この構成によれば、送信信号多重数が少ないサブキャリアは、送信信号多重数の多いサブ
キャリアと比較して、伝搬路上での符号間干渉が小さくなるので、拡散した信号を周波数
軸方向と時間軸方向の両方に配置したサブキャリアに重畳された信号の誤り率特性を一段
と向上させることができる。
【０１１５】
（５１）本発明の無線送信装置は、（４８）において、拡散手段のうち、周波数軸方向と
時間軸方向の両方に割り当てられる拡散信号を形成する拡散手段の拡散比は、周波数軸方
向に割り当てられる拡散信号を形成する拡散手段の拡散比よりも大きな値に選定されてい
る構成を採る。
【０１１６】
この構成によれば、拡散した信号を周波数軸方向と時間軸方向の両方に配置したサブキャ
リアの拡散比が多くされるので、このサブキャリアに重畳された拡散信号の信号対雑音電
力比が大きくなり、誤り率特性が向上する。また拡散比を大きくしても、周波数軸方向と
時間軸方向の両方に配置しているので、拡散信号を規定のサブキャリアの周波数帯域内に
収容することができるので、他のサブキャリアの周波数帯域を狭めずにすむ。
【０１１７】
（５２）本発明の無線送信装置は、（４８）において、拡散手段により得られた複数の拡
散信号のうち、それぞれ所定個数の拡散信号を多重する第１及び第２の多重手段を、さら
に具備し、拡散信号割り当て手段は、周波数軸方向と時間軸方向の両方に割り当てるにあ
たって、第１及び第２の多重手段により多重された信号を交互に時間軸方向に配置すると
共に、同一時間内においては第１又は第２の多重手段により多重された信号を周波数軸方
向に配置する構成を採る。
【０１１８】
この構成によれば、このＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信号を受信する受信側では、同一時間には同
一のグループの符号分割多重信号（シンボル）を処理すれば良くなるため、つまり同一時
間のサブキャリアに配置されたシンボルのみについてＦＦＴ（高速フーリエ変換）以降の
処理を行えば良いため、さらに消費電力の削減を図ることができるようになる。
【０１１９】
（５３）本発明の無線受信装置は、（１０）の無線送信装置により送信された信号を受信
して復調する無線受信装置であって、受信信号に対して直交変換処理を施す直交変換手段
と、直交変換後の信号を多重数の少ない多重化信号と多重数の多い多重化信号に分ける多
重化信号分別手段と、多重数の少ない多重化信号が割り当てられたサブキャリアを判別す
ることにより自局の属するセルを識別する識別手段と、を具備する構成を採る。
【０１２０】
この構成によれば、信号多重数の少ないサブキャリアを検出するだけで容易に自局の所属
するセルを識別できるようになる。
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【０１２１】
（５４）本発明の無線受信装置は、（１３）又は（１４）の無線送信装置により送信され
た信号を受信して復調する無線受信装置であって、受信信号に対して直交変換処理を施す
直交変換手段と、直交変換後の信号を多重数の少ない多重化信号と多重数の多い多重化信
号に分ける多重化信号分別手段と、多重数の少ない多重化信号と既知信号又は拡散符号と
の相関値の最大値検出タイミングを求めることによりフレーム同期信号を得るフレーム同
期信号検出手段と、を具備する構成を採る。
【０１２２】
この構成によれば、多重化数の少ない多重化信号と、既知信号又は拡散符号との相関値の
最大値を検出することでフレーム同期信号を得るようにしているので、誤り率特性の良い
信号に基づいて正確かつ容易にフレーム同期信号を得ることができる。
【０１２３】
（５５）本発明の無線受信装置は、（１７）の無線送信装置により送信された信号を受信
して復調する無線受信装置であって、受信信号に対して直交変換処理を施す直交変換手段
と、直交変換後の信号を多重数の少ない多重化信号と多重数の多い多重化信号に分ける多
重化信号分別手段と、多重数の少ない多重化信号を合成する合成手段と、合成後の信号を
所定の拡散符号を用いて逆拡散することにより多重化された信号の中から所定の信号を抽
出する逆拡散手段と、を具備する構成を採る。
【０１２４】
この構成によれば、複数組の複数サブキャリアに配置された信号多重数の少ない多重化信
号を合成するので、信号レベルの高い受信信号を得ることができる。この結果、多重化数
を少なくしたことによって伝送誤り率の小さくされた多重化信号が、さらに合成して受信
信号レベルが上げられているので、一段と誤り率の向上した多重化信号を得ることができ
る。
【０１２５】
（５６）本発明の無線受信装置は、（３５）の無線送信装置により送信された信号を受信
して復調する無線受信装置であって、受信信号に対して直交変換処理を施す直交変換手段
と、シフトされた拡散信号及びシフトされない拡散信号をそれぞれ逆拡散する第１及び第
２の逆拡散手段と、逆拡散後の信号を合成する合成手段と、を具備する構成を採る。
【０１２６】
この構成によれば、合成ダイバーシチは選択ダイバーシチと比較すると、１ｄＢ～１．５
ｄＢ誤り率特性が改善されるので、第１及び第２の逆拡散手段のうちいずれかの逆拡散後
の信号を選択する場合と比較して、誤り率特性の向上した受信信号を得ることができる。
【０１２７】
（５７）本発明の通信端末装置は、（１）から（５２）のいずれかの無線送信装置を具備
する構成を採る。
【０１２８】
この構成によれば、周波数利用効率と誤り率特性を両立し得るＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ方式の
通信端末装置を得ることができる。
【０１２９】
（５８）本発明の通信端末装置は、（５３）から（５６）のいずれかの無線受信装置を具
備する構成を採る。
【０１３０】
この構成によれば、多重化数の少ない多重化信号から誤り率特性の良い復調信号を得るこ
とができると共に、全体としての周波数利用効率の良い大容量のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信号
を受信して復調できる通信端末装置を得ることができる。
【０１３１】
（５９）本発明の無線基地局装置は、（１）から（５２）のいずれかの無線送信装置を具
備する構成を採る。
【０１３２】
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この構成によれば、周波数利用効率と誤り率特性を両立し得るＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ方式の
無線基地局装置を得ることができる。
【０１３３】
（６０）本発明の無線基地局装置は、（５３）から（５６）のいずれかの無線受信装置を
具備する構成を採る。
【０１３４】
この構成によれば、多重化数の少ない多重化信号から誤り率特性の良い復調信号を得るこ
とができると共に、全体としての周波数利用効率の良い大容量のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信号
を受信して復調できる無線基地局装置を得ることができる。
【０１３５】
（６１）本発明の無線送信方法は、複数の送信信号を異なる拡散符号を用いて拡散する拡
散ステップと、拡散後の信号を互いに直交関係にある複数のサブキャリアに振り分ける直
交周波数分割多重ステップと、各サブキャリアで送信する送信信号の多重数を各サブキャ
リアごとに選定する信号多重数選定ステップと、を有するようにする。
【０１３６】
この方法によれば、送信信号の多重数の少ないサブキャリアに割り当てられた送信信号は
、多重数の多いサブキャリアに割り当てられた送信信号に対して、伝搬路上での符号間干
渉が小さくなる。この結果、サブキャリア全体の信号多重数を一律に決める場合と比較し
て、例えば重要情報を表す送信信号は信号多重数の少ないサブキャリアに割り当て、他の
情報を表す送信信号は信号多重数の多いサブキャリアに割り当てるようにすれば、周波数
利用効率をそれほど落とさずに、重要情報の誤り率特性の劣化を未然に防止できる。これ
により周波数利用効率と誤り率特性を両立し得るＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ方式の無線送信方法
を実現できる。
【０１３７】
（６２）本発明の無線送信方法は、各サブキャリア独立に、拡散した信号を周波数軸方向
に配置するか、又は周波数軸方向と時間軸方向の両方に配置するかを選択するようにする
。
【０１３８】
この方法によれば、拡散信号が周波数軸方向と時間軸方向の両方に配置されたサブキャリ
アを設けたことにより、このサブキャリアに配置される拡散信号の拡散比を大きくしても
他のサブキャリアの周波数帯域が少なくなることを防ぐことができる。また拡散信号が周
波数軸方向に配置されたサブキャリアを設けたことにより、全てのサブキャリアを拡散信
号が周波数軸方向と時間軸方向の両方に配置されたものとする場合と比較して、何のデー
タも送信しないサブキャリアが生じて帯域を無駄にしてしまうことを防ぐことができる。
この結果、周波数利用効率と誤り率特性を両立させることができる。
【０１３９】
（６３）本発明の無線送信方法は、（６２）において、送信信号を拡散する拡散比を可変
とするようにした。
【０１４０】
（６４）本発明の無線送信方法は、（６２）において、送信信号を拡散する拡散比を各サ
ブキャリア独立に設定するようにした。
【０１４１】
（６５）本発明の無線送信方法は、（６２）から（６４）のいずれかにおいて、拡散した
信号を周波数軸方向と時間軸方向の両方に配置したサブキャリアについての送信信号多重
数を、拡散した信号を周波数軸方向に配置したサブキャリアについての送信信号多重数よ
りも少なくするようにした。
【０１４２】
この方法によれば、送信信号多重数が少ないサブキャリアは、送信信号多重数の多いサブ
キャリアと比較して、伝搬路上での符号間干渉が小さくなるので、拡散した信号を周波数
軸方向と時間軸方向の両方に配置したサブキャリアに重畳された信号の誤り率特性を一段

10

20

30

40

50

(18) JP 3727283 B2 2005.12.14



と向上させることができる。
【０１４３】
（６６）本発明の無線送信方法は、（６２）から（６５）のいずれかにおいて、拡散した
信号を周波数軸方向と時間軸方向の両方に配置したサブキャリアについての拡散比を、拡
散した信号を周波数軸方向に配置したサブキャリアについての拡散比よりも大きくするよ
うにする。
【０１４４】
この方法によれば、拡散した信号を周波数軸方向と時間軸方向の両方に配置したサブキャ
リアの拡散比が多くされるので、このサブキャリアに重畳された拡散信号の信号対雑音電
力比が大きくなり、誤り率特性が向上する。また拡散比を大きくしても、周波数軸方向と
時間軸方向の両方に配置しているので、拡散信号を規定のサブキャリアの周波数帯域内に
収容することができるので、他のサブキャリアの周波数帯域を狭めずにすむ。
【０１４５】
（６７）本発明の無線送信方法は、（６２）から（６６）のいずれかにおいて、拡散した
信号を周波数軸方向と時間軸方向の両方に配置するにあたって、複数の送信信号を少なく
とも２つのグループに分け、第１のグループの符号分割多重信号と第２のグループの符号
分割多重信号を交互に時間軸方向に配置すると共に、同一時間内においては第１又は第２
のグループの符号分割多重信号を周波数軸方向に配置するようにした。
【０１４６】
この方法によれば、このＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信号を受信する受信側では、同一時間には同
一のグループの符号分割多重信号（シンボル）を処理すれば良くなるため、つまり同一時
間のサブキャリアに配置されたシンボルのみについてＦＦＴ（高速フーリエ変換）以降の
処理を行えば良いため、さらに消費電力の削減を図ることができるようになる。
【０１４７】
【発明の実施の形態】
本発明の骨子は、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ方式により送信信号を周波数領域拡散する場合に、
サブキャリアによって送信信号の多重数を適宜選定したことである。この結果、全体とし
ての周波数利用効率をそれほど落とさずに、信号多重数を少なくしたサブキャリアでの誤
り率特性を良くすることができる。
【０１４８】
これにより、周波数利用効率と誤り率特性を両立し得るＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ方式の無線送
信装置及び無線受信装置を得ることができる。
【０１４９】
以下、本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
【０１５０】
（実施の形態１）
本発明の実施の形態１によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ方式の無線送信装置においては、各サブ
キャリア個別に信号多重数を設定する。例えば、拡散比をサブキャリア数の１／５にし、
全サブキャリアを５つのサブキャリアグループに分ける。ここで、図１に示すように、５
つのサブキャリアグループのうち１つのサブキャリアグループＧ１については、信号多重
数を少なくする（図１の網掛けで示したサブキャリアグループ）。
【０１５１】
この結果、５つのサブキャリアグループのうち、サブキャリアグループＧ１を除く他のサ
ブキャリアグループについては周波数利用効率を全く落とすことなく、サブキャリアグル
ープＧ１についての誤り率特性を向上させることができる。これにより周波数利用効率と
誤り率特性を両立させることができる。
【０１５２】
この実施の形態の場合、信号多重数を少なくしたサブキャリアグループＧ１には、例えば
距離が遠い無線局やＳＩＲ（ Signal to Interference Ratio）の悪い無線局のように、回
線品質が悪い送信相手に対する信号を配置する。これにより、周波数利用効率をほとんど
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低下させずに、回線品質の悪い通信相手の誤り率特性を向上させることが可能となる。
【０１５３】
ここでは拡散比をサブキャリア数の１／５にした場合について述べたが、拡散比はこの場
合に限定されずに、任意に設定できることはいうまでもない。また各サブキャリアグルー
プの拡散比も必ずしも同一にする必要はなく、任意に設定できることはいうまでもない。
例えば、全サブキャリアを４つのサブキャリアグループに分け、そのうちの１つのサブキ
ャリアグループの拡散比を他のグループの２倍に設定することも可能である。
【０１５４】
かくしてこの実施の形態によれば、各サブキャリア個別に信号多重数を設定し、回線品質
が悪いユーザについては信号多重数を少なくしたことにより、周波数利用効率をほとんど
低下させずに、誤り率特性を向上させることが可能となる。
【０１５５】
次にこの実施の形態のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の具体的構成例を、図２を用いて説明
する。ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置１００の送信系１０１は、ｎ個の送信信号１～ｎを５
つのグループに分け、各グループ内の送信信号を同一の複数サブキャリアに周波数領域拡
散してＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信号を形成するようになっている。
【０１５６】
実際上、送信系１０１では、各送信信号１～ｎをそれぞれ異なる拡散符号を用いてチップ
単位に拡散する拡散器Ａ１～Ａｎに入力する。拡散後の信号は、グループ数（この実施の
形態の場合、５グループ）分だけ設けられた信号多重数選定手段としての加算器Ｂ１～Ｂ
５により加算されることにより、所定グループ数の符号分割多重信号Ｓ１～Ｓ５が得られ
る。
【０１５７】
ここで送信系１０１においては、各加算器Ｂ１～Ｂ４ではそれぞれｋ個の送信信号が多重
された符号分割多重信号Ｓ１～Ｓ４を形成するのに対して、加算器Ｂ５ではｋ個よりも少
ない送信信号が多重された符号分割多重信号Ｓ５を形成するようになっている。つまり加
算器Ｂ５により符号分割多重される送信信号（４ｋ＋１）～ｎの信号数（ｎ－４ｋ）は、
１＜（ｎ－４ｋ）＜ｋとなるように選定されている。これにより加算器Ｂ１～Ｂ４と、加
算器Ｂ５とでは、チップレートの異なる符号分割多重信号Ｓ１～Ｓ４、Ｓ５が出力される
。
【０１５８】
各加算器Ｂ１～Ｂ５により得られた符号分割多重信号Ｓ１～Ｓ５は、多重化信号配置選定
手段としてのパラレルシリアル変換（Ｐ／Ｓ）１０２に入力される。パラレルシリアル変
換器１０２は、符号分割多重信号Ｓ１～Ｓ５を所定の順序に並べ替えてシリアル信号Ｓ６
として出力する。因みに、この実施の形態では、この並べ替え順序によって各符号分割多
重信号Ｓ１～Ｓ５が、図１のどのサブキャリアグループに周波数領域拡散して配置される
かが決定される。
【０１５９】
パラレルシリアル変換器１０２から出力されたシリアル信号Ｓ６は、直交周波数分割多重
手段としての逆高速フーリエ変換回路（ＩＦＦＴ）１０３に入力される。逆高速フーリエ
変換回路１０３はシリアル信号Ｓ６に対して各符号分割多重信号Ｓ１～Ｓ５毎に逆高速フ
ーリエ変換処理を施すことにより、拡散後のチップを互いに直交関係にある複数のサブキ
ャリアに振り分けて配置させる。
【０１６０】
このとき、あるサブキャリアグループには例えば加算器Ｂ１により符号分割多重された符
号分割多重信号Ｓ１が周波数領域拡散されて配置され、図１のサブキャリアグループＧ１
には加算器Ｂ５により符号分割多重化された符号分割多重信号Ｓ５が周波数領域拡散され
て配置される。
【０１６１】
このようにして、サブキャリアグループＧ１に、他のサブキャリアグループに対して多重
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数の少ない送信信号を配置したＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信号Ｓ７を形成できる。そして得られ
たＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信号Ｓ７がディジタルアナログ変換処理や信号増幅等の無線送信処
理を行う無線送信部（ＲＦ）１０４及びアンテナＡＮを介して送信される。
【０１６２】
次にＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置１００の受信系１１０について説明する。ＯＦＤＭ－Ｃ
ＤＭＡ通信装置１００は、同様の構成でなるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置から送信された
ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信号をアンテナＡＮ及びアナログディジタル変換処理等の無線受信処
理を行う無線受信部（ＲＦ）１１４を介して高速フーリエ変換回路（ＦＦＴ）１１１に入
力する。ＦＦＴ１１１は入力信号に対して高速フーリエ変換処理を施すことにより、各サ
ブキャリアにより伝送された符号分割多重信号を得る。
【０１６３】
伝搬路補償回路１１２は、信号中に含まれる伝搬路推定用プリアンブル等の既知信号に基
づいて伝搬路で生じた位相変動等を補償する。伝搬路補償後の信号は逆拡散器１１３によ
り逆拡散されることにより、複数の送信信号の中から自局宛の受信信号が抽出される。
【０１６４】
以上の構成において、信号多重数の少ないサブキャリアに配置された送信信号（４ｋ＋１
）～ｎは、多重数の多いサブキャリアに配置された送信信号１～ｋ、………、（３ｋ＋１
）～４ｋに対して、伝搬路上での符号間干渉が小さくなる。
【０１６５】
この結果、サブキャリア全体の信号多重数を一律に決める場合と比較して、例えば重要情
報を表したり、誤り率を向上させたい送信信号（４ｋ＋１）～ｎは信号多重数の少ないサ
ブキャリアに配置し、誤り率をそれほど向上させなくても良い送信信号１～ｋ、………、
（３ｋ＋１）～４ｋは信号多重数の多いサブキャリアに割り当てるようにすれば、周波数
利用効率をそれほど落とさずに、誤り率特性の劣化を未然に防止できる。
【０１６６】
かくして周波数利用効率と誤り率特性を両立し得るＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置１００を
実現できる。
【０１６７】
（実施の形態２）
本発明の実施の形態２のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、実施の形態１で説明した
信号多重数を少なくする送信信号として、再送情報や制御情報のように他のデータより良
好な回線品質が要求される送信信号を選定することにより、他のデータより良好な回線品
質を要求されるデータの品質を向上させた点にある。
【０１６８】
図３に、この実施の形態のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示す。ここでこの実施の
形態のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置２００では、特に送信系２０１に特徴があるため、受
信系の説明は省略する。図２との対応部分に同一符号を付して示す図３において、ＯＦＤ
Ｍ－ＣＤＭＡ通信装置２００は、多重数を少なくする送信信号として再送用信号１～ｍを
送信するようになっている。
【０１６９】
つまり再送用信号１～ｍの信号数ｍは、１＜ｍ＜ｋとなるように選定されている。因みに
再送用信号とは、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置２００が、品質の良い受信信号を得られな
かった場合に、通信相手の無線局に対して同じ信号を再送することを要求する信号である
。
【０１７０】
この結果、図１に示す信号多重数の少ないサブキャリアグループＧ１には符号分割多重さ
れた再送用信号１～ｍが周波数領域拡散されて配置されるようになるので、当該再送用信
号１～ｍの信号誤り率を向上させることができる。
【０１７１】
以上の構成によれば、再送情報や制御情報のように他のデータより良好な回線品質を要求
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されるデータを、信号多重数を少なくしたサブキャリアに配置するようにしたことにより
、周波数利用効率をほとんど低下させずに、他のデータより良好な回線品質が要求される
データの品質を向上させることができる。
【０１７２】
例えば再送情報の品質が悪くなると、不必要に何度も再送信号が送られてきたり、必要な
ときに再送信号が送られてこないことになる。また制御信号の品質が悪くなると、通信を
確立することすらできなくなる可能性がある。この実施の形態によればこれらを良好に回
避できる。
【０１７３】
（実施の形態３）
本発明の実施の形態３のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、実施の形態１の構成に加
えて、図４に示すように、直流点を含むサブキャリアの信号多重数を少なくすることによ
り、直流点に配置したサブキャリアの誤り率を向上させた点にある。
【０１７４】
一般にＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ方式の無線送信装置では、無線送信部（ＲＦ）１０４の増幅器
に設けられているアナログ回路により直流オフセットが発生するので、直流点付近のサブ
キャリアにより伝送された信号の誤り率は、他のサブキャリアにより伝送された信号に対
して悪くなる。
【０１７５】
この点に着目して、この実施の形態では、直流点を含むサブキャリアの信号多重数を少な
くすることにより、直流点に配置したサブキャリアの誤り率を向上させるようになされて
いる。
【０１７６】
図２との対応部分に同一符号を付して示す図５において、この実施の形態のＯＦＤＭ－Ｃ
ＤＭＡ通信装置３００の送信系３０１は、多重化信号配置選定手段としてのパラレルシリ
アル変換器（Ｐ／Ｓ）３０２の構成が異なることを除いて、図２の送信系１０１と同様の
構成でなる。
【０１７７】
つまり、パラレルシリアル変換器３０２は、加算器Ｂ５から出力された信号多重数の少な
い符号分割多重信号Ｓ５が、図４に示すような直流点を含むサブキャリアグループＧ２に
配置されるような順序に符号分割多重信号Ｓ１～Ｓ５を並べ替えたシリアル信号Ｓ１０を
形成し、これを続く逆高速フーリエ変換回路１０３に送出するようになっている。これに
より逆高速フーリエ変換回路１０３からは、図４に示すように信号多重数の少ない符号分
割多重信号Ｓ５が直流点を含むサブキャリアグループＧ２に配置されたＯＦＤＭ－ＣＤＭ
Ａ信号Ｓ１１が得られる。
【０１７８】
以上の構成によれば、直流点に配置したサブキャリアの信号多重数を少なくしたことによ
り、直流点に配置したサブキャリアの誤り率を向上させることができる。
【０１７９】
（実施の形態４）
本発明の実施の形態４のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、実施の形態１の構成に加
えて、図６に示すように、中心周波数から離れたサブキャリアの信号多重数を少なくする
ことにより、隣接チャネル干渉波やアナログフィルタの劣化が存在する場合の誤り率を向
上させた点にある。
【０１８０】
隣接チャネル干渉波が存在する場合、中心周波数から離れたサブキャリアほど干渉が大き
くなるため、中心周波数から離れたサブキャリアほど誤り率の劣化が大きい。また後段の
無線送信部（ＲＦ）１０４に設けられているアナログフィルタの劣化 (振幅偏差や位相偏
差 )も中心周波数から離れたサブキャリアほど干渉が大きくなるため、中心周波数から離
れたサブキャリアほど誤り率の劣化が大きい。
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【０１８１】
この点に着目して、この実施の形態では、中心周波数から離れたサブキャリアの信号多重
数を少なくすることにより、隣接チャネル干渉波やアナログフィルタの劣化が存在する場
合の誤り率を向上させるようになされている。
【０１８２】
図２との対応部分に同一符号を付して示す図７において、この実施の形態のＯＦＤＭ－Ｃ
ＤＭＡ通信装置４００の送信系４０１は、多重化信号配置選定手段としてのパラレルシリ
アル変換器（Ｐ／Ｓ）４０２の構成が異なることを除いて、図２の送信系１０１と同様の
構成でなる。
【０１８３】
つまり、パラレルシリアル変換器４０２は、加算器Ｂ５から出力された信号多重数の少な
い符号分割多重信号Ｓ５が、図６に示すような中心周波数から離れたサブキャリアグルー
プＧ３、Ｇ４に配置されるような順序に符号分割多重信号Ｓ１～Ｓ５を並べ替えてシリア
ル信号Ｓ６を形成し、これを続く逆高速フーリエ変換回路１０３に送出するようになって
いる。これにより逆高速フーリエ変換回路１０３からは、図６に示すように信号多重数の
少ない符号分割多重信号Ｓ５が中心周波数から離れたサブキャリアグループＧ３、Ｇ４に
配置されたＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信号Ｓ７が得られる。
【０１８４】
以上の構成によれば、中心周波数から離れたサブキャリアの信号多重数を少なくしたこと
により、隣接チャネル干渉波やアナログフィルタの劣化が存在する場合の誤り率を向上さ
せることができる。
【０１８５】
また図８に示すように、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ方式においては、帯域外にサイドローブが生
じるが、このサイドローブは中心周波数から離れたサブキャリアのサイドローブ成分が大
きい。この際、この実施の形態のように中心周波数から離れたサブキャリアの信号多重数
を少なくすることにより、中心周波数から離れたサブキャリアの送信電力を低減できるた
め、サイドローブも低減できる。この結果、この実施の形態の構成によれば、帯域外漏洩
電力も低減できる。
【０１８６】
（実施の形態５）
本発明の実施の形態５のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、実施の形態４と同様に中
心周波数から離れたサブキャリアの信号多重数を少なくすることに加えて、信号多重数を
少なくしたサブキャリアは他のサブキャリアより送信電力を高くすることにより、隣接チ
ャネル干渉波やアナログフィルタの劣化が存在する場合の誤り率をさらに向上させた点に
ある。
【０１８７】
信号多重数を少なくしたサブキャリアは、他のサブキャリアより送信電力は低い。このた
めさらに送信電力を高くして、隣接チャネル干渉波やアナログフィルタの劣化が存在する
場合の誤り率をさらに向上させることが可能である。
【０１８８】
また信号多重数を少なくしたサブキャリアでは、他のサブキャリアと比較して送信信号電
力をある程度大きくしたとしてもＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ方式で問題となる所定値以上のピー
ク電圧は発生し難いので、隣接チャネル干渉波やアナログフィルタの劣化が存在する場合
の誤り率を有効に向上させることができる。
【０１８９】
図７との対応部分に同一符号を付して示す図９において、この実施の形態のＯＦＤＭ－Ｃ
ＤＭＡ通信装置５００の送信系５０１は、信号多重数の少ない符号分割多重信号の信号を
乗算する乗算器５０２を有することを除いて、図７の送信系４０１と同様の構成でなる。
ここで乗算器５０２の乗算係数を１より大きい値に選定すれば、信号多重数の少ないサブ
キャリアに配置される送信信号電力を大きくすることができる。
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【０１９０】
以上の構成によれば、中心周波数から離れたサブキャリアの信号多重数を少なくすると共
に、信号多重数を少なくしたサブキャリアの送信電力を他のサブキャリアの送信電力より
も高くすることにより、実施の形態４の効果に加えて、隣接チャネル干渉波やアナログフ
ィルタの劣化が存在する場合の誤り率を一段と向上させることができる。
【０１９１】
（実施の形態６）
本発明の実施の形態６のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、信号多重数を少なくした
サブキャリアの拡散比を他のサブキャリアの拡散比より大きくすることにより、信号多重
数を少なくした信号の品質をさらに向上させた点にある。
【０１９２】
すなわち拡散比を大きくすれば、１シンボルについての拡散チップのタップ長が長くなる
ので、逆拡散の精度を高くすることができ、受信側で精度良く送信シンボルを復元できる
ようになる。
【０１９３】
図２との対応部分に同一符号を付して示す図１０において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置
６００の送信系６０１は、多重数の少ない送信信号（４ｋ＋１）～ｎを拡散する拡散器Ｅ
（４ｋ＋１）～Ｅｎの拡散比が他の送信信号１～４ｋを拡散する拡散器Ａ１～Ａ（４ｋ）
の拡散比よりも大きくされている点を除いて、実施の形態１で説明した送信系１０１と同
様の構成を有する。
【０１９４】
ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置６００の受信系６１０は、伝搬路補償後の信号を多重化信号
分別手段としての選択部６１１に入力する。選択部６１１は、順次入力される信号を信号
多重数の多い符号分割多重信号と、信号多重数の少ない符号分割多重信号とに分けて出力
する。この分別処理は、例えば送信系６０１のパラレルシリアル変換器１０２による符号
分割多重信号の並べ替え処理と同じ順序で入力信号を分別すれば容易に行うことができる
。但し、この並べ替え順序は互いの無線局間で予め決められているものとする。また入力
される符号分割多重信号のチップレート等に基づいて分別することもできる。
【０１９５】
これにより信号多重数の少ない符号分割多重信号は、送信系６０１と同じく拡散比が大き
な値に設定された逆拡散器６１３に入力され、逆拡散処理により符号分割多重信号の中か
ら自局宛の受信信号が抽出される。また信号多重数の多い符号分割多重信号は逆拡散器６
１２に入力され、逆拡散処理により符号分割多重信号の中から自局宛の受信信号が抽出さ
れる。
【０１９６】
以上の構成において、例えば信号多重数を少なくしたサブキャリアの拡散比を他のサブキ
ャリアの拡散比の２倍にする。拡散比を２倍にすることにより、信号対雑音比を更に２倍
にできるため、制御情報や再送情報のような他のデータより良好な品質を要求されるデー
タや、品質の悪いユーザの品質を一段と向上させることができる。ここで、拡散比は他の
サブキャリアの拡散比の２倍に限定されずに、任意に設定できることは言うまでもない。
【０１９７】
以上の構成によれば、信号多重数を少なくしたサブキャリアに配置する信号の拡散比を他
のサブキャリアに配置する信号の拡散比よりも大きくしたことにより、実施の形態１の効
果に加えて、制御情報や再送情報のような他のデータより良好な品質を要求されるデータ
や、品質の悪いユーザに対するデータの品質を一段と向上させることができる。
【０１９８】
（実施の形態７）
本発明の実施の形態７のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、実施の形態１の構成に加
えて、信号多重数を少なくしたサブキャリアに既知信号を拡散した信号を多重した点であ
る。

10

20

30

40

50

(24) JP 3727283 B2 2005.12.14



【０１９９】
因みに、既知信号を拡散した信号 (一般にパイロットチャネルと呼ばれる )を多重すること
により、受信側ではこの既知信号を基に、残留位相誤差の検出や、マルチセルシステムで
のセル識別等を行うことができる。この実施の形態によれば、これらの処理精度を向上さ
せることができるようになる。
【０２００】
ここでパイロットチャネルはＤＳ－ＣＤＭＡ方式でも使用されているが、ＯＦＤＭ－ＣＤ
ＭＡ方式に使用した場合、周波数ダイバーシチ効果が得られるので、ＤＳ－ＣＤＭＡ方式
と比較して、上記の処理精度を一段と向上させることができる。
【０２０１】
図１１に、この実施の形態におけるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置７００の送信系７０１の
具体的構成を示す。図２との対応部分に同一符号を付して示す図１１において、ＯＦＤＭ
－ＣＤＭＡ通信装置７００の送信系７０１は、多重数の少ない送信信号（４ｋ＋１）～ｎ
として既知信号を含むことを除いて、実施の形態１で説明した送信系１０１と同様の構成
を有する。
【０２０２】
以上の構成によれば、受信側において伝搬路補償や同期処理等に用いられる既知信号を、
伝搬誤り率の小さい信号多重数の少ないサブキャリアに配置するようにしたので、既知信
号の誤り率特性を向上させることができ、受信信号の伝搬路補償や同期処理を高精度で行
って、品質の良い受信信号を得ることができるようになる。
【０２０３】
（実施の形態８）
本発明の実施の形態８のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、信号多重数が少ないサブ
キャリアをステアリングすることにより、回線変動が遅い場合に信号多重数の少ない信号
にバースト誤りが生じることを回避した点にある。
【０２０４】
ここで、あるサブキャリアの信号多重数を少なくしてその信号の信号誤り率を向上させる
ようにした場合でも、回線変動が遅い場合には周波数選択性フェージングによりそのサブ
キャリアに配置された信号にバースト誤りが生じるおそれがある。
【０２０５】
この実施の形態では、その点に着目して、信号多重数の少ないサブキャリアをステアリン
グするようにした。これにより、信号多重数が少ないサブキャリアについて悪い状態が長
く続くことを回避し得、良好な品質が要求されるデータにバースト誤りが生じることを防
ぐことができる。これを図１を用いて説明すると、図１では網掛けで示す信号多重数の少
ないサブキャリアが中心周波数より周波数の低いサブキャリアとされているが、信号多重
数の少ないサブキャリアを、例えば順次中心周波数付近、中心周波数よりも周波数の高い
サブキャリア、………とすればよい。
【０２０６】
図１１との対応部分に同一符号を付して示す図１２において、この実施の形態のＯＦＤＭ
－ＣＤＭＡ通信装置８００の送信系８０１は、多重化信号配置選定手段としてのパラレル
シリアル変換器（Ｐ／Ｓ）８０２の構成が異なることを除いて、図１１の送信系７０１と
同様の構成でなる。
【０２０７】
つまり、パラレルシリアル変換器８０２は、加算器Ｂ５から入力される信号多重数の少な
い符号分割多重信号Ｓ５の出力順序を他の符号分割多重信号Ｓ１～Ｓ４と順次入れ替える
ことにより、続く逆高速フーリエ変換回路１０３により形成されるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信
号Ｓ７において信号多重数の少ないサブキャリアをステアリングさせるようになっている
。
【０２０８】
このときパラレルシリアル変換器８０２では、送信シンボル番号を示す信号が入力される
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度に、符号分割多重信号Ｓ１～Ｓ５の出力順序を入れ替えるようになされており、これに
より受信側では、良好に受信シンボルを復元できるようになっている。
【０２０９】
以上の構成によれば、信号多重数が少ないサブキャリアをステアリングするようにしたこ
とにより、回線変動が遅い場合にバースト誤りが生じることを防ぐことができる。
【０２１０】
（実施の形態９）
本発明の実施の形態９のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、セルによって信号多重数
が少ないサブキャリアを変化させることにより、既知信号に割り当てる拡散符号数を増加
することなく通信相手の通信端末装置でセル識別ができるようにした点にある。
【０２１１】
図１３に示すように、例えばセル数を７とした場合について考える。全サブキャリアを７
つのグループに分け、各セル毎に信号多重数が少ないサブキャリアを割り当てる。例えば
通信端末装置に対して、その通信端末装置がセル４に属していることを通知するためには
、図１４に示すように、セル４に対応したサブキャリアグループに信号多重数の少ない信
号を配置すればよい。
【０２１２】
この結果、受信側ではどのサブキャリアグループに信号多重数の少ない信号が配置されて
いるかを検出することで、自局の属するセルを容易に識別できるようになる。
【０２１３】
図１５に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置９００の構成を示す。図１
０又は図１２との対応部分に同一符号を付して示す図１５において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ
通信装置９００の送信系９０１は、多重化信号配置選定手段としてのパラレルシリアル変
換器９０２の構成が異なる点を除いて、図１２の送信系８０１と同様の構成でなる。
【０２１４】
パラレルシリアル変換器９０２は、既知信号を挿入したグループを示す信号（すなわち信
号多重数の少ないグループを示す信号）に基づき、信号多重数の少ない符号分割多重信号
Ｓ５が通信相手の通信端末装置の所属するセルに応じた位置のサブキャリアグループに配
置されるような順序で、信号多重数の少ない符号分割多重信号Ｓ５を送出する。
【０２１５】
受信系９１０では、多重化信号分別手段としての選択部６１１により、信号多重数の少な
い符号分割多重信号と、信号多重数の多い符号分割多重信号とに分けられる。そして信号
多重数の少ない符号分割多重信号は逆拡散器６１３により逆拡散処理が施されることによ
り受信信号が得られる。
【０２１６】
また信号多重数の少ない符号分割多重信号は、既知信号の拡散符号を係数とした逆拡散器
９１１により逆拡散処理が施される。逆拡散後の信号は最大値検出回路９１２により最大
値が得られるタイミングが検出される。この最大値検出タイミングに基づいてどのサブキ
ャリアグループに既知信号（多重数の少ない信号）が配置されていたか分かるので、ＯＦ
ＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置９００は自局の所属するセルを識別できる。
【０２１７】
以上の構成によれば、セルによって信号多重数が少ないサブキャリアを変化させるように
したことにより、セル識別のための信号を送信しなくても、受信側で信号多重数の少ない
サブキャリアを検出すれば容易に自分の所属するセルを識別できるようになる。この結果
、上述の実施の形態１で得られる効果に加えて、セル識別のための信号を伝送しなくて済
む分だけ、伝送効率の向上したＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置９００を実現できる。
【０２１８】
（実施の形態１０）
本発明の実施の形態１０のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、信号多重数が少ないサ
ブキャリアの変調多値数を他のサブキャリアより少なくすることにより、さらに重要情報
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の品質向上を図った点にある。ここで変調方式は任意に設定できることはいうまでもない
。
【０２１９】
図２との対応部分に同一符号を付して示す図１６において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置
１０００では、送信系１００１の各送信信号１～ｎに対応して設けられた変調回路Ｆ１～
Ｆｎのうち、信号多重数の少ない送信信号（４ｋ＋１）～ｎに対応して設けられた変調回
路Ｆ（４ｋ＋１）～Ｆｎは、信号多重数の多い送信信号１～４ｋに対応して設けられた変
調回路Ｆ１～Ｆ（４ｋ）と比較して変調多値数の小さい変調方式により送信信号（４ｋ＋
１）～ｎを変調するようになされている。例えば変調回路Ｆ１～Ｆ（４ｋ）が１６ＱＡＭ
(Quadrature Amplitude Modulation)変調処理を施すのに対して、変調回路Ｆ（４ｋ＋１
）～ＦｎはＱＰＳＫ (Quadrature Phase Shift Keying)変調処理を施すようになっている
。
【０２２０】
受信系１０１０では、選択部６１１により、信号多重数の多い符号分割多重信号と、信号
多重数の少ない符号分割多重信号とに分けられる。信号多重数の少ない符号分割多重信号
は、逆拡散器６１３により自局宛の信号が抽出される。復号回路１０１２は変調回路Ｆ（
４ｋ＋１）～Ｆｎと逆の処理を行うことにより、変調多値数の小さい変調信号を復調して
受信信号を得る。これに対して信号多重数の多い符号分割多重信号は、逆拡散器６１２に
より自局宛の信号が抽出され、復号回路１０１１により変調回路Ｆ１～Ｆ（４ｋ）と逆の
処理を行うことにより、変調多値数の大きい変調信号を復調して受信信号を得る。
【０２２１】
以上の構成によれば、実施の形態１の構成に加えて、多重数の少ない多重化信号ほど送信
信号の変調多値数を小さくしたことにより、実施の形態１で得られた効果に加えて、多重
数の少ない多重化信号の伝送誤り率を一段と向上させることができる。
【０２２２】
なおこの原理は、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ方式に限らず、ＯＦＤＭ方式にも適用した場合にも
有効である。すなわちＯＦＤＭ方式において、特定のサブキャリアの変調多値数を他のサ
ブキャリアの変調多値数より少なくする。例えば、直流点やその両端のサブキャリアなど
の他のサブキャリアより劣化が大きいサブキャリアの変調多値数を、他より固定的に少な
くすることにより、伝送効率をそれほど低下させずに、誤り率特性を向上させることがで
きる。具体的には、図１６の送信系１００１から拡散器と加算器を除いた構成とほぼ同様
の構成により実現できる。これによりＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ方式と比較して回路規模を大幅
に削減して、特定のサブキャリアの誤り率特性を向上させることができる。
【０２２３】
またＯＦＤＭ方式は、１倍拡散の１コード多重のＣＤＭＡ－ＯＦＤＭ方式ということがで
きる。つまり、ＯＦＤＭ方式は、拡散手段により１倍拡散を行い、信号多重数選定手段に
より各サブキャリアで送信する送信信号多重数を１としたＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ方式である
。
【０２２４】
（実施の形態１１）
本発明の実施の形態１１のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、フレームの先頭のみ既
知信号の拡散符号を変化させることにより、既知信号を逆拡散した結果を用いて容易にフ
レーム同期を獲得できるようにした点にある。
【０２２５】
一般に、フレーム同期を獲得するためには、フレームの先頭に専用のプリアンブルを挿入
する等の処理が必要であるが、この実施の形態では、このような処理を必要とすることな
く、容易にフレーム同期を獲得できる。
【０２２６】
図１７に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置１１００の構成を示す。図
１５との対応部分に同一符号を付して示す図１７において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置
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１１００の送信系１１０１では、既知信号１を拡散する拡散器Ｇ（ｎ－１）がフレーム先
頭を示す信号が入力されたときのみ、異なる拡散符号を用いて既知信号１を拡散する点を
除いて、図１５の送信系９０１と同様の構成でなる。
【０２２７】
受信系１１１０は、選択部６１１により分けられた信号多重数の少ない符号分割多重信号
を逆拡散器９１１及び１１１１に入力する。逆拡散器９１１及び最大値検出回路９１２は
、実施の形態９でも説明したように、逆拡散器９１１において拡散器Ｇ（ｎ－１）で用い
たフレーム先頭以外の拡散符号を係数として入力信号に対して逆拡散処理を施し、逆拡散
後の信号の最大値タイミングを最大値検出回路９１２により検出することで、自局の所属
するセルを識別する。
【０２２８】
逆拡散器１１１１は、入力信号に対して、拡散器Ｇ（ｎ－１）がフレーム先頭で用いた拡
散符号を用いて逆拡散処理を行う。最大値検出回路１１１２は、逆拡散器１１１１の出力
結果の最大値を検出することによりフレーム同期信号を得る。
【０２２９】
以上の構成によれば、送信フレームの先頭のタイミングで既知信号の拡散符号を変化させ
るようにしたことにより、プリアンブル等のフレーム同期のための信号を挿入しなくても
、容易にフレーム同期を行うことができるようになる。この結果、プリアンブル等のフレ
ーム同期のための信号を挿入する必要が無くなる。従って、この分構成を簡単化できると
共にプリアンブル等のフレーム同期用の信号を伝送しなくてよい分だけ、伝送効率を向上
し得る。
【０２３０】
なお上述の実施の形態では、送信フレームの先頭のタイミングで既知信号の拡散符号を変
化させるようにした場合について述べたが、図１７に示すように、送信フレームの先頭の
タイミングで送信する既知信号の種類を既知信号１から既知信号２に変化させるようにし
てもよい。このようにすれば、逆拡散器１１１１で、既知信号２に対応する係数を用いて
逆拡散処理を施すことにより、上述の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【０２３１】
（実施の形態１２）
本発明の実施の形態１２のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、フレームの先頭のみ既
知信号を拡散した信号を多重することにより、既知信号に割り当てる拡散符号数を増大さ
せることなく、容易にフレーム同期を獲得できる点にある。
【０２３２】
実施の形態１１のようにフレームの先頭の拡散符号を変化させた場合、複数の拡散符号を
既知信号に割り当てる必要があるため、その分所要の拡散符号数が増大するが、この実施
の形態では、所要拡散符号数を増大させることなく、容易にフレーム同期を獲得できる。
【０２３３】
図１８に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示す。図１５との
対応部分に同一符号を付して示す図１８において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置１２００
の送信系１２０１では、既知信号をオンオフスイッチ（ＯＮ／ＯＦＦ）１２０２を介して
拡散器Ａ（ｎ－１）に入力する点を除いて、図１５の送信系９０１と同様の構成でなる。
オンオフスイッチ１２０２はフレーム先頭を示す信号が入力されたときのみ、既知信号を
拡散器Ａ（ｎ－１）に入力させる。このように送信系１２０１では、フレームの先頭のみ
既知信号を拡散した信号を多重して送信する。
【０２３４】
受信系１２１０は、選択部６１１により分られた信号多重数の少ない符号分割多重信号を
逆拡散器９１１に入力する。逆拡散器９１１により拡散器Ａ（ｎ－１）と同じ拡散符号を
用いて逆拡散された信号は最大値検出回路９１２及び１２１１に送出される。
【０２３５】
最大値検出回路９１２では、逆拡散後の信号の最大値タイミングを検出することで、自局
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の所属するセルを識別する。また最大値検出回路１２１１では、逆拡散後の信号の最大値
タイミング（１フレーム分の相関結果の最大値の検出タイミング）を検出することで、フ
レーム同期信号を得る。
【０２３６】
以上の構成によれば、フレームの先頭のみ既知信号を拡散した信号を多重したことにより
、実施の形態１１と比較して、既知信号に割り当てる拡散符号数を増大させることなく、
容易にフレーム同期を獲得できる。
【０２３７】
（実施の形態１３）
本発明の実施の形態１３のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、特定の信号には複数の
拡散符号を割り当てて複数の拡散符号で拡散して伝送することにより、特定データの品質
をさらに向上させた点にある。
【０２３８】
図１９に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示す。図１１との
対応部分に同一符号を付して示す図１９において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置１３００
の送信系１３０１では、送信信号ｎを拡散器Ａ（ｎ－１）及びＡｎによりそれぞれ異なる
拡散符号を用いて拡散した点を除いて、図１１の送信系７０１と同様の構成でなる。
【０２３９】
以上の構成によれば、特定の信号には複数の拡散符号を割り当て複数の拡散符号で拡散し
て伝送したことにより、受信側において特定の信号を複数の拡散符号を用いて逆拡散し、
逆拡散処理後の信号を合成すれば、信号レベルの高い特定信号を復元することができる。
この結果、特定信号についての誤り率を一段と向上させることができる。
【０２４０】
（実施の形態１４）
本発明の実施の形態１４のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、図２０の網掛け模様で
示すように、多重数を少なくしたサブキャリアを複数サブキャリアおきに配置することに
より、マルチパスの遅延時間が短い伝搬環境における品質向上をさらに向上させた点にあ
る。
【０２４１】
マルチパスの遅延時間が短い伝搬環境においては、複数のサブキャリアの受信レベルが固
まって落ち込む場合がある。この場合、誤り訂正の効果が低下するため、回線品質が大き
く劣化する。
【０２４２】
この点に着目して、この実施の形態では、信号多重数の少ない送信信号を例えば２サブキ
ャリアおきに配置することにより、複数のサブキャリアの受信レベルが固まって落ち込む
ことを回避するようになされている。この結果、マルチパスの遅延時間が短い伝搬環境に
おける品質をさらに向上させることができる。
【０２４３】
図２１に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示す。図１２との
対応部分に同一符号を付して示す図２１において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置１４００
の送信系１４０１は、多重化信号配置選定手段としてのパラレルシリアル変換器１４０２
の構成が異なる点を除いて、図１２の送信系８０１と同様の構成でなる。
【０２４４】
パラレルシリアル変換器１４０２は、多重数を少なくしたサブキャリアを複数サブキャリ
アおきに配置するように、既知信号を挿入したグループ（すなわち加算器Ｂ５により加算
されるグループ）を示す信号を基準として、各加算器Ｂ１～Ｂ５から入力される符号分割
多重信号を適宜並べ替えて逆高速フーリエ変換回路１０３に送出する。
【０２４５】
以上の構成によれば、多重数を少なくしたサブキャリアを複数サブキャリアおきに配置す
るようにしたことにより、マルチパスの遅延時間が短い場合における、多重数の少ない多
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重化信号の誤り率を一段と向上させることができる。
【０２４６】
（実施の形態１５）
本発明の実施の形態１５のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、図２２の網掛け模様で
示すように、多重数を少なくした多重化信号を複数組Ｇ５、Ｇ６の複数サブキャリアに配
置した点にある。
【０２４７】
これにより、受信側では、伝搬路補償後の各サブキャリアグループＧ５、Ｇ６に対し、受
信レベルが大きい方を選択することにより、多重数を少なくしたサブキャリアの受信レベ
ルの落ち込みを防ぎ、受信品質を一段と向上させることができるようになる。
【０２４８】
図２３に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示す。図１５との
対応部分に同一符号を付して示す図２３において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置１５００
の送信系１５０１は、多重化信号配置選定手段としてのパラレルシリアル変換器１５０２
の構成が異なる点を除いて、図１５の送信系９０１と同様の構成でなる。
【０２４９】
パラレルシリアル変換器１５０２は、多重数を少なくした符号分割多重信号Ｓ５が、図２
２に示すように複数組Ｇ５、Ｇ６の複数サブキャリアに配置されるような順序で符号分割
多重信号Ｓ１～Ｓ５を適宜並び替えて逆高速フーリエ変換回路１０３に送出する。
【０２５０】
受信系１５１０は、伝搬路補償回路１１２により既知信号の信号レベルに基づいて各サブ
キャリアグループＧ５、Ｇ６の受信レベルを検出し、検出結果を選択部１５１１に送出す
る。選択部１５１１は選択部６１１から入力される信号多重数の少ない符号分割多重信号
についての２つのサブキャリアグループＧ５、Ｇ６のうち、受信レベルの大きかった方の
サブキャリアグループのみを選択して続く逆拡散器６１３、９１１に送出する。その後の
処理は、実施の形態９と同様である。
【０２５１】
以上の構成によれば、信号多重数の少ない多重化信号を複数組の複数サブキャリアに配置
して送信し、受信側で受信レベルの落ち込みの少ないサブキャリアグループの多重化信号
を復調するようにしたことにより、受信品質を一段と向上させることができるようになる
。
【０２５２】
（実施の形態１６）
本発明の実施の形態１６のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、実施の形態１５では、
信号多重数の少ない多重化信号を複数組の複数サブキャリアに配置して送信し、受信側で
受信レベルの落ち込みの少ないサブキャリアグループの多重化信号を選択して復調したの
に対して、送信側では同様の信号を送信し、受信側において伝搬路補償後の信号を合成し
た点である。これにより実施の形態１５と比較して、品質が一段と向上した受信信号を得
ることができる。
【０２５３】
図２４に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示す。図２３との
対応部分に同一符号を付して示す図２４において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置１６００
の受信系１６０１は、選択部１５１１（図２３）に換えて合成部１６０２を有することを
除いて、受信系１５１０と同様の構成でなる。
【０２５４】
合成部１６０２は伝搬路補償回路１１２により検出された各サブキャリアグループＧ５、
Ｇ６の受信レベルに基づき、この受信レベルの比により、選択部６１１から入力される信
号多重数の少ない符号分割多重信号についての２つのサブキャリアグループＧ５、Ｇ６の
符号分割多重信号を最大比合成する。
【０２５５】
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以上の構成によれば、信号多重数の少ない多重化信号を複数組の複数サブキャリアに配置
して送信し、受信側でそれらのサブキャリアグループの多重化信号を合成した後復調する
ようにしたことにより、受信品質を一段と向上させることができるようになる。
【０２５６】
なお上述の実施の形態では、信号多重数の少ない複数のサブキャリアグループの信号を最
大比合成する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば等利得合成するよう
にしてもよい。
【０２５７】
（実施の形態１７）
本発明の実施の形態１７のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、特定のサブキャリアか
らは既知信号のみを送信する場合に、図２５に示すように、既知信号のみを送信している
サブキャリアをセルによって変化させる点にある。
【０２５８】
一般に、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信方式においては、特定のサブキャリアからは既知信号の
みを送信する (一般にパイロットキャリアと呼ばれる )方法が用いられる。このパイロット
キャリアは、通常、復調の際の残留位相誤差の検出等に用いられる。この実施の形態では
、パイロットキャリアを挿入するサブキャリアをセルによって変化させる。これにより実
施の形態９と比較して、セル識別特性をさらに向上させることができる。換言すれば、こ
の実施の形態では、実施の形態９と比較して、実施の形態９では信号多重数を少なくした
サブキャリアに既知信号を拡散した信号を多重したが、この実施の形態では既知信号を拡
散した信号のみでサブキャリアを形成する。
【０２５９】
ここでこの実施の形態の構成と、実施の形態９の構成とを組み合わせて用いることもでき
る。この場合、必ずしもパイロットキャリアとそれ以外の多重数を少なくしたサブキャリ
アに挿入した既知信号 (一般にパイロットチャネルと呼ばれる )の両方をセル識別に用いる
必要はなく、例えばパイロットチャネルを別の目的 (例えば残留位相誤差検出用 )に使用す
ることも可能であることは言うまでも無い。こうすることにより、パイロットチャネルを
別の目的に使用できるという新たな効果もある。さらには、パイロットキャリアのみを挿
入してパイロットチャネルは挿入しないと言うことも可能であることは言うまでも無い。
【０２６０】
図２６に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示す。図１５との
対応部分に同一符号を付して示す図２６において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置１７００
の送信系１７０１は、既知信号が他の信号と多重化されずにパラレルシリアル変換器（Ｐ
／Ｓ）９０２に入力される点を除いて、図１５の送信系９０１と同様の構成でなる。
【０２６１】
パラレルシリアル変換器９０２は、相手局の属するセル情報に基づき、既知信号を拡散し
た信号Ｓ５が相手局の属するセルに応じた位置のサブキャリアに配置されるような順序で
、拡散信号Ｓ５を送出する。
【０２６２】
受信系１７１０では、逆拡散器１７１１により逆拡散処理が施されることにより送信信号
が得られると共に、逆拡散器１７１２により逆拡散処理が施されることにより既知信号が
得られる。また逆拡散器１７１２により得られた既知信号のサブキャリア位置（この位置
は逆拡散後の既知信号の配列された位置で容易に判別できる）に基づきセル識別信号が得
られる。これにより受信系１７１０では、容易に自局の属するセルを識別することができ
る。
【０２６３】
なお図２６では、特定のサブキャリアで既知信号のみを送信する場合（すなわち既知信号
の多重数を１とした場合）について述べたが、本発明はこれに限らず、既知信号を他の送
信信号と多重化して同一のサブキャリアで送信してもよく、要は送信相手局が属するセル
に応じて既知信号を配置するサブキャリアを変化させるようにすればよい。
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【０２６４】
以上の構成によれば、既知信号を配置するサブキャリアをセルによって変化させるように
したことにより、セル識別のための信号を送信しなくても、受信側で既知信号が送信され
たサブキャリアを検出すれば容易に自分の所属するセルを識別できるようになる。この結
果、実施の形態１の効果に加えて、セル識別のための信号を伝送しない分だけ、伝送効率
の向上したＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置１７００を実現できる。
【０２６５】
（実施の形態１８）
本発明の実施の形態１８のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、実施の形態１７と比較
して、既知信号のみを送信しているサブキャリアの既知信号のデータをセルによって変化
させることにより、識別可能なセル数をさらに増加させることができるようにした点にあ
る。
【０２６６】
使用しているサブキャリア数が少ない場合は、パイロットキャリアを挿入するサブキャリ
アの選択肢が多く取れないため、識別可能なセル数が少なくなる。これを考慮して、この
実施の形態では、セルによってパイロットキャリアのデータを変化させることにより、識
別可能なセル数を増加させるようにした。
【０２６７】
図２７に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示す。図２６との
対応部分に同一符号を付して示す図２７において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置１８００
の送信系１８０１は、複数の既知信号１～Ｍのうちのいずれかを選択して出力する選択部
１８０２を有することを除いて、図２６の送信系１７０１と同様の構成でなる。
【０２６８】
選択部１８０２はセル情報に基づいて複数の既知信号１～Ｍの中のいずれか１つを選択的
に出力する。これにより送信系１８０１においては、既知信号の種類とサブキャリアの位
置とを組み合わせた数のセル識別情報を形成できるので、セル数に対してサブキャリア数
の少ないＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ装置に用いると非常に有効となる。
【０２６９】
なお図２７では、この実施の形態による、既知信号のみを送信しているサブキャリアの既
知信号のデータをセルによって変化させるといった特徴と、実施の形態１７による、既知
信号のみを送信しているサブキャリアをセルによって変化させるといった特徴との両方を
有するＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置１８００について述べたが、勿論、既知信号のみを送
信しているサブキャリアの既知信号のデータをセルによって変化させる構成のみを有する
ようにしてもよい。
【０２７０】
（実施の形態１９）
本発明の実施の形態１９のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、実施の形態１７や実施
の形態１８の構成に加えて、既知信号のみを送信しているサブキャリアの送信レベルを他
のサブキャリアの送信レベルより高くした点にある。これにより、パイロットキャリアの
信号対雑音電力比を高くすることができるので、一段とセル識別特性を向上させることが
できる。
【０２７１】
図２８に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示す。図２６との
対応部分に同一符号を付して示す図２８において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置１９００
の送信系１９０１は、拡散後の既知信号に乗算係数（＞１）を乗算する乗算器１９０２を
有する点を除いて、図２６の送信系１７０１と同様の構成でなる。
【０２７２】
乗算器１９０２は、拡散後の既知信号（パイロットキャリアデータ）に対して振幅重み付
けを行うことにより、パイロットキャリアの送信レベルを高くする。これにより受信側で
は、信号レベルの高いパイロットキャリアに基づいてセル識別を行うことができるので、
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セル識別の信頼性が向上する。
【０２７３】
（実施の形態２０）
本発明の実施の形態２０のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、実施の形態１９と比較
して、乗算器１９０２（図２８）に替えて、ビットシフト回路を設けた点である。これに
より拡散後の既知信号の送信レベルを他のサブキャリアの送信レベルよりも高くするとい
った処理を、簡易な構成で実現できるようになる。
【０２７４】
図２９に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示す。図２８との
対応部分に同一符号を付して示す図２９において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置２０００
の送信系２００１は、拡散後の既知信号を１ビット分だけシフトアップする１ビットシフ
ト回路２００２に入力する。
【０２７５】
これにより、１ビットシフト回路２００２からは、入力信号に対して２倍の信号レベルの
信号が出力される。このように、１ビットシフト回路２００２といった簡易な構成により
、乗算器と同等の重み付け処理を行うことができる。
【０２７６】
なおこの実施の形態では、送信レベルを２倍にする場合について述べたが、２倍に限らず
、ビットシフト回路と加減算器のみで実現可能な値である限り、任意に設定可能であるこ
とはいうまでもない。
【０２７７】
以上の構成によれば、既知信号のみを送信しているサブキャリアの送信レベルを他のサブ
キャリアの送信レベルより高くする処理を、ビットシフト回路により行うようにしたこと
により、実施の形態１９と同様の効果を、簡易な構成により実現することができる。
【０２７８】
（実施の形態２１）
本発明の実施の形態２１のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、実施の形態１７の構成
に加えて、既知信号のみを送信しているサブキャリアをフレームの先頭だけ別のサブキャ
リアに割り当てるようにした点である。これにより、受信側では、フレーム同期獲得をパ
イロットキャリアとパイロットチャネルの両方を用いて行うことができるので、フレーム
同期検出特性を向上させることができる。
【０２７９】
図３０に、この実施の形態のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示す。図２７との対応
部分に同一符号を付して示す図３０において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置２１００の送
信系２１０１はパラレルシリアル変換器（Ｐ／Ｓ）２１０２の構成が異なる点を除いて、
図２７の送信系１８０１と同様の構成でなる。
【０２８０】
パラレルシリアル変換器２１０２は、フレームの先頭を示す信号を入力する。パラレルシ
リアル変換器２１０２は、拡散後の既知信号１～Ｍが特定のサブキャリアに割り当てられ
るような順序で拡散後の既知信号を出力する。加えて、パラレルシリアル変換器２１０２
は、フレームの先頭だけは、他の信号期間とは異なるサブキャリアに拡散後の既知信号Ｓ
５が割り当てられる順序で信号Ｓ５を出力する。これにより、パイロットキャリアがフレ
ームの先頭だけ他のサブキャリアに割り当てられる。
【０２８１】
因みに、このパイロットキャリアに基づいてフレーム同期を行うための受信系は、実施の
形態１２で説明した図１８に示す受信系１２１０と同様の構成とすればよい。
【０２８２】
以上の構成によれば、フレームの先頭のみパイロットキャリアの位置を変えるようにした
ことにより、フレーム同期検出特性を向上させることができる。
【０２８３】
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（実施の形態２２）
本発明の実施の形態２２のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、実施の形態１７と比較
して、既知信号のみを送信しているサブキャリアのデータをフレームの先頭だけ別のデー
タにする点である。
【０２８４】
ここでサブキャリア数が少ない場合は、パイロットキャリアを挿入するサブキャリアの選
択肢が少なくなるため、実施の形態１７のようにパイロットキャリの挿入位置でセル識別
を行うようにすると、識別可能なセル数も少なくなる。加えて、実施の形態２１のように
、フレームの先頭だけパイロットキャリアを挿入するサブキャリアを変化させるようにす
ると、識別可能なセル数はさらに少なくなる。
【０２８５】
これを考慮して、この実施の形態では、既知信号のみを送信しているサブキャリアのデー
タをフレームの先頭だけ別のデータにすることにより、使用可能なセル数を増加できるよ
うなっている。
【０２８６】
図３１に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示す。図２７との
対応部分に同一符号を付して示す図３１において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置２２００
の送信系２２０１は、選択部２２０２にセル情報に加えてフレームの先頭を示す信号が入
力されている点を除いて、実施の形態１８の送信系１８０１と同様の構成でなる。
【０２８７】
これにより、送信系２２０１では、実施の形態１８で説明した送信系１８０１（図２７）
の動作に加えて、フレームの先頭だけはパイロットキャリアのデータを変化させることを
除いて、上述した送信系１８０１と同様に動作する。
【０２８８】
なおこの実施の形態での特徴である、フレームの先頭でパイロットキャリアデータを変え
る点と、実施の形態２１の特徴であるフレームの先頭でパイロットキャリアの位置を変え
る点とを組み合わせても、フレーム同期獲得が可能であることは言うまでも無い。
【０２８９】
以上の構成によれば、既知信号のみを送信しているサブキャリアのデータをフレームの先
頭だけ別のデータにしたことにより、セル識別及びフレーム同期のための情報を追加する
ことなく、受信側に、多数のセルの中から自局の属するセルを識別させることができると
共にフレーム同期を行わせることができるようになる。
【０２９０】
（実施の形態２３）
本発明の実施の形態２３によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、実施の形態１～２
２の構成に加えて、多重数を減少させたサブキャリア以外のサブキャリアの送信レベルを
低くする点にある。つまり、多重数を減少させたサブキャリア以外のサブキャリアの送信
レベルを、多重数を減少させたサブキャリアに対して相対的に低くする点にある。
【０２９１】
ここで多重数を少なくしたサブキャリアの送信レベルを高くすれば、他のデータより良好
な品質が要求されるデータの品質を一段と向上させることが可能だが、多重数を少なくし
たサブキャリアの占める割合が多くなると、ピーク電力が大きくなってしまう。
【０２９２】
これを考慮して、この実施の形態では、多重数を少なくしたサブキャリアの占める割合が
多い場合に、他のサブキャリアの送信電力を下げるようになっている。これにより、ピー
ク電力を低減させることができる。
【０２９３】
図３２に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示す。図２との対
応部分に同一符号を付して示す図３２において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置２３００の
送信系２３０１は、各符号分割多重信号Ｓ１、………、Ｓ４、Ｓ５に対して重み付け処理
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を施す乗算器２３０２、………、２３０３、２３０４を有することを除いて、図２の送信
系１０１と同様の構成でなる。
【０２９４】
ここで符号分割多重信号Ｓ５と比較して、信号多重数が多い符号分割多重信号Ｓ１、……
…、Ｓ４に対応して設けられた乗算器２３０２、………、２３０３の乗算係数（係数２）
は、符号分割他受信号Ｓ５に対応して設けられた乗算器２３０４の乗算係数（係数１）よ
りも小さい値に選定されている。すなわち、係数２＜係数１の関係とされている。
【０２９５】
因みに、この実施の形態では、多重数を少なくしたサブキャリアにも乗算器２３０４を設
けて、係数１を「１」より小さい値に選定することにより、多重数を少なくしたサブキャ
リアの送信レベルも低くするようになっている。
【０２９６】
以上の構成によれば、全体的なサブキャリア数に対する信号多重数を少なくしたサブキャ
リア数の割合を考慮して、送信レベルを下げるようにしたことにより、ＯＦＤＭ－ＣＤＭ
Ａ送信で問題となるピーク電力を良好に低減することができる。
【０２９７】
（実施の形態２４）
本発明の実施の形態２４のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、実施の形態２３と比較
して、各サブキャリアの送信電力を乗算器に替えてビットシフト回路によって行うように
した点にある。これにより、実施の形態２３と同様の効果を一段と簡易な構成により実現
することができる。
【０２９８】
図３３に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示す。図３２との
対応部分に同一符号を付して示す図３３において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置２４００
の送信系２４０１は、乗算器２３０２、………、２３０３、２３０４に替えて１ビットシ
フト回路２４０２、………、２４０３、２４０４を設けた点を除いて、図３２の送信系２
３０１と同様の構成でなる。
【０２９９】
ここで多重数の多い符号分割多重信号Ｓ１、………、Ｓ４に対しては１ビット分だけシフ
トダウンする１ビットシフト回路２４０２、………、２４０３が設けられ、これに対して
多重数の少ない符号分割多重信号Ｓ５に対しては１ビット分だけシフトアップする１ビッ
トシフト回路２４０４が設けられている。これにより、１ビットシフト回路２４０２、…
……、２４０３は信号多重数の多い符号分割多重信号Ｓ１、………、Ｓ４の送信レベルを
１／２倍し、１ビットシフト回路２４０４は信号多重数の少ない符号分割多重信号Ｓ５の
送信レベルを２倍する。
【０３００】
なおこの実施の形態では、１ビットシフト回路を設けることにより、送信レベル２倍又は
１／２倍する場合について述べたが、増幅レベルはこれに限らず、ビットシフト回路と加
減算器のみで実現可能な値である限り、任意に設定可能であることはいうまでもない。
【０３０１】
以上の構成によれば、全体的なサブキャリア数に対する信号多重数を少なくしたサブキャ
リア数の割合を考慮して、送信レベルを増減させる処理をビットシフト回路を用いて行う
ようにしたことにより、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ送信で問題となるピーク電力を良好かつ簡易
な構成により低減することができる。
【０３０２】
（実施の形態２５）
本発明の実施の形態２５のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、実施の形態１に加えて
、各サブキャリアの送信電力を可変とした点である。
【０３０３】
ここで各サブキャリアの送信出力は、高い方が当然品質は良くなるが、逆に送信電力が大
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きくなるとピーク電力や消費電力が増大すると欠点がある。この実施の形態では、これを
考慮して、各サブキャリアの送信出力を適応的に変化させることにより、誤り率特性とピ
ーク電力との両立を図るようにした。
【０３０４】
この実施の形態の場合、送信出力を変化させる目安として、受信電界レベル情報 (一般に
ＲＳＳＩ（ Received Signal Strength Indicator）と呼ばれる )を用いるようにした。こ
れにより、受信電界レベルが低いほど、送信電力を増加させることにより、誤り率特性の
向上させ、かつ不要なピーク電力の増大を抑制することができる。
【０３０５】
図３４に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示す。図２との対
応部分に同一符号を付して示す図３４において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置２５００の
送信系２５０１は、ＲＳＳＩに応じて係数１と係数２のうちのいずれかを選択する選択部
２５０２と、選択された係数を信号多重数の少ない符号分割多重信号Ｓ５に乗算すること
により符号分割多重信号Ｓ５の信号レベルを変化させる乗算器２５０３を有することを除
いて、図２の送信系１０１と同様の構成でなる。
【０３０６】
ここで係数１と係数２は係数１＜係数２の関係にあり、選択部２５０２はＲＳＳＩが所定
のしきい値よりも大きかった場合には小さい係数１を選択出力し、しきい値以下であった
場合には大きい係数２を選択するようになっている。この結果、信号多重数の少ない符号
分割多重信号Ｓ５は、受信電界レベルが小さいような伝搬環境下では送信レベルを大きく
され、これに対して受信電界レベルが大きい伝搬環境下では送信レベルを小さくされる。
これにより、送信系２５０１においては、不要なピーク電力の増加を抑制して、誤り率特
性を向上させることができる。
【０３０７】
なお図３４に示す構成例では、信号多重数の少ないサブキャリアの送信レベルのみを適応
的に変化させる場合について述べたが、本発明はこれに限らず、信号多重数の多いサブキ
ャリアの送信レベルを適応的に変化させるようにしてもよい。また送信レベルの選択肢が
２つの場合について述べたが、本発明はこれに限定されずに、任意に選択可能であること
はいうまでもない。さらに送信レベルを変化させる目安として、ＲＳＳＩを用いた場合に
ついて述べたが、例えば遅延分散等のＲＳＳＩ以外のパラメータを用いることも可能であ
ることは言うまでも無く、要は回線品質の目安となるものであればよい。
【０３０８】
以上の構成によれば、実施の形態１に加えて、各サブキャリアの送信電力を回線品質に応
じて適応的に変化させるようにしたことにより、実施の形態１の効果に加えて、不要なピ
ーク電力の増加を抑制して、誤り率特性を向上させることができる。
【０３０９】
（実施の形態２６）
本発明の実施の形態２６のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、実施の形態１と比較し
て、信号多重数を減らしたサブキャリアとその他のサブキャリアを、別々のアンテナから
送信する点にある。
【０３１０】
これにより、各送信部における増幅器の送信電力を低減できるため、ピーク電力を低減さ
せることができる。またこの結果、信号多重数を減らしたサブキャリアの送信電力を増大
させることができるため、信号多重数を減らしたサブキャリアに割り当てられた、他のデ
ータより良好な品質を要求されるデータの品質を、さらに良くすることができる。
【０３１１】
図３５に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示す。図２との対
応部分に同一符号を付して示す図３５において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置２６００の
送信系２６０１は、２つのアンテナＡＮ１、ＡＮ２とそれに対応した２系統の送信処理部
を有することを除いて、図２の送信系１０１と同様の構成でなる。

10

20

30

40

50

(36) JP 3727283 B2 2005.12.14



【０３１２】
送信系２６０１は信号多重数の多い符号分割多重信号Ｓ１～Ｓ４をパラレルシリアル変換
器１０２、逆高速フーリエ変換部１０３－１及び無線送信部１０４－１を介してアンテナ
ＡＮ１から送信する。一方、送信系２６０１は信号多重数の少ない符号分割多重信号Ｓ５
を逆高速フーリエ変換部１０３－２及び無線送信部１０４－２を介してアンテナＡＮ２か
ら送信する。
【０３１３】
以上の構成によれば、信号多重数を減らしたサブキャリアとその他のサブキャリアを別々
のアンテナから送信するようにしたことにより、信号多重数を減らしたサブキャリアの信
号レベルを大きくすることができ、この結果重要情報を一段と高品質で伝送することがで
きる。
【０３１４】
（実施の形態２７）
本発明の実施の形態２７のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、実施形態１に加えて、
多重数を減らしたサブキャリアの信号多重数を可変とする点である。
【０３１５】
信号多重数を多い方が伝送効率は当然良くなるが、逆に誤り率は劣化する。そこで、信号
多重数の最適値は回線品質によって異なることに着目し、信号多重数を固定値とするより
も、例えばＲＳＳＩ等によって信号多重数を変化させれば、誤り率特性の向上と伝送効率
の向上とを両立させることができると考えた。
【０３１６】
図３６に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示す。図２との対
応部分に同一符号を付して示す図３６において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置２７００の
送信系２７０１は、信号多重数の少ないサブキャリアの多重信号を形成する処理系統に、
多重する信号を選択する選択部２７０２を設けた点を除いて、図２の送信系１０１と同様
の構成でなる。
【０３１７】
選択部２７０２は、ＲＳＳＩの大きさに応じて続く加算器Ｂ５に出力する拡散された送信
信号の数を変えるようになっている。具体的には、ＲＳＳＩが大きければ回線品質が良い
と考えられるので、このような場合は、出力する拡散後の送信信号の数を多くすることに
より、伝送効率を上げる。これに対して、ＲＳＳＩが小さければ回線品質が悪いと考えら
れるので、このような場合は、出力する拡散後の送信信号の数を少なくすることにより、
誤り率特性を劣化させないようにする。
【０３１８】
なおこの実施の形態では、多重数を減らしたサブキャリアの信号多重数を選ぶ目安として
、ＲＳＳＩを用いた場合について述べたが、例えば遅延分散等のＲＳＳＩ以外のパラメー
タを用いることも可能であることは言うまでも無く、要は回線品質の目安となるものであ
ればよい。
【０３１９】
以上の構成によれば、実施の形態１に加えて、多重数を減らしたサブキャリアの信号多重
数を回線品質に応じて適応的に変化させるようにしたことにより、実施の形態１の効果に
加えて、誤り率特性の向上と伝送効率の向上とを一段と両立させることができる。
【０３２０】
（実施の形態２８）
本発明の実施の形態２８のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、実施の形態１２の構成
に加えて、多重数を少なくしたサブキャリアに対して、フレームの先頭のシンボルはさら
に他のシンボルよりも多重数を少なくすることにより、フレーム同期検出精度を向上させ
た点にある。
【０３２１】
信号多重数が多くなるにつれて、当然フレーム同期検出精度は低下する。しかし、信号多
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重数を少なくすれば、伝送効率が低下する。これを考慮して、この実施の形態では、フレ
ームの先頭のみ信号多重数を少なくすることにより、伝送効率をほとんど低下させずに、
フレーム同期検出精度を向上させるようにした。
【０３２２】
図３７に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示す。図２との対
応部分に同一符号を付して示す図３７において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置２８００の
送信系２８０１は、既知信号をオンオフスイッチ（ＯＮ／ＯＦＦ）２８０３を介して拡散
器Ａ（ｘ＋１）に入力する点と、送信信号を選択する選択部２８０２を有する点を除いて
、図２の送信系１０１と同様の構成でなる。
【０３２３】
オンオフスイッチ２８０３はフレームの先頭でのみ既知信号を出力する。選択部２８０２
はフレームの先頭では入力される複数の送信信号を全て出力するのではなく、そのうちの
所定数の送信信号のみを出力するようになっている。因みに加算器Ｂ５により多重される
信号数は、上述した他の実施の形態と同様に他の加算器Ｂ１～Ｂ４により多重される信号
数よりも少ない数とされている。
【０３２４】
これにより、送信系２８０１では、信号多重数の少なくされたサブキャリアにより、フレ
ームの先頭でのみ既知信号が送信されると共に、当該フレームの先頭では当該サブキャリ
アの信号多重数が一段と少なくされる。この結果、既知信号を検出したタイミングでフレ
ーム同期を行う受信側では、フレーム同期を高精度で行うことができるようになる。
【０３２５】
以上の構成によれば、実施の形態１２で述べたようにフレームの先頭のみ既知信号を拡散
した信号を多重することに加えて、フレームの先頭のみ当該既知信号と多重する信号数を
少なくしたことにより、実施の形態１２の効果に加えて、伝送効率の低下を抑制した状態
で、受信側でのフレーム同期検出精度を向上させることができる。
【０３２６】
（実施の形態２９）
本発明の実施の形態２９のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、再送回数の多いユーザ
を、多重数を少なくしたサブキャリアに優先的に配置するようにした点にある。これによ
り、再送回数を低減することができるので、スループット及び伝送遅延時間の低下を防ぐ
ことができる。
【０３２７】
再送回数が多くなるにつれて、スループット及び伝送遅延時間の低下が大きくなるため、
再送回数はできるだけ少なくする必要がある。これを考慮して、この実施の形態では、再
送信号を優先的に信号多重数の少ないサブキャリアに割り当てるようにした。これにより
、再送信号の品質を向上させることができるので、再送回数を低減することができる。
【０３２８】
さらにこの実施の形態では、ユーザ数が多く再送用バーストが多い場合は、再送用バース
トを多重数を少なくしたサブキャリアに必ずしも配置できない場合もあることに着目した
。そしてこのような場合を考慮して、再送回数が他のユーザより多いユーザについては、
多重数を少なくしたサブキャリアに優先的に配置する。これにより、再送回数のさらなる
増加を防ぐことができる。
【０３２９】
図３８に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示す。図２との対
応部分に同一符号を付して示す図３８において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置２９００の
送信系２９０１は、信号多重数の少ない符号分割多重信号Ｓ５を形成する処理系統に選択
部２９０２が設けられ、この選択部２９０２に送信信号４ｋ＋１～ｎに加えて再送信号１
～ｍが入力されている点を除いて、図２の送信系１０１と同様の構成でなる。
【０３３０】
選択部２９０２は、図示しない制御部からの再送回数を示す信号に基づき、再送信号１～
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ｍのうち再送回数の多い信号（例えば３回目以上の再送を行っているユーザ）を送信信号
４ｋ＋１～ｎよりも優先的に選択出力するようになっている。これにより、再送回数が多
いユーザが優先的に多重数を少なくしたサブキャリアに配置される。
【０３３１】
以上の構成によれば、再送回数の多いユーザを、多重数を少なくしたサブキャリアに優先
的に配置するようにしたことにより、再送回数を低減することができ、スループット及び
伝送遅延時間の低下を防ぐことができる。
【０３３２】
（実施の形態３０）
本発明の実施の形態３０のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、多重数を少なくしたサ
ブキャリアグループの両端のサブキャリアではヌル信号を送信するようにした点にある。
これにより、移動速度が速い場合の誤り率特性の劣化を防ぐことができる。
【０３３３】
移動速度が速い場合、サブキャリア間の干渉が大きくなる。ここで、多重数を少なくした
サブキャリアグループの両端のサブキャリアは、多重数を前記サブキャリアグループより
多く設定しているため、サブキャリア間の干渉が大きくなり、誤り率特性の劣化が大きく
なる。特に、多重数を少なくしたサブキャリアグループの両端のサブキャリアが、１６Ｑ
ＡＭ (Quadrature Amplitude Modulation)や６４ＱＡＭのように変調多値数の多い変調方
式を使用している場合、サブキャリア間の干渉が大きくなる。
【０３３４】
この実施の形態では、この点を考慮して、図３９に示すように、多重数を少なくしたサブ
キャリアグループの両端のサブキャリアではヌル信号を送信することにより、多重数を少
なくしたサブキャリアグループが隣接サブキャリアによって干渉を受けることを回避して
、重要な情報が伝送される当該サブキャリアグループの誤り率特性の劣化を防止するよう
になっている。
【０３３５】
因みに、図３９では、多重数を少なくしたサブキャリアグループ♯ｍ＋１～♯２ｍに隣接
するサブキャリア♯ｍ、♯２ｍ＋１でヌル信号を送信するようになっている。なおヌル信
号を挿入するサブキャリア数は、 1本に限らず任意に設定できることはいうまでもない。
【０３３６】
図４０に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示す。図２との対
応部分に同一符号を付して示す図４０において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置３０００の
送信系３００１は、パラレルシリアル変換器１０２にヌル信号が入力されている点を除い
て、図２の送信系１０１と同様の構成でなる。
【０３３７】
パラレルシリアル変換器１０２は、多重数を少なくしたサブキャリアグループの両端のサ
ブキャリアでヌル信号が送信されるような配列で符号分割多重信号Ｓ５及びヌル信号を出
力する。
【０３３８】
以上の構成によれば、多重数を少なくしたサブキャリアグループの両端のサブキャリアで
はヌル信号を送信するようにしたことにより、当該サブキャリアグループの誤り率特性を
一段と向上させることができる。
【０３３９】
（実施の形態３１）
本発明の実施の形態３１のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、多重数を少なくしたサ
ブキャリアを複数サブキャリアおきに配置すると共に、多重数を少なくしたサブキャリア
の間のサブキャリアではヌル信号を送信するようにした点にある。これにより、実施の形
態３０よりもさらに移動速度が速い場合の誤り率特性の劣化を防ぐことができる。
【０３４０】
移動速度が非常に速い場合、多重数を少なくしたサブキャリア間の干渉も生じる。これを
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考慮して、この実施の形態では、多重数を少なくしたサブキャリアを複数サブキャリアお
きに配置し、多重数を少なくしたサブキャリア間のサブキャリアではヌル信号を送信する
。これにより多重数を少なくしたサブキャリア間の干渉を低減できる。この結果、上述し
た実施の形態３０と比較して、移動速度が速い場合の誤り率特性の劣化を防ぐことも可能
となる。
【０３４１】
図４１に、この実施の形態によるＯＦＤＭ信号の様子を示す。図４１に示すように、多重
数を少なくしたサブキャリア♯ｍ＋１、♯２ｍを隣接させずに配置し、このサブキャリア
♯ｍ＋１、♯２ｍの間のサブキャリア♯ｍ＋２、………、♯２ｍ－１によりヌル信号を送
信する。
【０３４２】
図４２に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示す。図４０との
対応部分に同一符号を付して示す図４２において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置３１００
の送信系３１０１は、信号多重数の少ない符号分割多重信号Ｓ５を形成する加算器Ｂ５に
ヌル信号が入力されている点を除いて、図４０の送信系３００１と同様の構成でなる。
【０３４３】
加算器Ｂ５は、拡散後後の送信信号４ｋ＋１、………、ｎの間にヌル信号を挿入するよう
に入力信号を加算することで、符号分割多重信号Ｓ５を形成する。またパラレルシリアル
変換器１０２は、実施の形態３０と同様に、多重数を少なくしたサブキャリアの両端のサ
ブキャリアでヌル信号が送信されるような配列で符号分割多重信号Ｓ５及びヌル信号を出
力する。
【０３４４】
以上の構成によれば、多重数を少なくしたサブキャリアを複数サブキャリアおきに配置す
ると共に、多重数を少なくしたサブキャリアの間のサブキャリアではヌル信号を送信する
ようにしたことにより、実施の形態３０よりも一段と移動速度が速い場合の誤り率特性の
劣化を防ぐことが可能となる。
【０３４５】
（実施の形態３２）
本発明の実施の形態３２のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信の特徴は、多重数を少なくしたサブキ
ャリアとそれ以外のサブキャリアとに対して独立に振幅制限を行うようにした点にある。
例えば多重数の多いサブキャリアについては振幅制限を行うのに対して、多重数を少なく
したサブキャリアについては振幅制限を行わないようにする。これにより、上述した他の
実施形態よりもさらに多重数を少なくしたサブキャリアの誤り率特性の向上とピーク電力
低減の両立を図ることができる。
【０３４６】
ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信号を送信する際にはピーク電力が問題となる。このため振幅制限を
行うことでピーク電力を低減するといった処理が一般に行われている。ところが、振幅制
限を行うと、誤り率特性の劣化が生じるという欠点がある。
【０３４７】
これを考慮して、この実施の形態では、多重数を少なくしたサブキャリアに対しては振幅
制限を行わないようにすることで、多重数を少なくしたサブキャリアの誤り率特性を一段
と向上させる。但し、その他のサブキャリアに対しては振幅制限を行う。
【０３４８】
多重数を少なくしたサブキャリア数の全体に対して占める割合は少なく、加えて多重数が
少ない分ピーク電力は少ないので、多重数を少なくしたサブキャリアに対しては振幅制限
を行わないようにしても、ピーク電力低減効果はほとんど低下させずに済む。
【０３４９】
かくして、多重数を少なくしたサブキャリアに対しては振幅制限を行わないことにより、
上述した他の実施形態よりも多重数を少なくしたサブキャリアの誤り率特性とピーク電力
低減の一段と両立させることができる。
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【０３５０】
図４３に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示す。図４２との
対応部分に同一符号を付して示す図４３において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置３２００
の送信系３２０１は、信号多重数の多い符号分割多重信号Ｓ１～Ｓ４の信号振幅を制限す
る振幅制限部Ｃ１～Ｃ４が設けられている点を除いて、図４２の送信系３１０１と同様の
構成でなる。因みに、信号多重数の少ない符号分割多重信号Ｓ５は振幅制限されない。
【０３５１】
なお図４３では、多重数を少なくしたサブキャリアに対して振幅制限を行わないようにし
た場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば多重数を少なくしたサブキャリ
アの振幅制限を、多重数を多くしたサブキャリアに対する振幅制限よりもゆるくすれば、
図４３の場合とほぼ同様の効果を得ることができ、要は多重数を少なくしたサブキャリア
とそれ以外のサブキャリアの振幅制限を独立に行うようにすればよい。
【０３５２】
以上の構成によれば、多重数を少なくしたサブキャリアとそれ以外のサブキャリアの振幅
制限を独立に行うようにしたことにより、ピーク電力による悪影響を最小限に抑えて、多
重数を少なくしたサブキャリアの誤り率特性を一段と向上させることができる。
【０３５３】
（実施の形態３３）
本発明の実施の形態３３によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、上述した実施の形
態と比較して、伝搬路推定用プリアンブルの数を各サブキャリア独立に設定した点にある
。この実施の形態の場合には、多重数を少なくしたサブキャリアの伝搬路推定用プリアン
ブルの数を他のサブキャリアより多く挿入する。これにより、多重数を少なくしたサブキ
ャリアに重畳された送信信号の誤り率特性を一段と向上させることができる。
【０３５４】
ここで伝搬路推定用プリアンブルの数は、多く挿入した方が誤り率特性は良くなる。しか
し伝搬路推定用プリアンブルの数を多くするにつれて、伝送効率は低下する。特に伝搬路
推定用プリアンブルを少なく設定しても十分な誤り率特性が得られる回線状態の場合は、
伝搬路推定用プリアンブルの数を多くしても、伝送効率が低下するだけで、効果は低い。
【０３５５】
これらを考慮して、この実施の形態では、多重数を少なく設定したサブキャリアのみ、伝
搬路推定用プリアンブルの数を多く設定した。この結果、誤り率の向上と伝送効率とを両
立させることができる。
【０３５６】
図４４に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示す。図３５との
対応部分に同一符号を付して示す図４４において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置３３００
の送信系３３０１は、信号多重数の多い符号分割多重信号Ｓ１～Ｓ４が入力されるパラレ
ルシリアル変換器１０２－１に１種類のパイロットシンボル１を入力する。これに対して
、信号多重数の少ない符号分割多重信号Ｓ５が入力されるパラレルシリアル変換器１０２
－２に２種類のパイロットシンボル１、パイロットシンボル２を入力する。
【０３５７】
パラレルシリアル変換器１０２－１は符号分割多重信号Ｓ１～Ｓ４を所定の順序に並べ替
えると共にパイロットシンボル１を所定位置に挿入してシリアル信号Ｓ６－１を出力する
。一方、パラレルシリアル変換器１０２－２は符号分割多重信号の所定位置にパイロット
シンボル１およびパイロットシンボル２を挿入したシリアル信号Ｓ６－２を出力する。そ
の後、各シリアル信号Ｓ６－１、Ｓ６－２は、ＩＦＦＴ１０３－１、１０３－２、ＲＦ１
０４－１、１０４－２を介してアンテナＡＮ１、ＡＮ２から送信される。
【０３５８】
この結果、図４５に示すように、アンテナＡＮ１からは１つのパイロットシンボル１のみ
が伝搬路推定用プリアンブルとして挿入された信号多重数の多いサブキャリアが送信され
、一方、アンテナＡＮ２からは２つのパイロットシンボル１、パイロットシンボル２が伝
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搬路推定用プリアンブルとして挿入された信号多重数の少ないサブキャリアが送信される
。
【０３５９】
なおこの実施の形態では、伝搬路推定用プリアンブルの数をサブキャリアに応じて１シン
ボルまたは２シンボルに設定する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、伝搬路
推定用プリアンブルの数は任意の数に設定可能である。また、伝搬路推定用プリアンブル
の数を固定値とするのではなく、回線品質等によって適応的に変化させることも可能であ
る。
【０３６０】
以上の構成によれば、多重数を少なくしたサブキャリアの伝搬路推定用プリアンブルの数
を他のサブキャリアの伝搬路推定用プリアンブルの数よりも多く設定したことにより、伝
送効率の低下を抑えた状態で、多重数を少なくしたサブキャリアにより伝送される信号の
誤り率を一段と向上させることができる。
【０３６１】
（実施の形態３４）
本発明の実施の形態３４によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、符号分割した信号
と、この符号分割した信号を１チップ以上シフトした信号とを多重した点にある。そして
この多重した信号を複数サブキャリアに割り当てて送信する。これにより、各サブキャリ
アが独立して変動を受けた場合の誤り率特性を改善できるようになる。
【０３６２】
マルチパス環境下では、各サブキャリア独立に振幅変動を受けるため、チップ間に振幅偏
差が生じ、拡散符号間の直交性が崩れる。ここで、伝搬環境によっては、直交性の崩れか
たが大きくなる場合もある。例えば受信レベルが落ち込んでいるサブキャリアに、＋１の
符号か－１の符号のどちらかが偏っている場合は、直交性の崩れかたが大きくなる。
【０３６３】
この点に着目して、符号分割多重した信号に、符号分割多重した信号を１チップ以上シフ
トした符号分割多重信号を多重して送信する。そして受信側に、シフトさせない符号分割
多重信号を逆拡散する第１の逆拡散部に加えて、シフトさせた符号分割多重信号を逆拡散
する第２の逆拡散部を設ける。この第２の逆拡散部は、送信側で拡散符号をシフトしたチ
ップ数だけ相関器の係数をシフトさせた構成とすればよい。
【０３６４】
このようにすれば、シフトさせない符号分割信号とシフトさせた符号分割信号の両方とも
直交性の崩れ方が大きい場合は、確率的に少ないので、そのうちのいずれかの符号分割多
重信号の逆拡散値を選択すれば、誤り率特性の良い受信信号を得ることができる。
【０３６５】
この実施の形態では、信号多重数を他のサブキャリアより少なく設定したサブキャリアに
対して、符合分割多重した信号と、この符号分割多重した信号を１チップ以上シフトした
信号を多重するようにしている。これにより、信号多重数を少なくしたサブキャリアの誤
り率特性を一段と向上させることができる。
【０３６６】
図４６に、信号多重数を他のサブキャリアより少なく設定したサブキャリア♯ｍ＋１～♯
２ｍに対して、符合分割多重した信号と、この符号分割多重した信号を（サブキャリア /
２）チップだけシフトした信号を多重した場合の例を示す。図４６からも分かるように、
例えば（ｍ＋１）番目のサブキャリアには、時刻Ｔにおける複数の送信信号４ｋ＋１～ｎ
の１チップ目が符号分割多重されていると共に、時刻Ｔにおける複数の送信信号４ｋ＋１
～ｎの１チップ目をｍ／２チップだけシフトさせた符号分割多重信号が多重されている。
同様に、２ｍ番目のサブキャリアには、時刻Ｔにおける複数の送信信号４ｋ＋１～ｎのｍ
チップ目が符号分割多重されていると共に、時刻Ｔにおける複数の送信信号４ｋ＋１～ｎ
のｍチップ目をｍ／２チップだけシフトさせた符号分割多重信号が多重されている。
【０３６７】
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図４７に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示す。図２との対
応部分に同一符号を付して示す図４７において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置３４００の
送信系３４０１は、信号多重数の少ない符号分割多重信号Ｓ５を１チップ以上シフトさせ
るための手段の一例として、シリアルパラレル変換部（Ｓ／Ｐ）３４０２及びパラレルシ
リアル変換部（Ｐ／Ｓ）３４０３が設けられている。また元の符号分割多重信号Ｓ５と１
チップ以上シフトさせた符号分割多重信号を多重する多重手段として加算部３４０５が設
けられている。
【０３６８】
符号分割多重信号Ｓ５は、シリアルパラレル変換部３４０２によってパラレル信号とされ
、パラレルシリアル変換部３４０３によって信号の並べ替えを行うことによって拡散信号
を（サブキャリア／２）チップだけシフトさせる。
【０３６９】
次にＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置３４００の受信系３４１０について説明する。ＯＦＤＭ
－ＣＤＭＡ通信装置３４００は、同様の構成でなるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置から送信
されたＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信号をアンテナＡＮ及びアナログディジタル変換処理等の無線
受信処理を行う無線受信部（ＲＦ）１１４を介して高速フーリエ変換回路（ＦＦＴ）１１
１に入力する。ＦＦＴ１１１は入力信号に対して高速フーリエ変換処理を施すことにより
、各サブキャリアにより伝送された符号分割多重信号を得る。
【０３７０】
伝搬路補償回路１１２は、信号中に含まれる伝搬路推定用プリアンブル等の既知信号に基
づいて伝搬路で生じた位相変動等を補償する。伝搬路補償後の信号は逆拡散器１１３によ
り逆拡散されることにより、複数の送信信号の中から自局宛の受信信号が抽出される。
【０３７１】
また受信系３４１０には、符号分割多重した信号と、この符号分割多重した信号を１チッ
プ以上シフトした信号とを多重した信号から、符号分割多重した信号を逆拡散して受信信
号を得る第１の逆拡散部３４１１と、１チップ以上シフトした信号を逆拡散して受信信号
を得る第２の逆拡散部３４１２とが設けられている。
【０３７２】
すなわち第１の逆拡散部３４１１は、送信系３４０１の拡散部Ａ（４ｋ＋１）…Ａｎと同
様の拡散符号を用いた逆拡散処理を行い、一方、第２の逆拡散部３４１２は、拡散部Ａ（
４ｋ＋１）…Ａｎに対して（サブキャリア／２）だけシフトした拡散符号を用いた逆拡散
処理を行う。
【０３７３】
選択部３４１３は、２つの逆拡散結果のうち、相関レベルの大きい方を選択出力する。こ
れにより、直交性の崩れ方が小さい方の符号分割多重信号を選択的に取り出すことができ
る。なお選択の仕方は相関レベルに限定されず、例えば公知技術である位相尤度等に基づ
いて選択するようにしてもよい。
【０３７４】
以上の構成によれば、符号分割多重した信号と、この符号分割多重した信号を１チップ以
上シフトした符号分割信号とを多重し、この多重した符号分割信号を複数サブキャリアに
割り当てて送信するようにしたことにより、各サブキャリアが独立して変動を受けた場合
の誤り率特性を改善できる。
【０３７５】
なおこの実施の形態では、信号多重数を他のサブキャリアより少なく設定したサブキャリ
アに対して、符号分割した信号と、この符号分割した信号を１チップ以上シフトした信号
を多重するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らない。例えば回線品質
の悪いサブキャリアに対して、符号分割した信号と、この符号分割した信号を１チップ以
上シフトした信号を多重して、マルチキャリア送信すれば、回線品質の悪いサブキャリア
の誤り率を改善できるようになる。また全てのサブキャリアに対して、符号分割した信号
と、この符号分割多重した信号を１チップ以上シフトした信号を多重し、マルチキャリア
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送信するようにしてもよい。
【０３７６】
またこの実施の形態では、（サブキャリア／２）チップだけシフトさせた場合について述
べたが、これに限定されず、シフトするチップ数は任意に設定することができる。また多
重数も２波に限定されずに、任意に設定可能であることはいうまでもない。例えばシフト
させない符号分割信号と、（サブキャリア／３）チップだけシフトさせた符号分割信号と
、２×（サブキャリア／３）チップだけシフトさせた符号分割信号とを多重させ、マルチ
キャリア送信するようにしてもよい。
【０３７７】
（実施の形態３５）
本発明の実施の形態３５のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、実施の形態３４に対し
て、１チップ以上シフトした符号分割信号を多重する処理を、特定の送信信号についての
み行う点にある。これにより、信号多重数が比較的多い場合の誤り率特性を改善すること
ができる。
【０３７８】
ここで拡散符号とその拡散符号をシフトした信号は、必ずしも直交関係 (相互相関が０ )に
あるわけではない。このため、信号多重数が多くなるにつれて、１チップ以上シフトした
符号分割信号を多重すると、干渉成分が大きくなり、逆に誤り率特性が劣化する場合もあ
る。
【０３７９】
これを考慮して、この実施の形態では、１チップ以上シフトした符号分割信号を多重する
のは、特定ユーザへの送信信号に限定するようにした。この特定ユーザとしては、例えば
基地局から遠く離れて、受信レベルが低いユーザ等を選択すればよい。これにより、送信
信号全体を見た場合の誤り率特性を劣化させることなく、特定ユーザへの送信信号の誤り
率特性を向上させることができる。
【０３８０】
図４８に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示す。ＯＦＤＭ－
ＣＤＭＡ通信装置３５００の送信系３５０１では、送信信号ｎに対してのみ、シリアルパ
ラレル変換部（Ｓ／Ｐ）３５０２及びパラレルシリアル変換部（Ｐ／Ｓ）３５０３により
符号分割信号を１チップ以上シフトさせ、加算部３５０４によりシフト前の符号分割信号
とシフト後の符号分割信号とを多重するようになっている。
【０３８１】
受信系３５１０には、符号分割した信号と、この符号分割した信号を１チップ以上シフト
した信号とを多重した信号から、符号分割した信号を逆拡散して受信信号を得る第１の逆
拡散部３５１１と、１チップ以上シフトした信号を逆拡散して受信信号を得る第２の逆拡
散部３５１２とが設けられている。
【０３８２】
すなわち第１の逆拡散部３５１１は、送信系３５０１の拡散部Ａｎと同様の拡散符号を用
いた逆拡散処理を行い、一方、第２の逆拡散部３５１２は、拡散部Ａｎに対して所定チッ
プ分（例えばサブキャリア／２）だけシフトした拡散符号を用いた逆拡散処理を行う。
【０３８３】
選択部３５１３は、２つの逆拡散結果のうち、相関レベルの大きい方を選択出力する。こ
れにより、直交性の崩れ方が小さい方の符号分割多重信号を選択的に取り出すことができ
る。なお選択の仕方は相関レベルに限定されず、例えば公知技術である位相尤度等に基づ
いて選択するようにしてもよい。
【０３８４】
以上の構成によれば、１チップ以上シフトした符号分割信号を多重する処理を、特定の送
信信号についてのみ行うようにしたことにより、送信信号全体を見た場合の誤り率特性の
劣化を抑制して、特定の送信信号の誤り率特性を向上させることができる。
【０３８５】
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なおこの実施の形態では、１チップ以上シフトした符号分割信号を多重する処理を１つの
特定の送信信号ｎに限定して行う場合について述べたが、これに限定されず、任意に設定
可能であることはいうまでもない。また特定の送信信号に対しては他の送信信号よりも、
１チップ以上シフトした符号分割信号の多重数を多く設定することも可能である。例えば
特定の送信信号については、それぞれシフトチップ数の異なる４つの符号分割信号を多重
し、他の送信信号についてはそれぞれシフトチップ数の異なる２つの符号分割信号を多重
するようにしてもよい。
【０３８６】
（実施の形態３６）
本発明の実施の形態３６のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、実施の形態３４、３５
の受信時において、符号分割多重信号を逆拡散した信号と、１チップ以上シフトした符号
分割多重信号を逆拡散した信号とを合成することで受信信号を得るようにした点にある。
これにより、実施の形態３４、３５よりもさらに誤り率特性を改善することができる。
【０３８７】
つまり、実施の形態３４、３５では、受信系に、選択部３４１３（図４７）、３５１３（
図４８）を設けることで選択ダイバーシチを行う場合について述べたが、この実施の形態
では、合成ダイバーシチを行うことで受信信号を得るようになっている。これにより、合
成ダイバーシチは選択ダイバーシチと比較すると、１ｄＢ～１．５ｄＢ誤り率特性が改善
されるので、誤り率特性の向上した受信信号を得ることができる。
【０３８８】
図４９に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の受信系の構成を示す。図
４８との対応部分に同一符号を付して示す図４９において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置
３６００の受信系３６０１には、符号分割多重した信号を逆拡散して受信信号を得る第１
の逆拡散部３６０２と、１チップ以上シフトした信号を逆拡散して受信信号を得る第２の
逆拡散部３６０３とが設けられている。
【０３８９】
加えて、受信系３６０１には、２つの逆拡散部３６０２、３６０３より出力された相関出
力を合成する合成部３６０４が設けられている。ここで合成部３６０４の合成方法として
は等利得合成や最大比合成等のように任意の合成方法を用いることができる。
【０３９０】
以上の構成によれば、符号分割多重信号を逆拡散した信号と、１チップ以上シフトした符
号分割多重信号を逆拡散した信号とを合成するようにしたことにより、実施の形態３４、
３５よりもさらに誤り率特性の良い受信信号を得ることができる。
【０３９１】
（実施の形態３７）
本発明の実施の形態３７のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、既知信号のみ、１チッ
プ以上シフトした符号分割信号と元の符号分割信号を多重する点にある。これにより、既
知信号と符号分割多重される他の送信信号の誤り率特性を劣化させることなく、既知信号
の誤り率特性を向上させることができる。ここで既知信号は、例えば実施の形態９で述べ
たようにセル識別のために用いてもよく、さらには伝搬路推定のための信号として用いて
もよく、種々の用途に用いることができる。この実施の形態では、このように種々の用途
に用いられる既知信号に対して、元の符号分割信号に１チップ以上シフトした符号分割信
号を多重するようにしたことにより、既知信号の誤り率特性を向上させることができ、セ
ル識別の精度や受信信号の品質を向上させることができるようになる。
【０３９２】
ここで実施の形態３５でも説明したように、拡散符号とその拡散符号をシフトした信号は
、必ずしも直交関係 (相互相関が０ )にあるわけではない。このため、信号多重数が多くな
るにつれて、１チップ以上シフトした符号分割信号を多重すると、干渉成分が大きくなり
、逆に誤り率特性が劣化する場合もある。
【０３９３】
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これを考慮して、この実施の形態では、１チップ以上シフトした符号分割信号を多重する
のは、既知信号に限定するようにした（送信信号４ｋ＋１…ｎに対してはこの処理を行わ
ない）。これにより、送信信号全体を見た場合の誤り率特性を劣化させることなく、既知
信号の誤り率特性を向上させることができる。この結果、例えば、既知信号を用いてセル
識別を行う場合には、セル識別精度を向上させることができる。
【０３９４】
図５０に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示す。図
４８との対応部分に同一符号を付して示す図５０において、この実施の形態のＯＦＤＭ－
ＣＤＭＡ通信装置３７００の送信系３７０１では、既知信号に対してのみ、シリアルパラ
レル変換部（Ｓ／Ｐ）３７０２及びパラレルシリアル変換部（Ｐ／Ｓ）３７０３により符
号分割信号を１チップ以上シフトさせ、加算部３７０４によりシフト前の符号分割信号と
シフト後の符号分割信号とを多重するようになっている。
【０３９５】
以上の構成によれば、既知信号のみ、１チップ以上シフトした符号分割信号と元の符号分
割信号を多重して、他の符号分割信号と多重して送信するようにしたことにより、既知信
号と符号分割多重される他の送信信号４ｋ＋１…ｎの誤り率特性を劣化させることなく、
既知信号の誤り率特性を向上させることができる。この処理によれば、特に加算部Ｂ５に
より多重される信号多重数が多い場合に、既知信号の誤り率を有効に向上させることがで
きる。
【０３９６】
なおこの実施の形態では、既知信号のみ、１チップ以上シフトした符号分割信号と元の符
号分割信号を多重するようにした場合について述べたが、既知信号に対しては他の送信信
号４ｋ＋１…ｎよりも、１チップ以上シフトした符号分割信号の多重数を多く設定するこ
とも可能である。例えば既知信号については、それぞれシフトチップ数の異なる４つの符
号分割信号を多重し、他の送信信号４ｋ＋１…ｎについてはそれぞれシフトチップ数の異
なる２つの符号分割信号を多重するようにしてもよい。
【０３９７】
（実施の形態３８）
本発明の実施の形態３８のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、フレームの先頭のみ、
１チップ以上シフトした符号分割信号と元の符号分割信号を多重する点にある。これによ
り、拡散符号数を増やしたり、既知信号数を増やすことなく、受信側でのフレーム同期検
出処理を行うことができるようになる。
【０３９８】
拡散符号数は有限であるため、挿入する既知信号の種類はできるだけ少なくする必要があ
る。これを考慮して、この実施の形態では、フレームの先頭のみ、１チップ以上シフトし
た符号分割信号と元の符号分割信号を多重するようにした。このようにすれば、受信側で
は、相関ピークの数に基づいてフレーム同期検出ができるようになる。具体的には、フレ
ームの先頭のみ、１チップ以上シフトした符号分割信号と元の符号分割信号が多重されて
いるので、逆拡散後の信号において、フレームの先頭でのみ複数の相関ピークが現れるよ
うになる。受信側ではこの複数の相関ピークが現れるタイミングを検出することでフレー
ム同期検出を行うようにすればよい。
【０３９９】
図５１に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示す。図
５０との対応部分に同一符号を付して示す図５１において、この実施の形態のＯＦＤＭ－
ＣＤＭＡ通信装置３８００の送信系３８０１では、シリアルパラレル変換部（Ｓ／Ｐ）３
８０２及びパラレルシリアル変換部（Ｐ／Ｓ）３８０３により、既知信号の符号分割信号
を１チップ以上シフトさせ、これをスイッチ３８０４を介してフレームの先頭でのみ加算
器３８０５に供給する。これにより、フレームの先頭のみ、１チップ以上シフトした符号
分割信号と元の符号分割信号が多重された信号が得られる。
【０４００】
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（実施の形態３９）
本発明の実施の形態３９によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、符号分割した信号
とこの符号分割した信号を１チップ以上シフトした信号とを多重し、この符号分割多重し
た信号を複数サブキャリアに割り当てて送信するのに加えて、前記シフトするチップ数を
可変とした点にある。これにより、実施の形態３４での効果に加えて、バースト誤りを防
止することができるようになる。
【０４０１】
ここで実施の形態３５で説明したように、１チップ以上シフトした符号分割信号を多重す
る処理を特定の送信信号（以下これをユーザと呼ぶ）についてのみ行った場合について考
える。マルチパス環境下では拡散符号間の直交性の崩れ方が大きいユーザも存在する。こ
こで伝搬環境の変動速度が遅い場合、拡散符号間の直交性の崩れ方が大きい状態が長く続
くユーザも存在し、このユーザは誤りが連続して生じる (一般にバースト誤りと呼ばれる )
場合がある。
【０４０２】
これを考慮して、この実施の形態では、例えば送信するシンボル毎に、シフトするチップ
数を変化させるようにする。これにより、拡散符号間の直交性の崩れ方が大きい状態が長
く続くユーザが生じることを防ぐことができる。この結果、バースト誤りが生じる可能性
を格段に低減することができる。
【０４０３】
図５２に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示す。図
４８との対応部分に同一符号を付して示す図５２において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置
３９００の送信系３９０１では、シリアルパラレル変換部（Ｓ／Ｐ）３９０２及びパラレ
ルシリアル変換部（Ｐ／Ｓ）３９０３によって、送信信号ｎの符号分割信号を１チップ以
上シフトさせ、加算部３９０４によりシフト前の符号分割信号とシフト後の符号分割信号
とを多重する。
【０４０４】
これに加えて、送信系３９０１には送信信号ｎのシンボル数をカウントするカウンタ３９
０５が設けられており、パラレルシリアル変換部３９０３はカウンタ３９０５のカウント
値に応じて信号の並べ替えを行うことによって拡散信号をカウント値に応じた分だけシフ
トさせる。ここでカウンタ３９０５として例えばシンボル数を４つまでカウントし、シン
ボル数が５になったらリセットするカウンタを用いれば、４種類のシフト量を設定するこ
とができる。
【０４０５】
以上の構成によれば、符号分割した信号とこの符号分割した信号を１チップ以上シフトし
た信号とを多重し、この符号分割多重した信号を複数サブキャリアに割り当てて送信する
のに加えて、シフトするチップ数を可変としたことにより、誤り率特性を向上できるのに
加えて、バースト誤りが生じる確率を低減することができる。
【０４０６】
なおこの実施の形態では、符号分割した信号とこの符号分割した信号をシンボルに応じた
チップ数だけシフトさせた信号とを多重し、この多重した信号を複数サブキャリアに割り
当てて送信する処理を、特定の送信信号ｎに対してのみ行った場合について述べたが、本
発明はこれに限らず、例えば既知信号に対して同様の処理を行ってもよく、また複数の信
号に対して同様の処理を行うようにしてもよい。またシフト量を変える周期は、シンボル
毎に行う場合に限らず、例えばドップラ周波数に応じてシフト量を変える周期を選定して
もよく、さらには予め決めた周期でシフト量を変える等、種々の方法を適用できる。
【０４０７】
（実施の形態４０）
本発明の実施の形態４０のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、符号分割した信号に多
重する、符号分割した信号を１チップ以上シフトした信号の多重数を可変とする点にある
。これにより、他のユーザの誤り率特性の低下を抑制した状態で、特定のユーザの誤り率
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特性を有効に向上させることができる。
【０４０８】
符号分割した信号に多重する、符号分割した信号を１チップ以上シフトした信号の多重数
が多い方ほど、品質の悪いユーザ (多重しないと必要な品質を得るのが困難なユーザ（例
えば図５３の送信信号ｎを受け取るユーザ） )にとっては品質改善の点で良い効果が得ら
れる。
【０４０９】
しかし、その他のユーザ (多重しなくても、必要な品質が十分得られるユーザ（例えば送
信信号４ｋ＋１…ｎ－１を受け取るユーザ） )にとっては、干渉成分がそれだけ増大する
ため、必要以上に多重数は多くしない方がよい。
【０４１０】
この点に着目して、符号分割した信号に多重する、符号分割した信号を１チップ以上シフ
トした信号の多重数を状況に応じて適宜選定することにより、他のユーザの誤り率特性の
低下を抑制した状態で、特定のユーザの誤り率特性を有効に向上させることができるよう
になされている。
【０４１１】
この実施の形態では、例えば最も品質の悪いユーザの品質情報 (例えばＲＳＳＩ（ Receive
d Signal Strength Indicator） )によって、多重数を変化させる。
【０４１２】
図５３に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示す。実
施の形態３５で説明した図４８との対応部分に同一符号を付して示す図５３において、Ｏ
ＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置４０００の送信系４００１には、シリアルパラレル変換部（Ｓ
／Ｐ）４００２の後段にそれぞれシフトさせるチップ数の異なる複数のパラレルシリアル
変換部（Ｐ／Ｓ）４００３Ａ～４００３Ｃが設けられている。例えばパラレルシリアル変
換部４００３Ａは２チップ分シフトさせた符号分割信号を形成し、パラレルシリアル変換
部４００３Ｂは４チップ分シフトさせた符号分割信号を形成し、パラレルシリアル変換部
４００３Ｃは６チップ分シフトさせた符号分割信号を形成するようになっている。
【０４１３】
各パラレルシリアル変換部４００３Ａ～４００３Ｃにより形成されたシフト量の異なる符
号分割信号は選択部４００４に入力される。また選択部４００４には、送信信号ｎを送信
するユーザの回線品質情報（ＲＳＳＩ等）を所定のしきい値と比較する大小比較部４００
６により得られた比較結果が入力される。
【０４１４】
選択部４００４は、比較結果に基づいて、回線品質が悪いほど多くの符号分割信号を選択
出力する。例えば回線品質が非常に良い場合には何も出力せず、少し悪い場合にはパラレ
ルシリアル変換部４００３Ａからの入力のみを出力し、非常に悪い場合には全てのパラレ
ルシリアル変換部４００３Ａ～４００３Ｃからの入力を出力する。
【０４１５】
これにより、加算器４００５では、回線品質に応じて１チップ以上シフトした信号の多重
数が異なる符号分割多重信号が得られる。そしてさらにこの符号分割多重信号が加算器Ｂ
５により、他のユーザ宛の符号分割信号と符号分割多重される。
【０４１６】
以上の構成によれば、符号分割した信号に多重する、符号分割した信号を１チップ以上シ
フトした信号の多重数を可変としたことにより、他のユーザの誤り率特性の低下を抑制し
た状態で、特定のユーザの誤り率特性を有効に向上させることができる。
【０４１７】
（実施の形態４１）
本発明の実施の形態４１のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、符号分割した信号に多
重する、符号分割した信号を１チップ以上シフトした信号の多重数を、この信号に符号分
割多重する他の信号の符号多重数によって適応的に変化させるようにした点にある。これ
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により、他のユーザの誤り率特性の低下を抑制した状態で、特定のユーザの誤り率特性を
有効に向上させることができる。
【０４１８】
ここで実施の形態３５でも説明したように、拡散符号とその拡散符号をシフトした信号は
、必ずしも直交関係 (相互相関が０ )にあるわけではない。このため、信号多重数が多くな
るにつれて、１チップ以上シフトした符号分割信号を多重すると、干渉成分が大きくなり
、逆に誤り率特性が劣化する場合もある。
【０４１９】
これを考慮して、この実施の形態では、符号分割した信号に多重する、符号分割した信号
を１チップ以上シフトした信号の多重数を、符号多重数（図５４の加算器Ｂ５により符号
分割多重される送信信号４ｋ＋１～ｎの数）によって適応的に変化させるようにした。具
体的には、符号多重数が少ない場合は多重数を多めにし、符号多重数が多い場合は多重数
を少なめにする。これにより、他のユーザへの送信信号４ｋ＋１…ｎ－１の誤り率特性の
低下を抑制した状態で、特定のユーザへの送信信号ｎの誤り率特性を有効に向上させるこ
とができるようになる。
【０４２０】
図５４に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示す。図
５３との対応部分に同一符号を付して示す図５４において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置
４１００の送信系４１０１には、図示しない制御部からの多重数（加算器Ｂ５により符号
分割多重される送信信号４ｋ＋１～ｎの数）を示す情報と、所定のしきい値との大小を比
較する大小比較部４１０２が設けられている。
【０４２１】
選択部４１０３は、比較結果に基づいて、多重数が少ないほど多くの符号分割信号を選択
出力する。例えば多重数が多い場合にはパラレルシリアル変換部４００３Ａからの入力の
みを出力し、少ない場合には全てのパラレルシリアル変換部４００３Ａ～４００３Ｃから
の入力を出力する。これにより、加算器４００５では、加算器Ｂ５で多重される多重数に
応じて、１チップ以上シフトした信号の多重数が異なる符号分割多重信号が得られる。
【０４２２】
以上の構成によれば、符号分割した信号に多重する、符号分割した信号を１チップ以上シ
フトした信号の多重数を、この信号（送信信号ｎ）に符号分割多重する他の信号（送信信
号４ｋ＋１…ｎ－１）の符号多重数によって適応的に変化させるようにしたことにより、
他のユーザの誤り率特性の低下を抑制した状態で、特定のユーザの誤り率特性を有効に向
上させることができる。
【０４２３】
（実施の形態４２）
本発明の実施の形態４２によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、符号分割した信号
とこの符号分割した信号を１チップ以上シフトした信号とを多重するにあたって、シフト
するチップ数を通信相手のセルによって変化させるようにした点にある。これにより、通
信相手局ではシフトされているチップ数を検出することにより、自局の所属するセルを識
別することができるようになる。この結果、識別可能なセル数を一段と増加させることが
できる。
【０４２４】
ここでシフトするチップ数を変化させた場合、受信側では、受信時の相関ピークが出るタ
イミング (相関器の係数のチップのシフト数 )が異なる。このため、送信側でシフトするチ
ップ数をセルによって変化させれば、受信側では相関ピークのタイミングを用いてセル識
別を行うことができるようになる。これにより、識別可能なセル数を増加させることがで
きる。
【０４２５】
図５５に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示す。実
施の形態３５で説明した図４８との対応部分に同一符号を付して示す図５５において、Ｏ
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ＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置４２００の送信系４２０１では、シリアルパラレル変換部（Ｓ
／Ｐ）４２０２及びパラレルシリアル変換部（Ｐ／Ｓ）４２０３によって、図示しない制
御部からのセル識別を示す情報に応じたチップ数だけ符号分割信号をシフトさせ、加算部
４２０４によってシフト前の符号分割信号とシフト後の符号分割信号とを多重するように
なっている。
【０４２６】
これにより、送信信号ｎを受信する相手局では、拡散部Ａｎと同様の拡散符号を用いて受
信信号を逆拡散したときの相関ピークのタイミングを検出し、このタイミングに基づいて
セル識別を行うことができるようになる。
【０４２７】
以上の構成によれば、符号分割した信号とこの符号分割した信号を１チップ以上シフトし
た信号とを多重するにあたって、シフトするチップ数を通信相手のセルによって変化させ
るようにしたことにより、識別可能なセル数を一段と増加させることができる。
【０４２８】
（実施の形態４３）
本発明の実施の形態４３によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、上述した実施の形
態３８ではフレームの先頭のみ１チップ以上シフトした符号分割信号と元の符号分割信号
を多重したのに対して、フレーム全体に亘って１チップ以上シフトした符号分割信号と元
の符号分割信号を多重しかつフレームの先頭のみシフトするチップ数を変えるようにした
点にある。これにより、実施の形態３８での効果に加えて、誤り率特性を一段と向上させ
ることができるようになる。
【０４２９】
実施の形態３８では、フレームの先頭のみ１チップ以上シフトした符号分割信号と元の符
号分割信号を多重したので、拡散符号数を増やしたり、既知信号数を増やすことなく、受
信側でのフレーム同期検出処理を行うことができるようになる。しかし、１チップ以上シ
フトした符号分割信号と元の符号分割信号を多重することによる誤り率特性の改善効果は
期待できない。
【０４３０】
そこで、この実施の形態では、フレーム全体に亘って１チップ以上シフトした符号分割信
号と元の符号分割信号を多重し、フレームの先頭だけシフトするチップ数を変えることに
より、フレーム同期検出を行うことができ、かつ誤り率特性の改善効果も得ることができ
るようになされている。
【０４３１】
図５６に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示す。実
施の形態４２で説明した図５５との対応部分に同一符号を付して示す図５６において、Ｏ
ＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置４３００の送信系４３０１では、シリアルパラレル変換部（Ｓ
／Ｐ）４３０２及びパラレルシリアル変換部（Ｐ／Ｓ）４３０３によって、図示しない制
御部からのフレーム先頭を示す情報に応じて、符号分割信号を適応的にシフトさせる。具
体的には、フレーム先頭においてシフトさせるチップ数とフレーム先頭以外においてシフ
トさせるチップ数を異なるようにする。このようにシフトされた符号分割信号と元の符号
分割信号が加算器４３０４により多重される。
【０４３２】
以上の構成によれば、フレーム全体に亘って１チップ以上シフトした符号分割信号と元の
符号分割信号を多重しかつフレームの先頭のみシフトするチップ数を変えるようにしたこ
とにより、フレーム同期検出を行うことができ、かつ当該フレームの誤り率特性を向上さ
せることができる。
【０４３３】
（実施の形態４４）
本発明の実施の形態のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、伝搬路推定用プリアンブル
の挿入間隔を、サブキャリア毎に独立に設定するようにした点にある。これにより、伝送
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効率をほとんど低下させずに、高速移動を行うユーザ等の伝搬路変動が大きいユーザの誤
り率特性を向上させることができる。
【０４３４】
移動速度が速くなるにつれて、伝搬路変動速度が速くなるため、誤り率特性劣化が大きく
なる。ここで高速移動を行うユーザの謝り率特性の劣化を防ぐために、伝搬路推定用プリ
アンブルの挿入間隔を短くする方法がある。しかし、伝搬路推定用プリアンブルはデータ
ではないため、挿入する数を多くするほど伝送効率が低下するという問題が生じる。
【０４３５】
この点を考慮して、この実施の形態では、図５７に示すように、多重数を少なく設定した
サブキャリアにおいては、伝搬路推定用プリアンブルの挿入間隔を短くし、高速移動を行
うユーザはこのサブキャリアに割り当てる。ここで、多重数を少なく設定したサブキャリ
ア以外のサブキャリアにおいては、伝搬路推定用プリアンブルの挿入間隔は短くしないた
め、伝送効率の低下を防ぐことが可能となる。これにより、伝送効率をほとんど低下させ
ずに、高速移動を行うユーザの誤り率特性の劣化を防ぐことができる。
【０４３６】
図５８に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示す。実
施の形態１で説明した図１との対応部分に同一符号を付して示す図５８において、この実
施の形態のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置４４００の送信系４４０１には、信号多重数を多
くしたサブキャリアの信号に対して伝搬路推定用プリアンブルを配置する手段としてのパ
ラレルシリアル変換部（Ｐ／Ｓ）４４０２が設けられていると共に、信号多重数を少なく
したサブキャリアの信号に対して伝搬路推定用プリアンブルを配置する手段としてのパラ
レルシリアル変換部（Ｐ／Ｓ）４４０３が設けられている。
【０４３７】
パラレルシリアル変換部（Ｐ／Ｓ）４４０２は伝搬路推定用プリアンブルの挿入間隔を短
くせず、一方、パラレルシリアル変換部（Ｐ／Ｓ）４４０３は伝搬路推定用プリアンブル
の挿入間隔を短くして、つまりそれぞれ図５７に示すように伝搬路推定用プリアンブルを
配置して、伝搬路プリアンブル配置後の信号を続くパラレルシリアル変換部（Ｐ／Ｓ）１
０２に送出する。
【０４３８】
以上の構成によれば、伝搬路推定用プリアンブルの挿入間隔をサブキャリア毎に独立に設
定するようにしたことにより、伝送効率をほとんど低下させずに、特定の送信信号の誤り
率特性を向上させることができる。
【０４３９】
なおこの実施の形態では、信号多重数を少なく設定したサブキャリアの伝搬路推定用プリ
アンブルの挿入間隔を短くすることにより、信号多重数を少なく設定したサブキャリアに
より送信される信号の誤り率特性をさらに向上させるようにしたが、伝搬路推定用プリア
ンブルの挿入間隔を短くするサブキャリアは信号多重数を少なく設定したサブキャリアに
限らず、伝搬路変動の状況に応じて適宜変えるようにしてもよい。
【０４４０】
（実施の形態４５）
本発明の実施の形態４５によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、信号多重数を少な
く設定したサブキャリアの変調方式として差動変調方式を用いるようにした点にある。こ
れにより、高速移動を行うユーザの誤り率特性を一段と向上させることができる。
【０４４１】
高速な伝搬路変動に強い復調方式として、遅延検波方式がある。遅延検波方式では、１シ
ンボル前のデータとの位相差を復調結果とするため、１シンボル分の回線変動分しか影響
しないためである。ここで、遅延検波を行うためには、変調方式として、ＤＱＰＳＫのよ
うな差動変調方式を使用する必要があるため、１６ＱＡＭのような多値変調方式には適用
できない。したがって、全サブキャリアに対して遅延検波を行うと、伝送効率が低下する
という問題がある。
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【０４４２】
しかし、高速移動を行うユーザのみ、差動変調を行うようにすれば、伝送効率をほとんど
低下させずに、高速移動を行うユーザ誤り率特性の劣化をさらに防ぐことができる。
【０４４３】
図５９に、この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示す。図
２との対応部分に同一符号を付して示す図５９において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置４
５００の送信系４５０１には、送信信号１～ｎに対して変調処理を行う複数の変調回路Ｆ
１～Ｆ（４ｋ）、Ｇ（４ｋ＋１）～Ｇｎが設けられている。
【０４４４】
このうち信号多重数の少ない送信信号４ｋ＋１～ｎに対応する変調回路Ｇ（４ｋ＋１）～
Ｇｎは差動変調 (例えばＤ８ＰＳＫ、ＤＱＰＳＫ )を行うようになされており、これに対し
て信号多重数の多い送信信号に対応する変調回路Ｆ１～Ｆ（４ｋ）は例えば１６ＱＡＭの
ような差動変調以外の変調を行うようになされている。
【０４４５】
受信系４５１０では、ＦＦＴ後の信号を、パラレルシリアル変換器（Ｓ／Ｐ）４５１１に
より多重数の多い信号と多重数の少ない信号とに分け、このうち多重数の多い信号は伝搬
路補償部４５１２及び逆拡散器４５１３を介して復元され受信信号とされる。一方、多重
数の少ない信号は遅延検波部４５１４により遅延検波が行われた後、逆拡散器４５１５に
より復元され受信信号とされる。ここで遅延検波自体は公知技術のため説明は省略する。
【０４４６】
かくして、信号多重数の少ないサブキャリアに割り当てられる送信信号に対してのみ差動
変調を行い、受信側で遅延検波処理を施すようにしたことにより、伝送効率をほとんど低
下させずに、高速移動を行うユーザの誤り率特性の劣化をさらに防ぐことができる。
【０４４７】
なおこの実施の形態では、多重数を少なく設定したサブキャリアは、固定的に差動変調方
式を用いる場合について示したが、本発明はこれに限らず、多重数を少なく設定したサブ
キャリアの変調方式を、差動変調とそれ以外の変調方式とを適応的に切り替えることも可
能であることは言うまでも無い。例えば、移動速度 (例えば、今回の回線推定結果と前回
の回線推定結果との差分を用いることも可能 )によって、多重数を少なく設定したサブキ
ャリアの変調方式を、差動変調とそれ以外の変調方式とを適応的に切り替えることも可能
である。
【０４４８】
（実施の形態４６）
本発明の実施の形態４６によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、ＯＦＤＭ－ＣＤＭ
Ａ方式を用いた送信を行う場合に、拡散した信号を周波数軸方向に配置したサブキャリア
と、拡散した信号を周波数軸方向と時間軸方向の両方に配置したサブキャリアとを形成し
、それらを同時に送信するようにしたことである。
【０４４９】
この実施の形態では、各サブキャリア個別に信号多重数を設定する。そして図１に示すよ
うに、５つのサブキャリアグループのうち１つのサブキャリアグループＧ１については、
信号多重数を少なくする（図１の網掛けで示したサブキャリアグループ）。
【０４５０】
加えて、この実施の形態では、このサブキャリアグループＧ１については、拡散処理後の
チップを周波数軸方向と時間軸方向の両方に配置する。これに対して、他のサブキャリア
グループについては、拡散処理後のチップを周波数軸方向と時間軸方向の両方に配置する
。
【０４５１】
この結果、５つのサブキャリアグループのうち、サブキャリアグループＧ１を除く他のサ
ブキャリアグループについては周波数利用効率を全く落とすことなく、サブキャリアグル
ープＧ１についての誤り率特性を向上させることができる。これにより周波数利用効率と
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誤り率特性を両立させることができる。
【０４５２】
この実施の形態の場合、サブキャリアグループＧ１には、例えば距離が遠い無線局やＳＩ
Ｒ（ Signal to Interference Ratio）の悪い無線局のように、回線品質が悪い送信相手に
対する信号を配置する。これにより、周波数利用効率をほとんど低下させずに、回線品質
の悪い通信相手の誤り率特性を向上させることが可能となる。
【０４５３】
またサブキャリアグループＧ１については、拡散処理後のチップを周波数軸方向と時間軸
方向の両方に配置するようにしているので、このサブキャリアグループＧ１に配置される
拡散信号の拡散比を、他のグループに配置される拡散信号の拡散比よりも大きくしても、
他のサブキャリアグループの周波数帯域が少なくなることを防ぐことができる。
【０４５４】
因みに、この実施の形態では、サブキャリアグループＧ１以外のサブキャリアグループの
拡散比をサブキャリア数の１／５とし、サブキャリアグループＧ１の拡散比を他のグルー
プの２倍に設定している。しかし、この拡散比はこれに限定されず、各サブキャリアグル
ープで独立に設定することができる。
【０４５５】
次にこの実施の形態のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の具体的構成例を、図６０を用いて説
明する。ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置４６００送信系４６０１は、ｎ個の送信信号１～ｎ
を５つのグループに分け、各グループ内の送信信号を同一の複数サブキャリアに周波数軸
方向、又は周波数軸方向及び時間軸方向の両方（いわゆる二次元拡散）に拡散してＯＦＤ
Ｍ－ＣＤＭＡ信号を形成するようになっている。
【０４５６】
実際上、送信系４６０１では、各送信信号１～ｎをそれぞれ異なる拡散符号を用いてチッ
プ単位に拡散する拡散器Ａ１～Ａｎに入力する。ここで拡散器Ａ（４ｋ＋１）～Ａｎの拡
散比は、他の拡散器Ａ１～Ａ（４ｋ）の拡散比よりも大きな値に設定されている。例えば
、上述したように、拡散器Ａ（４ｋ＋１）～Ａｎの拡散比はサブキャリア数の１／５に設
定され、Ａ１～Ａ（４ｋ）の拡散比はその２倍に設定している。
【０４５７】
拡散後の信号は、グループ数（この実施の形態の場合、５グループ）分だけ設けられた加
算器Ｂ１～Ｂ５により多重されることにより、所定グループ数の符号分割多重信号Ｓ１～
Ｓ５とされる。
【０４５８】
ここで送信系４６０１においては、各加算器Ｂ１～Ｂ４ではそれぞれｋ個の送信信号が多
重された符号分割多重信号Ｓ１～Ｓ４を形成するのに対して、加算器Ｂ５ではｋ個よりも
少ない送信信号が多重された符号分割多重信号Ｓ５を形成するようになっている。つまり
加算器Ｂ５により符号分割多重される送信信号（４ｋ＋１）～ｎの信号数（ｎ－４ｋ）は
、１＜（ｎ－４ｋ）＜ｋとなるように選定されている。
【０４５９】
各加算器Ｂ１～Ｂ５により得られた符号分割多重信号Ｓ１～Ｓ５は、拡散信号割り当て手
段としてのパラレルシリアル変換器（Ｐ／Ｓ）４６０２に入力される。パラレルシリアル
変換器４６０２は、符号分割多重信号Ｓ１～Ｓ５を所定の順序に並べ替えてシリアル信号
Ｓ６として出力する。因みに、この実施の形態では、この並べ替え順序によって各符号分
割多重信号Ｓ１～Ｓ５が、図１のどのサブキャリアグループに配置されるかが決定される
と共に、周波数軸方向のみに配置されるか又は周波数軸方向と時間軸方向の両方に配置さ
れるかが決定される。
【０４６０】
この実施の形態では、信号多重数が少なくされ、かつ拡散比が大きく設定された符号分割
多重信号Ｓ５が周波数軸方向と時間軸方向の両方に配置され、他の符号分割多重信号Ｓ１
～Ｓ４は周波数軸方向に配置されるようになされている。
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【０４６１】
パラレルシリアル変換器４６０２から出力されたシリアル信号Ｓ６は、逆高速フーリエ変
換回路（ＩＦＦＴ）１０３に入力される。逆高速フーリエ変換回路１０３はシリアル信号
Ｓ６に対して各符号分割多重信号Ｓ１～Ｓ５毎に逆高速フーリエ変換処理を施すことによ
り、拡散後のチップを互いに直交関係にある複数のサブキャリアに振り分けて配置させる
。
【０４６２】
このとき、あるサブキャリアグループには例えば加算器Ｂ１により符号分割多重された符
号分割多重信号Ｓ１が周波数領域拡散されて配置され、図１のサブキャリアグループＧ１
には加算器Ｂ５により符号分割多重化された符号分割多重信号Ｓ５が周波数軸方向及び時
間軸方向の両方に拡散されて配置される。
【０４６３】
このようにして、サブキャリアグループＧ１に、周波数軸方向及び時間軸方向の両方に拡
散された拡散信号を配置し、他のサブキャリアグループに、周波数軸方向に拡散された拡
散信号を配置したＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信号Ｓ７を形成できる。そして得られたＯＦＤＭ－
ＣＤＭＡ信号Ｓ７がディジタルアナログ変換処理や信号増幅等の無線送信処理を行う無線
送信部（ＲＦ）１０４及びアンテナＡＮを介して送信される。
【０４６４】
図６１に、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置４６００により形成されるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信
号Ｓ７の一例を示す。この図からも分かるように、周波数軸方向と時間軸方向の両方に拡
散した信号を配置する符号分割多重信号は、時間軸方向にも配置される (すなわち、拡散
された信号は、複数のシンボルに亘って配置される )。
【０４６５】
以上の構成において、拡散信号が周波数軸方向と時間軸方向の両方に配置されたサブキャ
リアグループＧ１を設けたことにより、このサブキャリアグループＧ１に配置される拡散
信号の拡散比を大きくしても他のサブキャリアグループの周波数帯域が少なくなることを
防ぐことができる。
【０４６６】
また拡散信号が周波数軸方向に配置されたサブキャリアグループを設けたことにより、全
てのサブキャリアを拡散信号が周波数軸方向と時間軸方向の両方に配置されたものとする
場合と比較して、何のデータも送信しないサブキャリアが生じて帯域を無駄にしてしまう
ことを防ぐことができる。
【０４６７】
さらに拡散信号が周波数軸方向と時間軸方向の両方に配置されたサブキャリアグループＧ
１の送信信号４ｋ＋１～ｎの多重数を他のサブキャリアグループの信号多重数よりも少な
くしたことにより、伝搬路上での符号間干渉が小さくなるので、拡散した信号を周波数軸
方向と時間軸方向の両方に配置したサブキャリアに重畳された信号の誤り率特性を一段と
向上させることができる。
【０４６８】
この結果、サブキャリア全体で信号多重数や、拡散方向を一律に決める（例えば全てのサ
ブキャリアで拡散信号を周波数軸方向と時間軸方向の両方に配置するように決める）場合
と比較して、例えば重要情報を表したり、誤り率を向上させたい送信信号（４ｋ＋１）～
ｎは、周波数軸方向と時間軸方向の両方に拡散しかつ信号多重数の少ないサブキャリアに
配置し、誤り率をそれほど向上させなくても良い送信信号１～ｋ、………、（３ｋ＋１）
～４ｋは、周波数軸方向のみに拡散しかつ信号多重数が多いサブキャリアに割り当てるよ
うにすれば、周波数利用効率をそれほど落とさずに、誤り率特性の劣化を未然に防止でき
る。
【０４６９】
かくして、各サブキャリア独立に、拡散した信号を周波数軸方向に配置するか、又は周波
数軸方向と時間軸方向の両方に配置するかを選択するようにしたことにより、周波数利用
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効率と誤り率特性を両立し得るＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置４６００を実現できる。
【０４７０】
また拡散信号を周波数軸方向と時間軸方向の両方に配置するサブキャリアの信号多重数を
、他のサブキャリアの信号多重数よりも少なくしたことにより、このサブキャリアに重畳
された信号の誤り率特性を一段と向上させることができる。
【０４７１】
なおこの実施の形態では、信号多重数を他より少なく設定した符号分割多重信号を、周波
数軸方向と時間軸方向の両方に拡散した場合について述べたが、本発明はこれに限らず、
任意のサブキャリアについて独立に、周波数軸方向のみに拡散した信号を配置するか、又
は周波数軸方向と時間軸方向の両方に拡散した信号を配置するかを選択することができる
ことはいうまでもない。
【０４７２】
また上述の実施の形態の図６１では、時間軸方向については２シンボルに亘って拡散した
信号を配置した場合を示したが、本発明はこれに限らず、任意のシンボル数に亘って配置
することができることはいうまでもない。
【０４７３】
（実施の形態４７）
この実施の形態によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の特徴は、図６２に示すように、拡散
信号を周波数軸方向と時間軸方向の両方に配置したサブキャリアについては、信号多重数
をさらに少なくして、複数シンボルおきに、拡散信号を周波数軸方向のみに配置するよう
にした点にある。
【０４７４】
これにより、受信側では、信号が配置されたシンボルのみについてＦＦＴ（高速フーリエ
変換）以降の処理を行えば良いため、実施の形態１と比較して、さらに消費電力の削減を
図ることができるようになる。
【０４７５】
図６３に、この実施の形態のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示す。図６０
との対応部分に同一符号を付して示す図６３において、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置４７
００の送信系４７０１では、拡散信号を周波数軸方向と時間軸方向の両方に割り当てるこ
ととなるサブキャリアに配置されるユーザ（送信信号Ａ（４ｋ＋１）～ｎ）を例えば１ /
２に分ける。
【０４７６】
具体的には、半分のユーザの拡散信号を加算器Ｂ５ａにより多重することにより符号分割
多重信号Ｓ５－１を得ると共に、もう半分のユーザの拡散信号を加算器Ｂ５ｂにより多重
することにより符号分割多重信号Ｓ５－２を得る。そしてこれらの符号分割多重信号Ｓ５
－１、Ｓ５－２をパラレルシリアル変換器（Ｐ／Ｓ）４７０２を介して所定の順番でパラ
レルシリアル変換器（Ｐ／Ｓ）１０２に送出する。
【０４７７】
これにより、送信系４７０１では、図６２に示すように、半分のユーザ（送信信号（４ｋ
＋１）～ｎ／２）を１シンボル目に配置し、次に残り半分のユーザ（送信信号ｎ／２＋１
～ｎ）を、２シンボル目に配置する（つまり時間軸方向に配置する）。また同一時間のサ
ブキャリアを見れば、半分のユーザの符号分割多重信号が周波数軸方向に配置される。以
降は同様にして、１シンボルおきに拡散した信号を配置していく。
【０４７８】
以上の構成によれば、拡散した信号を周波数軸方向と時間軸方向の両方に配置するにあた
って、複数の送信信号Ａ１～ｎを少なくとも２つのグループに分け、第１のグループＡ（
４ｋ＋１）～Ａ（ｎ／２）の符号分割多重信号と第２のグループＡ（ｎ／２＋１）～Ａｎ
の符号分割多重信号を交互に時間軸方向に配置すると共に、同一時間内においては第１又
は第２のグループの符号分割多重信号を周波数軸方向に配置するようにしたことにより、
受信側では、同一時間には同一のグループの符号分割多重信号（シンボル）を処理すれば
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良くなるため、つまり同一時間のサブキャリアに配置されたシンボルのみについてＦＦＴ
（高速フーリエ変換）以降の処理を行えば良いため、さらに消費電力の削減を図ることが
できるようになる。
【０４７９】
なおこの実施の形態では、拡散信号を１シンボルおきに配置する場合について示したが、
本発明はこれに限らず、任意のシンボル間隔に配置できることはいうまでもない。
【０４８０】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ方式により送信信号を周波数
領域拡散する場合に、サブキャリアによって送信信号の多重数を適宜選定したことにより
、周波数利用効率と誤り率特性を両立し得るＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ方式の無線送信装置及び
無線受信装置を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信号において信号多重数を少なくしたサブキャリア
グループの配置例を示す模式図
【図２】本発明の実施の形態１に係るＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示すブロック
図
【図３】実施の形態２のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック図
【図４】実施の形態３において直流点を含むサブキャリアの信号多重数を少なくしたＯＦ
ＤＭ－ＣＤＭＡ信号の説明に供する模式図
【図５】実施の形態３のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック図
【図６】実施の形態４において中心周波数から離れた位置のサブキャリアの信号多重数を
少なくしたＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信号の説明に供する模式図
【図７】実施の形態４のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック図
【図８】実施の形態４の構成によるサイドローブ低減効果の説明に供するＯＦＤＭ－ＣＤ
ＭＡ信号の模式図
【図９】実施の形態５のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック図
【図１０】実施の形態６のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示すブロック図
【図１１】実施の形態７のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック図
【図１２】実施の形態８のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック図
【図１３】セルの説明に供する模式図
【図１４】信号多重数を少なくしたサブキャリアグループに基づき通信相手の通信端末装
置に所属するセルを通知する際の信号配置例を示すＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信号の模式図
【図１５】実施の形態９のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示すブロック図
【図１６】実施の形態１０のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示すブロック図
【図１７】実施の形態１１のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示すブロック図
【図１８】実施の形態１２のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示すブロック図
【図１９】実施の形態１３のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック
図
【図２０】実施の形態１４において多重数を少なくしたサブキャリアを複数サブキャリア
おきに配置したときのＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信号の説明に供する模式図
【図２１】実施の形態１４のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック
図
【図２２】実施の形態１５において多重数を少なくした多重化信号を複数組の複数サブキ
ャリアに配置したときのＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信号の説明に供する模式図
【図２３】実施の形態１５のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示すブロック図
【図２４】実施の形態１６のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の受信系の構成を示すブロック
図
【図２５】実施の形態１７のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信号の説明に供する模式図
【図２６】実施の形態１７のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示すブロック図
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【図２７】実施の形態１８のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック
図
【図２８】実施の形態１９のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック
図
【図２９】実施の形態２０のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック
図
【図３０】実施の形態２１のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック
図
【図３１】実施の形態２２のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック
図
【図３２】実施の形態２３のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック
図
【図３３】実施の形態２４のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック
図
【図３４】実施の形態２５のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック
図
【図３５】実施の形態２６のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック
図
【図３６】実施の形態２７のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック
図
【図３７】実施の形態２８のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック
図
【図３８】実施の形態２９のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック
図
【図３９】実施の形態３０によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信号の説明に供する模式図
【図４０】実施の形態３０のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック
図
【図４１】実施の形態３１によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信号の説明に供する模式図
【図４２】実施の形態３１のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック
図
【図４３】実施の形態３２のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック
図
【図４４】実施の形態３３のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック
図
【図４５】実施の形態３３によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信号の説明に供する模式図
【図４６】実施の形態３４によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信号の説明に供する模式図
【図４７】実施の形態３４のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示すブロック図
【図４８】実施の形態３５のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示すブロック図
【図４９】実施の形態３６のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の受信系の構成を示すブロック
図
【図５０】実施の形態３７のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック
図
【図５１】実施の形態３８のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック
図
【図５２】実施の形態３９のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック
図
【図５３】実施の形態４０のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック
図
【図５４】実施の形態４１のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック
図
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【図５５】実施の形態４２のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック
図
【図５６】実施の形態４３のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック
図
【図５７】実施の形態４４による伝搬路推定用プリアンブルの配置例を示す図
【図５８】実施の形態４４のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック
図
【図５９】実施の形態４５のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成を示すブロック図
【図６０】実施の形態４６のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック
図
【図６１】実施の形態４６によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信号の説明に供する模式図
【図６２】実施の形態４７によるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信号の説明に供する模式図
【図６３】実施の形態４７のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の送信系の構成を示すブロック
図
【図６４】変調処理前のディジタルシンボルの状態を示す模式図
【図６５】周波数領域拡散方式での変調処理後の各チップの配置を示す模式図
【図６６】従来のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置の構成例を示すブロック図
【図６７】従来のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信装置により形成されるＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信号
の信号配置を示す模式図
【符号の説明】
１０２、３０２、４０２、８０２、９０２、１４０２、１５０２　パラレルシリアル変換
器
１１２　伝搬路補償回路
１１３、６１２、６１３、９１１、１１１１、１７１１、１７１２　逆拡散器
５０２、１９０２、２３０２、２３０３、２３０４、２５０３　乗算器
６１１、１５１１、１８０２、２２０２、２５０２、２７０２、２８０２、２９０２　選
択部
９１２、１１１２、１２１１　最大値検出回路
１０１１、１０１２　復号回路
１２０２、２８０３　ＯＮ／ＯＦＦスイッチ
１６０２　合成回路
２００２、２４０２、２４０３、２４０４　１ビットシフト回路
Ａ１～Ａｎ、Ｅ（４ｋ＋１）～Ｅｎ、Ｇ（ｎ－１）　拡散器
Ｂ１～Ｂ５　加算器
Ｓ１～Ｓ５　符号分割多重信号
Ｓ６　シリアル信号
Ｓ７、Ｓ１１　ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ信号
Ｆ１～Ｆｎ　変調回路
ＡＮ、ＡＮ１、ＡＮ２　アンテナ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】
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【 図 ２ ２ 】 【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】 【 図 ２ ５ 】
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【 図 ２ ６ 】 【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】 【 図 ２ ９ 】
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【 図 ３ ０ 】 【 図 ３ １ 】

【 図 ３ ２ 】 【 図 ３ ３ 】
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【 図 ３ ４ 】 【 図 ３ ５ 】

【 図 ３ ６ 】 【 図 ３ ７ 】
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【 図 ３ ８ 】 【 図 ３ ９ 】

【 図 ４ ０ 】 【 図 ４ １ 】
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【 図 ４ ２ 】 【 図 ４ ３ 】

【 図 ４ ４ 】 【 図 ４ ５ 】
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【 図 ４ ６ 】 【 図 ４ ７ 】

【 図 ４ ８ 】 【 図 ４ ９ 】
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【 図 ５ ０ 】 【 図 ５ １ 】

【 図 ５ ２ 】 【 図 ５ ３ 】
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【 図 ５ ４ 】 【 図 ５ ５ 】

【 図 ５ ６ 】 【 図 ５ ７ 】
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【 図 ５ ８ 】 【 図 ５ ９ 】

【 図 ６ ０ 】 【 図 ６ １ 】
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【 図 ６ ２ 】 【 図 ６ ３ 】

【 図 ６ ４ 】 【 図 ６ ５ 】
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【 図 ６ ６ 】 【 図 ６ ７ 】
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