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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線受信装置と、前記無線受信装置向けの所望信号を送信する第１無線送信装置と、前
記所望信号に干渉する干渉信号を前記無線受信装置と異なる無線受信装置向けに送信する
第２無線送信装置とを含み、前記無線受信装置は、前記所望信号および前記干渉信号を受
信する無線通信システムであって、
　前記第１無線送信装置は、
　前記無線受信装置に送信する前記所望信号を遅延させた遅延所望信号を生成する遅延所
望信号生成部と、
　前記所望信号に対する前記遅延所望信号の遅延時間を示す情報を予め保持する送信側情
報保持部と、
　前記遅延所望信号の振幅または位相を示す情報を遅延所望信号情報として前記無線受信
装置に通知する所望信号情報通知部と、
　前記所望信号と、前記遅延所望信号生成部によって生成された前記遅延所望信号とを送
信する所望信号送信部と
を備え、
　前記無線受信装置は、
　前記送信側情報保持部が保持する前記情報と同一の情報を予め保持する受信側情報保持
部と、
　前記第１無線送信装置から通知された前記遅延所望信号情報を取得する情報取得部と、
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　前記所望信号、前記干渉信号および前記遅延所望信号を受信する信号受信部と、
　前記受信側情報保持部が保持する前記情報と、前記情報取得部によって取得された前記
遅延所望信号情報とに基づき、前記信号受信部が受信した前記所望信号および前記遅延所
望信号を時間軸上で一致させるとともに、前記所望信号および前記遅延所望信号を同位相
で合成する信号合成部と
を備える無線通信システム。
【請求項２】
　無線受信装置と、前記無線受信装置向けの所望信号を送信する第１無線送信装置と、前
記所望信号に干渉する干渉信号を前記無線受信装置と異なる無線受信装置向けに送信する
第２無線送信装置とを含み、前記無線受信装置は、前記所望信号および前記干渉信号を受
信する無線通信システムであって、
　前記第２無線送信装置は、
　前記異なる無線受信装置に送信する前記干渉信号を遅延させた遅延干渉信号を生成する
遅延干渉信号生成部と、
　前記遅延干渉信号に関する情報である遅延干渉信号情報を前記無線受信装置に通知する
干渉信号情報通知部と、
　前記干渉信号と、前記遅延干渉信号生成部によって生成された前記遅延干渉信号とを送
信する干渉信号送信部と
を備え、
　前記無線受信装置は、
　前記第２無線送信装置から通知された前記遅延干渉信号情報を取得する情報取得部と、
　前記所望信号、前記干渉信号および前記遅延干渉信号を受信する信号受信部と、
　前記情報取得部によって取得された前記遅延干渉信号情報に基づき、前記信号受信部が
受信した前記干渉信号および前記遅延干渉信号を時間軸上で一致させるとともに、前記干
渉信号および前記遅延干渉信号を逆位相で合成する信号合成部と
を備える無線通信システム。
【請求項３】
　前記干渉信号情報通知部は、前記干渉信号に対する前記遅延干渉信号の遅延時間を示す
情報を、前記遅延干渉信号情報として前記無線受信装置に通知する請求項２に記載の無線
通信システム。
【請求項４】
　前記第２無線送信装置は、前記干渉信号に対する前記遅延干渉信号の遅延時間を示す情
報を予め保持する送信側情報保持部をさらに備え、
　前記無線受信装置は、前記送信側情報保持部が保持する前記情報と同一の情報を予め保
持する受信側情報保持部をさらに備え、
　前記干渉信号情報通知部は、前記遅延干渉信号の振幅または位相を示す情報を前記遅延
干渉信号情報として前記無線受信装置に通知し、
　前記信号合成部は、前記受信側情報保持部が保持する前記情報と、前記情報取得部によ
って取得された前記遅延干渉信号情報とに基づき、前記信号受信部が受信した前記干渉信
号および前記遅延干渉信号を時間軸上で一致させるとともに、前記干渉信号および前記遅
延干渉信号を逆位相で合成する請求項２に記載の無線通信システム。
【請求項５】
　無線受信装置向けの所望信号と前記所望信号に干渉する干渉信号とを受信する前記無線
受信装置に対し、前記干渉信号を送信する無線送信装置であって、
　前記無線受信装置と異なる無線受信装置に送信する前記干渉信号を遅延させた遅延干渉
信号を生成する遅延干渉信号生成部と、
　前記遅延干渉信号に関する情報である遅延干渉信号情報を前記無線受信装置に通知する
干渉信号情報通知部と、
　前記干渉信号と、前記遅延干渉信号生成部によって生成された前記遅延干渉信号とを送
信する干渉信号送信部と
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を備える無線送信装置。
【請求項６】
　所望信号を第１無線送信装置から受信し、前記所望信号に干渉する干渉信号を第２無線
送信装置から受信する無線受信装置であって、
　前記所望信号と、前記干渉信号と、前記第２無線送信装置において前記干渉信号を遅延
させた遅延干渉信号とを受信する信号受信部と、
　前記第２無線送信装置から通知され、前記遅延干渉信号に関する情報である遅延干渉信
号情報を取得する情報取得部と、
　前記情報取得部によって取得された前記遅延干渉信号情報に基づき、前記信号受信部が
受信した前記干渉信号および前記遅延干渉信号を時間軸上で一致させるとともに、前記干
渉信号および前記遅延干渉信号を逆位相で合成する信号合成部と
を備える無線受信装置。
【請求項７】
　無線受信装置と、前記無線受信装置向けの所望信号を送信する第１無線送信装置と、前
記所望信号に干渉する干渉信号を前記無線受信装置と異なる無線受信装置向けに送信する
第２無線送信装置とを含み、前記無線受信装置は、前記所望信号および前記干渉信号を受
信する無線通信システムに適用される無線通信方法であって、
　前記異なる無線受信装置に送信する前記干渉信号を遅延させた遅延干渉信号を前記第２
無線送信装置が生成するステップと、
　前記遅延干渉信号に関する情報である遅延干渉信号情報を前記第２無線送信装置が前記
無線受信装置に通知するステップと、
　前記干渉信号と、前記生成するステップにおいて生成された前記遅延干渉信号とを前記
第２無線送信装置が送信するステップと、
　前記第２無線送信装置から通知された前記遅延干渉信号情報を前記無線受信装置が取得
するステップと、
　前記所望信号、前記干渉信号および前記遅延干渉信号を前記無線受信装置が受信するス
テップと、
　前記無線受信装置が、前記取得するステップにおいて取得された前記遅延干渉信号情報
に基づき、前記受信するステップにおいて受信した前記干渉信号および前記遅延干渉信号
を時間軸上で一致させるとともに、前記干渉信号および前記遅延干渉信号を逆位相で合成
するステップと
を備える無線通信方法。
【請求項８】
　無線受信装置向けの所望信号と前記所望信号に干渉する干渉信号とを受信する前記無線
受信装置に対し、前記所望信号を送信する無線送信装置であって、
　前記無線受信装置に送信する前記所望信号を遅延させた遅延所望信号を生成する遅延所
望信号生成部と、
　前記所望信号に対する前記遅延所望信号の遅延時間を示す情報を予め保持する送信側情
報保持部と、
　前記遅延所望信号の振幅または位相を示す情報を遅延所望信号情報として前記無線受信
装置に通知する所望信号情報通知部と、
　前記所望信号と、前記遅延所望信号生成部によって生成された前記遅延所望信号とを送
信する所望信号送信部と
を備える無線送信装置。
【請求項９】
　所望信号を第１無線送信装置から受信し、前記所望信号に干渉する干渉信号を第２無線
送信装置から受信する無線受信装置であって、
　前記所望信号と、前記干渉信号と、前記第１無線送信装置において前記所望信号を遅延
させた遅延干渉信号とを受信する信号受信部と、
　前記第１無線送信装置から通知され、前記遅延所望信号の振幅または位相を示す情報を
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遅延所望信号情報としてを取得する情報取得部と、
　前記第１無線送信装置が保持する情報と同一の情報であって、前記所望信号に対する前
記遅延所望信号の遅延時間を示す情報を予め保持する受信側情報保持部と、
　前記受信側情報保持部が保持する前記情報と、前記情報取得部によって取得された前記
遅延所望信号情報とに基づき、前記信号受信部が受信した前記所望信号および前記遅延所
望信号を時間軸上で一致させるとともに、前記所望信号および前記遅延所望信号を同位相
で合成する信号合成部と
を備える無線受信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信資源の利用効率を高めた無線通信システム、無線送信装置、無線受
信装置および無線通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、無線通信システムでは、無線送信装置（例えば、無線基地局）は、無線受信
装置（例えば、無線端末）に通信チャネルを割り当て、割り当てた通信チャネルを用いて
無線信号を無線受信装置に送信する。通信チャネルは、周波数または時間スロット、ある
いはこれらの無線通信資源の組み合わせによって構成されることが一般的である。通常、
無線送信装置は、同一の通信チャネルを無線受信装置間で重複しないように割り当て、干
渉の発生を防止している。
【０００３】
　近年、有限な無線通信資源の利用効率を高め、無線送信装置が通信可能な無線受信装置
の数を増大させる手法として、隣接するセル間で同一の周波数を使用する無線通信システ
ムや、アダプティブアレイ制御を用いた空間多重技術が実用化されている。空間多重技術
では、無線送信装置は、無線受信装置の方向に送信指向性を向け、同一の通信チャネルを
用いて無線信号を同時に複数の無線受信装置に送信することができる（特許文献１参照）
。
【特許文献１】特開２００６－３１９９５９号公報（段落［０００５］など）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、隣接するセル間で同一の周波数を使用する無線通信システムでは、セル
間の干渉が大きな問題となる。また、上述した空間多重技術では、同一通信チャネルが割
り当てられた複数の無線受信装置間の空間相関が高い場合には、空間的な多重が不可能に
なり、干渉の影響が大きくなる。
【０００５】
　このように従来の技術では、無線通信資源の利用効率向上を図る場合において、干渉に
よる所望信号対干渉信号電力比（以下、適宜“ＳＩＲ”と略記する）の劣化、すなわち通
信品質劣化が生じる問題があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、無線通信資源
の利用効率向上を図る場合でも、ＳＩＲを改善することができる無線通信システム、無線
送信装置、無線受信装置および無線通信方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の特徴は、無線受信装置と、前記無線受信装置向けの所望信号を送信する第１無
線送信装置と、前記所望信号に干渉する干渉信号を前記無線受信装置と異なる無線受信装
置向けに送信する第２無線送信装置とを含み、前記無線受信装置は、前記所望信号および
前記干渉信号を受信する無線通信システムであって、前記第１無線送信装置は、前記無線
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受信装置に送信する前記所望信号を遅延させた遅延所望信号を生成する遅延所望信号生成
部と、前記所望信号に対する前記遅延所望信号の遅延時間を示す情報を予め保持する送信
側情報保持部と、前記遅延所望信号の振幅または位相を示す情報を遅延所望信号情報とし
て前記無線受信装置に通知する所望信号情報通知部と、前記所望信号と、前記遅延所望信
号生成部によって生成された前記遅延所望信号とを送信する所望信号送信部とを備え、前
記無線受信装置は、前記送信側情報保持部が保持する前記情報と同一の情報を予め保持す
る受信側情報保持部と、前記第１無線送信装置から通知された前記遅延所望信号情報を取
得する情報取得部と、前記所望信号、前記干渉信号および前記遅延所望信号を受信する信
号受信部と、前記受信側情報保持部が保持する前記情報と、前記情報取得部によって取得
された前記遅延所望信号情報とに基づき、前記信号受信部が受信した前記所望信号および
前記遅延所望信号を時間軸上で一致させるとともに、前記所望信号および前記遅延所望信
号を同位相で合成する信号合成部とを備えることを要旨とする。
【００１６】
　本発明の特徴は、無線受信装置（無線受信部２１０）と、前記無線受信装置向けの所望
信号（信号Ｓ）を送信する第１無線送信装置（無線送信部１１０）と、前記所望信号に干
渉する干渉信号（信号Ｉ）を前記無線受信装置と異なる無線受信装置（無線受信部２２０
）向けに送信する第２無線送信装置（無線送信部１２０）とを含み、前記無線受信装置は
、前記所望信号および前記干渉信号を受信する無線通信システム（無線通信システム１０
Ａまたは無線通信システム１０Ｂ）であって、前記第２無線送信装置は、前記異なる無線
受信装置に送信する前記干渉信号を遅延させた遅延干渉信号（遅延信号Ｉｄｅｌａｙ）を
生成する遅延干渉信号生成部（遅延信号生成部１２２）と、前記遅延干渉信号に関する情
報である遅延干渉信号情報（遅延情報Ｉｉｎｆｏ）を前記無線受信装置に通知する干渉信
号情報通知部（遅延情報通知部１２４）と、前記干渉信号と、前記遅延干渉信号生成部に
よって生成された前記遅延干渉信号とを送信する干渉信号送信部（送信部１２５）とを備
え、前記無線受信装置は、前記第２無線送信装置から通知された前記遅延干渉信号情報を
取得する情報取得部（遅延情報取得部２１３）と、前記所望信号、前記干渉信号および前
記遅延干渉信号を受信する信号受信部（受信部２１２）と、前記情報取得部によって取得
された前記遅延干渉信号情報に基づき、前記信号受信部が受信した前記干渉信号および前
記遅延干渉信号を時間軸上で一致させるとともに、前記干渉信号および前記遅延干渉信号
を逆位相で合成する信号合成部（信号合成部２１４）とを備えることを要旨とする。
【００１７】
　このような無線通信システムによれば、無線受信装置は、第２無線送信装置から通知さ
れた遅延干渉信号情報に基づいて干渉信号および遅延干渉信号を逆位相で合成することに
よって、干渉信号の受信電力を低下させることができるため、ＳＩＲを改善できる。した
がって、無線通信資源の利用効率向上を図る場合であっても、無線受信装置におけるＳＩ
Ｒを改善することができる。
【００１８】
　本発明の特徴は、本発明の上記特徴に係り、前記干渉信号情報通知部は、前記干渉信号
に対する前記遅延干渉信号の遅延時間（遅延時間τ２）を示す情報を、前記遅延干渉信号
情報として前記無線受信装置に通知することを要旨とする。
【００１９】
　本発明の特徴は、本発明の上記特徴に係り、前記第２無線送信装置は、前記干渉信号に
対する前記遅延干渉信号の遅延時間を示す情報を予め保持する送信側情報保持部（遅延情
報保持部１２３）をさらに備え、前記無線受信装置は、前記送信側情報保持部が保持する
前記情報と同一の情報を予め保持する受信側情報保持部（遅延情報保持部２１９）をさら
に備え、前記干渉信号情報通知部は、前記遅延干渉信号の振幅または位相を示す情報を前
記遅延干渉信号情報として前記無線受信装置に通知し、前記信号合成部は、前記受信側情
報保持部が保持する前記情報と、前記情報取得部によって取得された前記遅延干渉信号情
報とに基づき、前記信号受信部が受信した前記干渉信号および前記遅延干渉信号を時間軸
上で一致させるとともに、前記干渉信号および前記遅延干渉信号を逆位相で合成すること



(6) JP 4621757 B2 2011.1.26

10

20

30

40

50

を要旨とする。
【００２４】
　本発明の特徴は、無線受信装置（無線受信部２１０）向けの所望信号（信号Ｓ）と前記
所望信号に干渉する干渉信号（信号Ｉ）とを受信する前記無線受信装置に対し、前記干渉
信号を送信する無線送信装置（無線送信部１２０）であって、前記無線受信装置と異なる
無線受信装置に送信する前記干渉信号を遅延させた遅延干渉信号（遅延信号Ｉｄｅｌａｙ
）を生成する遅延干渉信号生成部（遅延信号生成部１２２）と、前記遅延干渉信号に関す
る情報である遅延干渉信号情報（遅延情報Ｉｉｎｆｏ）を前記無線受信装置に通知する干
渉信号情報通知部（遅延情報通知部１２４）と、前記干渉信号と、前記遅延干渉信号生成
部によって生成された前記遅延干渉信号とを送信する干渉信号送信部（送信部１２５）と
を備えることを要旨とする。
【００２６】
　本発明の特徴は、所望信号（信号Ｓ）を第１無線送信装置（無線送信部１１０）から受
信し、前記所望信号に干渉する干渉信号（信号Ｉ）を第２無線送信装置（無線送信部１２
０）から受信する無線受信装置（無線受信部２１０）であって、前記所望信号と、前記干
渉信号と、前記第２無線送信装置において前記干渉信号を遅延させた遅延干渉信号（遅延
信号Ｉｄｅｌａｙ）とを受信する信号受信部（受信部２１２）と、前記第２無線送信装置
から通知され、前記遅延干渉信号に関する情報である遅延干渉信号情報（遅延情報Ｉｉｎ
ｆｏ）を取得する情報取得部（遅延情報取得部２１３）と、前記情報取得部によって取得
された前記遅延干渉信号情報に基づき、前記信号受信部が受信した前記干渉信号および前
記遅延干渉信号を時間軸上で一致させるとともに、前記干渉信号および前記遅延干渉信号
を逆位相で合成する信号合成部（信号合成部２１４）とを備えることを要旨とする。
【００２８】
　本発明の特徴は、無線受信装置と、前記無線受信装置向けの所望信号を送信する第１無
線送信装置と、前記所望信号に干渉する干渉信号を前記無線受信装置と異なる無線受信装
置向けに送信する第２無線送信装置とを含み、前記無線受信装置は、前記所望信号および
前記干渉信号を受信する無線通信システムに適用される無線通信方法であって、前記異な
る無線受信装置に送信する前記干渉信号を遅延させた遅延干渉信号を前記第２無線送信装
置が生成するステップ（ステップＳ３０２）と、前記遅延干渉信号に関する情報である遅
延干渉信号情報を前記第２無線送信装置が前記無線受信装置に通知するステップ（ステッ
プＳ３０３）と、前記干渉信号と、前記生成するステップにおいて生成された前記遅延干
渉信号とを前記第２無線送信装置が送信するステップ（ステップＳ３０４）と、前記第２
無線送信装置から通知された前記遅延干渉信号情報を前記無線受信装置が取得するステッ
プ（ステップＳ４０１）と、前記所望信号、前記干渉信号および前記遅延干渉信号を前記
無線受信装置が受信するステップ（ステップＳ４０２）と、前記無線受信装置が、前記取
得するステップにおいて取得された前記遅延干渉信号情報に基づき、前記受信するステッ
プにおいて受信した前記干渉信号および前記遅延干渉信号を時間軸上で一致させるととも
に、前記干渉信号および前記遅延干渉信号を逆位相で合成するステップ（ステップＳ４０
３）とを備えることを要旨とする。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、無線通信資源の利用効率向上を図る場合でも、ＳＩＲを改善すること
ができる無線通信システム、無線送信装置、無線受信装置および無線通信方法を提供でき
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　次に、図面を参照して、本発明の第１実施形態～第５実施形態を説明する。以下の第１
実施形態～第５実施形態における図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は
類似の符号を付している。
【００３１】
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　［第１実施形態］
　第１実施形態においては、（１）無線通信システムの概略構成、（２）無線通信システ
ムの詳細構成、（３）信号合成処理例、（４）無線通信システムの動作、（５）作用・効
果について説明する。
【００３２】
　（１）無線通信システムの概略構成
　図１は、第１実施形態に係る無線通信システム１０Ａの全体概略構成図である。
【００３３】
　図１に示すように、無線通信システム１０Ａは、無線基地局１１、無線基地局１２、無
線端末２１および無線端末２２を有する。以下では、下り方向（無線基地局から無線端末
へ向かう方向）の通信について説明する。
【００３４】
　無線基地局１１（第１無線基地局）は、任意の無線端末と通信可能な通信エリアである
セルＣ１（第１通信エリア）を形成する。無線端末２１は、セルＣ１内に位置しており、
無線基地局１１から割り当てられた通信チャネルを用いて、無線基地局１１と無線通信を
実行する。セルＣ１内には、無線端末２１以外の多数の無線端末が位置していてもよい。
【００３５】
　無線基地局１２（第２無線基地局）は、任意の無線端末と通信可能な通信エリアである
セルＣ２（第２通信エリア）を形成する。無線端末２２は、セルＣ２内に位置しており、
無線基地局１２から割り当てられた通信チャネルを用いて、無線基地局１２と無線通信を
実行する。セルＣ２内には、無線端末２２以外の多数の無線端末が位置していてもよい。
【００３６】
　無線基地局１１および無線基地局１２は、例えば有線網として構成されたバックボーン
ネットワーク１００に接続されている。また、無線基地局１１が形成するセルＣ１、およ
び無線基地局１２が形成するセルＣ２は、互いに一部が重複する、いわゆる隣接セルであ
る。図１の例では、無線端末２１および無線端末２２は、セルＣ１とセルＣ２との重複部
分に位置している。
【００３７】
　無線基地局１１が無線端末２１に割り当てた通信チャネルと、無線基地局１２が無線端
末２２に割り当てた通信チャネルとは、同一通信チャネル、すなわち同一周波数ｆ０かつ
同一時間スロットである。無線端末２１および無線端末２２は、セルＣ１とセルＣ２との
重複部分に位置しているため、干渉の影響が大きい。
【００３８】
　具体的には、無線基地局１１から無線端末２１に送信された信号Ｓは、無線端末２１だ
けでなく、無線端末２２においても受信される。また、無線基地局１２から無線端末２２
に送信された信号Ｉは、無線端末２２だけでなく、無線端末２１においても受信される。
【００３９】
　以下では、無線端末２１を主として説明し、無線端末２１が無線基地局１１から受信す
る信号Ｓを適宜「所望信号」と称する。また、無線端末２１が無線基地局１２から受信す
る信号Ｉを適宜「干渉信号」と称する。
【００４０】
　（２）無線通信システムの詳細構成
　次に、無線通信システム１０Ａの詳細構成について、（２．１）無線基地局の構成、（
２．２）無線端末の構成の順に説明する。
【００４１】
　（２．１）無線基地局の構成
　図２（ａ）は、無線基地局１１の構成を示す機能ブロック図である。
【００４２】
　図２（ａ）に示すように、無線基地局１１は、無線送信部１１０および送信信号生成部
１１１を有する。送信信号生成部１１１は、無線端末２１向けの信号Ｓを生成する。無線
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送信部１１０は、送信信号生成部１１１によって生成された信号Ｓを送信する第１無線送
信装置を構成する。
【００４３】
　無線送信部１１０は、遅延信号生成部１１２、遅延情報保持部１１３、遅延情報通知部
１１４、送信部１１５およびアンテナ１１６を有する。
【００４４】
　遅延信号生成部１１２は、遅延情報保持部１１３が保持する遅延情報Ｓｉｎｆｏに従っ
て、信号Ｓを遅延させた遅延信号Ｓｄｅｌａｙを生成する。遅延信号生成部１１２は、所
望信号（信号Ｓ）を遅延させた遅延所望信号（遅延信号Ｓｄｅｌａｙ）を生成する遅延所
望信号生成部を構成する。
【００４５】
　遅延情報Ｓｉｎｆｏは、信号Ｓに対する遅延信号Ｓｄｅｌａｙの遅延時間τ１（図４（
ａ）参照）を含む。遅延情報Ｓｉｎｆｏには、遅延時間τ１に加え、遅延信号Ｓｄｅｌａ
ｙの振幅または位相の情報が含まれていてもよい。遅延情報保持部１１３は、遅延情報Ｓ
ｉｎｆｏを予め保持している。第１実施形態では、遅延信号生成部１１２は、セルＣ１内
に位置する全ての無線端末に対し、同一の遅延情報Ｓｉｎｆｏを適用する。
【００４６】
　遅延情報通知部１１４は、遅延情報保持部１１３が保持する遅延情報Ｓｉｎｆｏを無線
端末２１に通知する。第１実施形態において遅延情報通知部１１４は、遅延所望信号情報
（遅延情報Ｓｉｎｆｏ）を通知する所望信号情報通知部を構成する。
【００４７】
　具体的には、遅延情報通知部１１４は、無線端末２１との通信開始時に実行されるネゴ
シエーションの際に、送信部１１５を介して遅延情報Ｓｉｎｆｏを無線端末２１に通知す
る。あるいは、遅延情報通知部１１４は、送信部１１５を介して遅延情報Ｓｉｎｆｏを定
期的にセルＣ１内に報知（ブロードキャスト）することによって、遅延情報Ｓｉｎｆｏを
無線端末２１に通知する。
【００４８】
　送信部１１５には、アンテナ１１６が接続されている。送信部１１５は、上述した通信
チャネル（周波数ｆ０）を用いて、信号Ｓおよび遅延信号Ｓｄｅｌａｙを無線端末２１に
送信する。送信部１１５は、所望信号（信号Ｓ）と遅延所望信号（遅延信号Ｓｄｅｌａｙ
）とを送信する所望信号送信部を構成する。
【００４９】
　送信部１１５は、遅延情報Ｓｉｎｆｏを報知により送信する場合、例えば信号Ｓおよび
遅延信号Ｓｄｅｌａｙの送信に用いられる通信チャネルと異なる通信チャネルである報知
チャネルを用いて、遅延情報Ｓｉｎｆｏを送信する。
【００５０】
　次に、無線基地局１２の構成について説明する。図２（ｂ）は、無線基地局１２の構成
を示す機能ブロック図である。なお、無線基地局１２は、無線基地局１１と同様に構成さ
れているため、無線基地局１１と異なる点を主に説明する。
【００５１】
　無線基地局１２は、無線送信部１２０および送信信号生成部１２１を有する。送信信号
生成部１２１は、無線端末２２向けの信号Ｉを生成する。無線送信部１２０は、送信信号
生成部１２１によって生成された信号Ｉを送信する第２無線送信装置を構成する。
【００５２】
　無線送信部１２０は、遅延信号生成部１２２、遅延情報保持部１２３、遅延情報通知部
１２４、送信部１２５およびアンテナ１２６を有する。
【００５３】
　遅延信号生成部１２２は、遅延情報保持部１２３が保持する遅延情報Ｉｉｎｆｏに従っ
て、信号Ｉを遅延させた信号である遅延信号Ｉｄｅｌａｙを生成する。遅延情報Ｉｉｎｆ
ｏは、信号Ｉに対する遅延信号Ｉｄｅｌａｙの遅延時間τ２（図４（ａ）参照）を含む。
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遅延時間τ２は、遅延時間τ１と時間長が異なっている。なお、遅延情報Ｉｉｎｆｏには
、遅延時間τ２に加え、遅延信号Ｉｄｅｌａｙの振幅または位相の情報が含まれていても
よい。
【００５４】
　遅延情報保持部１２３は、遅延情報Ｉｉｎｆｏを予め保持している。第１実施形態では
、遅延信号生成部１２２は、セルＣ２内に位置する全ての無線端末に対し、同一の遅延情
報Ｉｉｎｆｏを適用するものとする。
【００５５】
　遅延情報通知部１２４は、遅延情報保持部１２３が保持する遅延情報Ｉｉｎｆｏを無線
端末２２に通知する。具体的には、遅延情報通知部１２４は、無線端末２２との通信開始
時に実行されるネゴシエーションの際に、送信部１２５を介して遅延情報Ｉｉｎｆｏを無
線端末２２に通知する。あるいは、遅延情報通知部１２４は、送信部１２５を介して遅延
情報Ｉｉｎｆｏを定期的にセルＣ２内に報知（ブロードキャスト）することによって、遅
延情報Ｉｉｎｆｏを無線端末２２に通知する。
【００５６】
　送信部１２５には、アンテナ１２６が接続されている。送信部１２５は、上述した通信
チャネル（周波数ｆ０）を用いて、信号Ｉおよび遅延信号Ｉｄｅｌａｙを無線端末２２に
送信する。なお、送信部１２５は、遅延情報Ｉｉｎｆｏを報知により送信する場合、例え
ば信号Ｉおよび遅延信号Ｉｄｅｌａｙの送信に用いられる通信チャネルと異なる報知チャ
ネルを用いて、遅延情報Ｓｉｎｆｏを送信する。
【００５７】
　（２．２）無線端末の構成
　図３（ａ）は、無線端末２１の構成を示す機能ブロック図である。
【００５８】
　図３（ａ）に示すように、無線端末２１は、無線基地局１１から信号Ｓを受信し、無線
基地局１２から信号Ｉを受信する無線受信部２１０を有する。無線受信部２１０は、所望
信号（信号Ｓ）および干渉信号（信号Ｉ）を受信する無線受信装置を構成する。
【００５９】
　無線受信部２１０は、アンテナ２１１、受信部２１２、遅延情報取得部２１３および信
号合成部２１４を有する。
【００６０】
　アンテナ２１１は、受信部２１２に接続されている。遅延情報取得部２１３は、無線基
地局１１の無線送信部１１０から通知された遅延情報Ｓｉｎｆｏを受信部２１２を介して
取得する。遅延情報取得部２１３は、遅延所望信号情報（遅延情報Ｓｉｎｆｏ）を取得す
る情報取得部を構成する。
【００６１】
　受信部２１２は、信号Ｓ、信号Ｉ、遅延信号Ｓｄｅｌａｙおよび遅延信号Ｉｄｅｌａｙ
を受信する信号受信部を構成する。信号合成部２１４は、遅延情報取得部２１３によって
取得された遅延情報Ｓｉｎｆｏに基づき、受信部２１２が受信した信号Ｓおよび遅延信号
Ｓｄｅｌａｙを時間軸上で一致させるとともに、信号Ｓおよび遅延信号Ｓｄｅｌａｙを同
位相で合成する。このような合成処理の詳細については後述する。
【００６２】
　次に、無線端末２２の構成について説明する。図３（ｂ）は、無線端末２２の構成を示
す機能ブロック図である。なお、無線端末２２は、無線端末２１と同様に構成されている
ため、無線端末２１と異なる点を主に説明する。
【００６３】
　図３（ｂ）に示すように、無線端末２２は、無線基地局１１から信号Ｓを受信し、無線
基地局１２から信号Ｉを受信する無線受信部２２０を有する。
【００６４】
　無線受信部２２０は、アンテナ２２１、受信部２２２、遅延情報取得部２２３および信
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号合成部２２４を有する。
【００６５】
　アンテナ２２１は、受信部２２２に接続されている。遅延情報取得部２２３は、無線基
地局１２の無線送信部１２０から通知された遅延情報Ｉｉｎｆｏを受信部２２２を介して
取得する。
【００６６】
　受信部２２２は、信号Ｓ、信号Ｉ、遅延信号Ｓｄｅｌａｙおよび遅延信号Ｉｄｅｌａｙ
を受信する。信号合成部２２４は、遅延情報取得部２２３によって取得された遅延情報Ｉ
ｉｎｆｏに基づき、受信部２２２が受信した信号Ｉおよび遅延信号Ｉｄｅｌａｙを時間軸
上で一致させるとともに、信号Ｉおよび遅延信号Ｉｄｅｌａｙを同位相で合成する。
【００６７】
　（３）信号合成処理例
　次に、図４を用いて、無線端末２１の信号合成部２１４が実行する信号合成処理の一例
について説明する。
【００６８】
　無線基地局１１の無線送信部１１０は、図４（ａ）に示すように、信号Ｓに加え、信号
Ｓを遅延時間τ１だけ遅延させた遅延信号Ｓｄｅｌａｙを送信している。一方、無線基地
局１２の無線送信部１２０は、信号Ｉに加え、信号Ｉを遅延時間τ２だけ遅延させた遅延
信号Ｉｄｅｌａｙを送信している。
【００６９】
　信号Ｓ、遅延信号Ｓｄｅｌａｙ、信号Ｉおよび遅延信号Ｉｄｅｌａｙのそれぞれは、同
一の通信チャネルで送信されるため、無線端末２１の受信部２１２は、図４（ａ）に示す
ように、信号Ｓ、遅延信号Ｓｄｅｌａｙ、信号Ｉおよび遅延信号Ｉｄｅｌａｙが混在した
受信信号を信号合成部２１４に出力する。
【００７０】
　信号合成部２１４は、遅延情報取得部２１３が取得した遅延情報Ｓｉｎｆｏから遅延時
間τ１を特定し、遅延時間τ１に従って、信号Ｓおよび遅延信号Ｓｄｅｌａｙを検出する
。ここで、遅延時間τ１および遅延時間τ２は異なる時間長に設定されているため、信号
合成部２１４は、信号Ｓおよび遅延信号Ｓｄｅｌａｙを信号Ｉおよび遅延信号Ｉｄｅｌａ
ｙと区別することができる。
【００７１】
　そして、信号合成部２１４は、信号Ｓおよび遅延信号Ｓｄｅｌａｙと、信号Ｉおよび遅
延信号Ｉｄｅｌａｙとを分離し、信号Ｓおよび遅延信号Ｓｄｅｌａｙを時間軸上で一致さ
せる。その際、遅延時間τ１および遅延時間τ２は異なる時間長に設定されているため、
信号Ｉおよび遅延信号Ｉｄｅｌａｙは一致しない。
【００７２】
　なお、図４（ａ）の例では、遅延時間τ２は、遅延時間τ１よりも長い。遅延時間τ１
および遅延時間τ２は、無線伝搬路での伝搬遅延差および位相回転などを考慮して、ある
程度長い時間に設定されている。
【００７３】
　このようにして信号合成部２１４が信号Ｓおよび遅延信号Ｓｄｅｌａｙを同位相で合成
することによって、図４（ｂ）に示すように、信号Ｓに遅延信号Ｓｄｅｌａｙの受信電力
が加算される。一方、信号Ｉおよび遅延信号Ｉｄｅｌａｙは時間軸上で不一致の状態であ
り、信号Ｓおよび遅延信号Ｓｄｅｌａｙを同位相で合成する際、信号Ｉおよび遅延信号Ｉ
ｄｅｌａｙは合成されない。すなわち、信号Ｉおよび遅延信号Ｉｄｅｌａｙのそれぞれの
受信電力と比較して、合成後の信号Ｓの受信電力が大幅に上昇し、ＳＩＲが改善される。
【００７４】
　なお、無線端末２２の信号合成部２２４においても同様の処理が実行されるが、信号合
成部２２４は、信号Ｉおよび遅延信号Ｉｄｅｌａｙを同位相で合成する。
【００７５】
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　（４）無線通信システムの動作
　次に、無線通信システム１０Ａの動作について、（４．１）無線基地局の動作、（４．
２）無線端末の動作の順に説明する。
【００７６】
　（４．１）無線基地局の動作
　図５は、第１実施形態に係る無線基地局１１の無線送信部１１０（第１無線送信装置）
の動作を示すフローチャートである。
【００７７】
　ステップＳ１０１において、送信信号生成部１１１は、無線端末２１向けの信号Ｓを生
成する。
【００７８】
　ステップＳ１０２において、遅延信号生成部１１２は、遅延情報保持部１１３が保持す
る遅延情報Ｓｉｎｆｏに従って、信号Ｓを遅延させた遅延信号Ｓｄｅｌａｙを生成する。
【００７９】
　ステップＳ１０３において、遅延情報通知部１１４は、遅延情報保持部１１３が保持す
る遅延情報Ｓｉｎｆｏを無線端末２１に通知する。なお、ステップＳ１０３の処理は、ス
テップＳ１０２の前、またはステップＳ１０１の前に実行されてもよい。
【００８０】
　ステップＳ１０４において、送信部１１５は、送信信号生成部１１１によって生成され
た信号Ｓ、および遅延信号生成部１１２によって生成された遅延信号Ｓｄｅｌａｙを通信
チャネル（周波数ｆ０）を用いて無線端末２１に送信する。
【００８１】
　（４．２）無線端末の動作
　図６は、第１実施形態に係る無線端末２１の無線受信部２１０（無線受信装置）の動作
を示すフローチャートである。
【００８２】
　ステップＳ２０１において、遅延情報取得部２１３は、無線基地局１１から通知された
遅延情報Ｓｉｎｆｏを受信部２１２を介して取得する。
【００８３】
　ステップＳ２０２において、受信部２１２は、信号Ｓおよび遅延信号Ｓｄｅｌａｙを無
線基地局１１から受信し、信号Ｉおよび遅延信号Ｉｄｅｌａｙを無線基地局１２から受信
する。
【００８４】
　ステップＳ２０３において、信号合成部２１４は、遅延情報取得部２１３によって取得
された遅延情報Ｓｉｎｆｏに基づき、受信部２１２が受信した信号Ｓおよび遅延信号Ｓｄ
ｅｌａｙを時間軸上で一致させるとともに、信号Ｓおよび遅延信号Ｓｄｅｌａｙを同位相
で合成する。
【００８５】
　（５）作用・効果
　以上説明したように、第１実施形態によれば、無線端末２１は、無線基地局１１から通
知された遅延情報Ｓｉｎｆｏに基づいて信号Ｓおよび遅延信号Ｓｄｅｌａｙを同相合成す
ることによって、ＳＩＲを改善することができる。このため、隣接するセル（セルＣ１お
よびセルＣ２）間で同一周波数の通信チャネル（周波数ｆ０）を無線端末２１に割り当て
ることができ、無線通信資源の利用効率、具体的には、周波数利用効率を向上させること
ができる。
【００８６】
　第１実施形態によれば、無線端末２２は、無線基地局１２から通知された遅延情報Ｉｉ
ｎｆｏに基づいて信号Ｉおよび遅延信号Ｉｄｅｌａｙを同相合成することによって、ＳＩ
Ｒを改善することができる。したがって、隣接するセル（セルＣ１およびセルＣ２）間で
同一周波数の通信チャネル（周波数ｆ０）を無線端末２２に割り当てることができ、周波
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数利用効率を向上させることができる。
【００８７】
　[第１実施形態の第１変更例]
　上述した第１実施形態では、無線基地局１１は、信号Ｓを基準とした遅延信号Ｓｄｅｌ
ａｙの遅延時間τ１を含む遅延情報Ｓｉｎｆｏを無線端末２１に通知していた。また、無
線基地局１２は、信号Ｉを基準とした遅延信号Ｉｄｅｌａｙの遅延時間τ２を含む遅延情
報Ｉｉｎｆｏを無線端末２２に通知していた。
【００８８】
　第１実施形態の第１変更例では、無線基地局１１および無線基地局１２は、遅延時間τ
１および遅延時間τ２を直接通知せずに、遅延時間τ１および遅延時間τ２を識別する識
別情報を通知する。そして、無線端末２１は、無線基地局１１から通知された識別情報か
ら遅延時間τ１を求める。無線端末２２は、無線基地局１２から通知された識別情報から
遅延時間τ２を求める。
【００８９】
　図７は、第１変更例に係る無線端末２１および無線端末２２の構成を示すブロック図で
ある。
【００９０】
　図７（ａ）に示すように、無線端末２１の無線受信部２１０は、遅延時間τ１と識別情
報とを対応付けたテーブルを保持する遅延情報保持部２１９を有する。遅延情報取得部２
１３は、識別情報を含む遅延情報Ｓｉｎｆｏを受信部２１２が受信すると、当該識別情報
に対応する遅延時間τ１を遅延情報保持部２１９から取得する。
【００９１】
　図７（ｂ）に示すように、無線端末２２の無線受信部２２０は、遅延時間τ２と識別情
報とを対応付けたテーブルを保持する遅延情報保持部２２９を有する。遅延情報取得部２
２３は、識別情報を含む遅延情報Ｉｉｎｆｏを受信部２２２が受信すると、当該識別情報
に対応する遅延時間τ２を遅延情報保持部２２９から取得する。
【００９２】
　[第１実施形態の第２変更例]
　上述した第１実施形態では、無線基地局１１は、遅延時間τ１を含む遅延情報Ｓｉｎｆ
ｏを無線端末２１に通知していた。また、無線基地局１２は、遅延時間τ２を含む遅延情
報Ｉｉｎｆｏを無線端末２２に通知していた。
【００９３】
　しかしながら、このような遅延時間を遅延情報Ｓｉｎｆｏおよび遅延情報Ｉｉｎｆｏに
含める場合に限らず、遅延信号Ｓｄｅｌａｙおよび遅延信号Ｉｄｅｌａｙの振幅または位
相を示す情報を遅延情報Ｓｉｎｆｏおよび遅延情報Ｉｉｎｆｏに含めてもよい。
【００９４】
　第１実施形態の第２変更例では、遅延時間τ１および遅延時間τ２が同一の時間長に設
定されており、遅延信号Ｓｄｅｌａｙおよび遅延信号Ｉｄｅｌａｙのそれぞれの振幅また
は位相が異なる場合について、図２および図７を参照して説明する。ただし、第１実施形
態と同様の動作については、重複する説明を省略する。
【００９５】
　図２（ａ）に示す無線基地局１１において、遅延情報保持部１１３は、信号Ｓと遅延信
号Ｓｄｅｌａｙとの振幅比、あるいは、信号Ｓからの遅延信号Ｓｄｅｌａｙの位相回転量
を遅延情報Ｓｉｎｆｏとして予め記憶している。遅延信号生成部１１２は、信号Ｓを遅延
時間τ１だけ遅延させた遅延信号Ｓｄｅｌａｙを生成する際に、遅延情報保持部１１３が
保持する振幅比または位相回転量に従って遅延信号Ｓｄｅｌａｙの振幅または位相を調整
する。例えば、遅延情報Ｓｉｎｆｏにおける位相回転量がπ／２に設定されていれば、遅
延信号生成部１１２は、遅延信号Ｓｄｅｌａｙの位相をπ／２だけ回転させる。
【００９６】
　また、図２（ｂ）に示す無線基地局１２において、遅延情報保持部１２３は、信号Ｉと
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遅延信号Ｉｄｅｌａｙとの振幅比、あるいは、信号Ｉからの遅延信号Ｉｄｅｌａｙの位相
回転量を遅延情報Ｓｉｎｆｏとして予め記憶している。遅延信号生成部１２２は、信号Ｉ
を遅延時間τ２だけ遅延させた遅延信号Ｉｄｅｌａｙを生成する際に、遅延情報保持部１
２３が保持する振幅比または位相回転量に従って遅延信号Ｉｄｅｌａｙの振幅または位相
を調整する。ここで、遅延信号Ｉｄｅｌａｙにおける振幅または位相の調整量は、遅延信
号Ｓｄｅｌａｙにおける振幅または位相の調整量と異なっている。
【００９７】
　第２変更例では、遅延時間τ１および遅延時間τ２が同一の時間長に設定されているた
め、無線基地局１１の遅延情報通知部１１４は、遅延時間τ１を通知せずに、遅延信号Ｓ
ｄｅｌａｙの振幅または位相の情報のみを遅延情報Ｓｉｎｆｏとして通知する。また、無
線基地局１２の遅延情報通知部１２４は、遅延時間τ２を通知せずに、遅延信号Ｉｄｅｌ
ａｙの振幅または位相の情報のみを遅延情報Ｉｉｎｆｏとして通知する。
【００９８】
　図７（ａ）に示す無線端末２１において、遅延情報取得部２１３は、遅延信号Ｓｄｅｌ
ａｙの振幅または位相を示す情報を含む遅延情報Ｓｉｎｆｏを取得し、遅延時間τ１を遅
延情報保持部２１９から取得する。信号合成部２１４は、遅延信号Ｓｄｅｌａｙの振幅ま
たは位相を示す情報と、遅延時間τ１とに基づいて、受信部２１２が受信する信号Ｓおよ
び遅延信号Ｓｄｅｌａｙを同相合成する。
【００９９】
　図７（ｂ）に示す無線端末２２において、遅延情報取得部２２３は、遅延信号Ｉｄｅｌ
ａｙの振幅または位相を示す情報を含む遅延情報Ｉｉｎｆｏを取得し、遅延時間τ２を遅
延情報保持部２２９から取得する。信号合成部２２４は、遅延信号Ｉｄｅｌａｙの振幅ま
たは位相を示す情報と、遅延時間τ２とに基づいて、受信部２２２が受信する信号Ｉおよ
び遅延信号Ｉｄｅｌａｙを同相合成する。
【０１００】
　このように、第２変更例によれば、遅延時間τ１および遅延時間τ２が同一時間長の場
合でも、無線端末２１および無線端末２２においてＳＩＲを改善することができる。
【０１０１】
　［第２実施形態］
　上述した第１実施形態では、無線端末２１において信号Ｓおよび遅延信号Ｓｄｅｌａｙ
を同相合成し、無線端末２２において信号Ｉおよび遅延信号Ｉｄｅｌａｙを同相合成する
ことで、ＳＩＲの改善を実現していた。
【０１０２】
　第２実施形態では、無線端末２１において信号Ｉおよび遅延信号Ｉｄｅｌａｙを逆相合
成し、無線端末２２において信号Ｓおよび遅延信号Ｓｄｅｌａｙを逆相合成することで、
ＳＩＲを改善する構成について説明する。
【０１０３】
　なお、以下の第２実施形態～第５実施形態においては、第１実施形態と異なる点を主に
説明し、重複する説明を省略する。
【０１０４】
　第２実施形態では、図２（ａ）に示す無線基地局１１の遅延情報通知部１１４は、遅延
情報Ｓｉｎｆｏを無線端末２２に通知する。例えば、遅延情報通知部１１４は、上述した
報知（ブロードキャスト）により遅延情報Ｓｉｎｆｏを無線端末２２に通知することがで
きる。あるいは、遅延情報通知部１１４は、バックボーンネットワーク１００および無線
基地局１２を介して、遅延情報Ｓｉｎｆｏを無線端末２２に通知してもよい。
【０１０５】
　一方、図２（ｂ）に示す無線基地局１２の遅延情報通知部１２４は、遅延情報Ｉｉｎｆ
ｏを無線端末２１に通知する。例えば、遅延情報通知部１２４は、上述した報知（ブロー
ドキャスト）により遅延情報Ｉｉｎｆｏを無線端末２１に通知することができる。あるい
は、遅延情報通知部１２４は、バックボーンネットワーク１００および無線基地局１１を
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介して、遅延情報Ｉｉｎｆｏを無線端末２１に通知してもよい。
【０１０６】
　さらに、第２実施形態では、図３（ａ）に示す無線端末２１の遅延情報取得部２１３は
、無線基地局１２の遅延情報通知部１２４から通知された遅延情報Ｉｉｎｆｏを取得する
。無線端末２１の信号合成部２１４は、遅延情報取得部２１３によって取得された遅延情
報Ｉｉｎｆｏに基づき、受信部２１２が受信した信号Ｉおよび遅延信号Ｉｄｅｌａｙを時
間軸上で一致させるとともに、信号Ｉおよび遅延信号Ｉｄｅｌａｙを逆位相で合成するこ
とによって、信号Ｉの受信電力を低下させる。その際、信号Ｉおよび遅延信号Ｉｄｅｌａ
ｙのそれぞれの受信電力（振幅）が等しい場合には、信号Ｉ（および遅延信号Ｉｄｅｌａ
ｙ）を完全に除去することができる。
【０１０７】
　一方、図３（ｂ）に示す無線端末２２の遅延情報取得部２２３は、無線基地局１１の遅
延情報通知部１１４から通知された遅延情報Ｓｉｎｆｏを取得する。無線端末２２の信号
合成部２２４は、遅延情報取得部２２３によって取得された遅延情報Ｓｉｎｆｏに基づき
、受信部２１２が受信した信号Ｓおよび遅延信号Ｓｄｅｌａｙを時間軸上で一致させると
ともに、信号Ｓおよび遅延信号Ｓｄｅｌａｙを逆位相で合成することによって、信号Ｓの
受信電力を低下させる。その際、信号Ｓおよび遅延信号Ｓｄｅｌａｙのそれぞれの受信電
力（振幅）が等しい場合には、信号Ｓ（および遅延信号Ｓｄｅｌａｙ）を完全に除去する
ことができる。
【０１０８】
　図８は、第２実施形態に係る無線基地局１２の無線送信部１２０（第２無線送信装置）
の動作を示すフローチャートである。
【０１０９】
　ステップＳ３０１において、図２（ｂ）に示す送信信号生成部１２１は、無線端末２２
向けの信号Ｉを生成する。
【０１１０】
　ステップＳ３０２において、遅延信号生成部１２２は、信号Ｉを遅延させた遅延信号Ｉ
ｄｅｌａｙを生成する。すなわち、第２実施形態において遅延信号生成部１２２は、干渉
信号（信号Ｉ）を遅延させた遅延干渉信号（遅延信号Ｉｄｅｌａｙ）を生成する遅延干渉
信号生成部を構成する。
【０１１１】
　ステップＳ３０３において、遅延情報通知部１２４は、遅延情報Ｉｉｎｆｏを無線端末
２１に通知する。第２実施形態において遅延情報通知部１２４は、干渉信号（信号Ｉ）に
対する遅延干渉信号（遅延信号Ｉｄｅｌａｙ）の遅延時間τ２を含む遅延干渉信号情報（
遅延情報Ｉｉｎｆｏ）を通知する干渉信号情報通知部を構成する。
【０１１２】
　ステップＳ３０４において、送信部１２５は、信号Ｉおよび遅延信号Ｉｄｅｌａｙを送
信する。第２実施形態において送信部１２５は、干渉信号（信号Ｉ）と遅延干渉信号（遅
延信号Ｉｄｅｌａｙ）とを送信する干渉信号送信部を構成する。
【０１１３】
　図９は、第２実施形態に係る無線端末２１の無線受信部２１０（無線受信装置）の動作
を示すフローチャートである。
【０１１４】
　ステップＳ４０１において、図３（ａ）に示す遅延情報取得部２１３は、無線基地局１
２の遅延情報通知部１２４から通知された遅延情報Ｉｉｎｆｏを受信部２１２を介して取
得する。
【０１１５】
　ステップＳ４０２において、受信部２１２は、受信部２１２は、所望信号である信号Ｓ
および遅延信号Ｓｄｅｌａｙを無線基地局１１から受信し、干渉信号である信号Ｉおよび
遅延信号Ｉｄｅｌａｙを無線基地局１２から受信する。
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【０１１６】
　ステップＳ４０３において、信号合成部２１４は、遅延情報取得部２１３によって取得
された遅延情報Ｉｉｎｆｏに基づき、受信部２１２が受信した信号Ｉおよび遅延信号Ｉｄ
ｅｌａｙを時間軸上で一致させるとともに、信号Ｉおよび遅延信号Ｉｄｅｌａｙを逆位相
で合成することによって、信号Ｉの受信電力を低下させる。
【０１１７】
　このように、第２実施形態によれば、無線端末２２向けの信号Ｉの受信電力を無線端末
２１において低下させることができるため、無線端末２１のＳＩＲを改善することができ
る。また、第２実施形態によれば、無線端末２１向けの信号Ｓの受信電力を無線端末２２
において低下させることができるため、無線端末２２のＳＩＲを改善することができる。
【０１１８】
　なお、第２実施形態においても、第１実施形態の第１変更例で説明したように、遅延時
間τ１および遅延時間τ２を直接通知せずに、遅延時間τ１および遅延時間τ２を識別す
る識別情報を通知する構成としてもよい。また、第１実施形態の第２変更例で説明したよ
うに、遅延時間τ１および遅延時間τ２が等しく、かつ遅延信号Ｓｄｅｌａｙおよび遅延
信号Ｉｄｅｌａｙのそれぞれの振幅または位相が異なる構成とし、遅延時間τ１および遅
延時間τ２を通知しなくてもよい。
【０１１９】
　［第３実施形態］
　第３実施形態では、上述した第１実施形態および第２実施形態を併用する構成について
説明する。具体的には、無線端末２１は、信号Ｓおよび遅延信号Ｓｄｅｌａｙを同相合成
するとともに、信号Ｉおよび遅延信号Ｉｄｅｌａｙを逆相合成する。無線端末２２は、信
号Ｉおよび遅延信号Ｉｄｅｌａｙを同相合成するとともに、信号Ｓおよび遅延信号Ｓｄｅ
ｌａｙを逆相合成する。
【０１２０】
　図１０は、第３実施形態に係る無線端末２１の無線受信部２１０（無線受信装置）の動
作を示すフローチャートである。
【０１２１】
　ステップＳ５０１において、図３（ａ）に示す遅延情報取得部２１３は、遅延情報Ｓｉ
ｎｆｏおよび遅延情報Ｉｉｎｆｏを受信部２１２を介して取得する。
【０１２２】
　ステップＳ５０２において、受信部２１２は、所望信号である信号Ｓおよび遅延信号Ｓ
ｄｅｌａｙを無線基地局１１から受信し、干渉信号である信号Ｉおよび遅延信号Ｉｄｅｌ
ａｙを無線基地局１２から受信する。
【０１２３】
　ステップＳ５０３において、信号合成部２１４は、遅延情報取得部２１３によって取得
された遅延情報Ｉｉｎｆｏに基づき、受信部２１２が受信した信号Ｉおよび遅延信号Ｉｄ
ｅｌａｙを時間軸上で一致させるとともに、信号Ｉおよび遅延信号Ｉｄｅｌａｙを逆位相
で合成する。
【０１２４】
　ステップＳ５０４において、信号合成部２１４は、遅延情報取得部２１３によって取得
された遅延情報Ｓｉｎｆｏに基づき、受信部２１２が受信した信号Ｓおよび遅延信号Ｓｄ
ｅｌａｙを時間軸上で一致させるとともに、信号Ｓおよび遅延信号Ｓｄｅｌａｙを同位相
で合成する。なお、ステップＳ５０４の処理は、ステップＳ５０３の前に実行されてもよ
い。
【０１２５】
　このように、第３実施形態によれば、無線端末２１および無線端末２２は、第１実施形
態および第２実施形態のそれぞれと比較して、ＳＩＲをさらに改善することができる。
【０１２６】
　［第４実施形態］
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　第４実施形態では、無線端末２１は、信号Ｓおよび遅延信号Ｓｄｅｌａｙの同相合成、
または信号Ｉおよび遅延信号Ｉｄｅｌａｙの逆相合成のいずれか一方を選択し、選択した
方を実行する。無線端末２２は、信号Ｉおよび遅延信号Ｉｄｅｌａｙの同相合成、または
信号Ｓおよび遅延信号Ｓｄｅｌａｙの逆相合成のいずれか一方を選択し、選択した方を実
行する。
【０１２７】
　図１１は、第４実施形態に係る無線端末２１Ａの構成を示す機能ブロック図である。
【０１２８】
　図１１に示すように、無線端末２１Ａの無線受信部２１０Ａは、ＳＩＲ算出部２１５お
よびＳＩＲ比較部２１６を有する点で、上述した第１実施形態～第３実施形態とは異なっ
ている。
【０１２９】
　ＳＩＲ算出部２１５は、受信部２１２が受信した信号Ｓ（所望信号）の受信電力と、受
信部２１２が受信した信号Ｉ（干渉信号）の受信電力とからＳＩＲ（所望信号対干渉信号
電力比）を算出する。ＳＩＲ比較部２１６は、ＳＩＲ算出部２１５によって算出されたＳ
ＩＲを所定閾値と比較する。
【０１３０】
　信号合成部２１４は、ＳＩＲ比較部２１６における比較結果に応じて、適切な合成処理
を選択する。具体的には、信号合成部２１４は、ＳＩＲが所定閾値よりも大きい場合、信
号Ｓおよび遅延信号Ｓｄｅｌａｙを同位相で合成し、ＳＩＲが所定閾値よりも小さい場合
、信号Ｉおよび遅延信号Ｉｄｅｌａｙを逆位相で合成する。
【０１３１】
　図１２は、第４実施形態に係る無線端末２１Ａの無線受信部２１０Ａの動作を示すフロ
ーチャートである。
【０１３２】
　ステップＳ６０１において、図１１に示す遅延情報取得部２１３は、遅延情報Ｓｉｎｆ
ｏおよび遅延情報Ｉｉｎｆｏを受信部２１２を介して取得する。
【０１３３】
　ステップＳ６０２において、受信部２１２は、所望信号である信号Ｓおよび遅延信号Ｓ
ｄｅｌａｙを無線基地局１１から受信し、干渉信号である信号Ｉおよび遅延信号Ｉｄｅｌ
ａｙを無線基地局１２から受信する。
【０１３４】
　ステップＳ６０３において、ＳＩＲ算出部２１５は、ＳＩＲを算出する。
【０１３５】
　ステップＳ６０４において、ＳＩＲ比較部２１６は、ＳＩＲ算出部２１５によって算出
されたＳＩＲを所定閾値と比較する。算出されたＳＩＲを所定閾値よりも大きい場合、処
理がステップＳ６０５に進む。一方、算出されたＳＩＲを所定閾値よりも小さい場合、処
理がステップＳ６０６に進む。
【０１３６】
　ステップＳ６０５において、信号合成部２１４は、信号Ｓおよび遅延信号Ｓｄｅｌａｙ
を同位相で合成する。ステップＳ６０６において、信号合成部２１４は、信号Ｉおよび遅
延信号Ｉｄｅｌａｙを逆位相で合成する。
【０１３７】
　このように、第４実施形態によれば、無線端末２１が信号Ｓおよび遅延信号Ｓｄｅｌａ
ｙの同相合成、または信号Ｉおよび遅延信号Ｉｄｅｌａｙの逆相合成のいずれか一方のみ
を実行するため、両方を実行する場合と比較して、無線端末２１の処理負荷および消費電
力を低減することができる。また、無線端末２１は、算出したＳＩＲに対して適切な合成
処理を選択するため、同相合成または逆相合成のいずれか一方のみを実行する場合でも、
ＳＩＲの改善効果を高く保つことができる。
【０１３８】
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　［第５実施形態］
　上述した第１実施形態～第４実施形態では、隣接セル間干渉の影響を低減する構成につ
いて説明したが、第５実施形態では、同一セル内の干渉の影響を低減する構成について説
明する。
【０１３９】
　図１３は、第５実施形態に係る無線通信システム１０Ｂの全体概略構成図である。
【０１４０】
　図１３に示すように、無線通信システム１０Ｂは、無線基地局１１Ａ、無線端末２１お
よび無線端末２２を有する。無線端末２１および無線端末２２のそれぞれは、第１実施形
態～第４実施形態と同様にして構成される。
【０１４１】
　無線基地局１１Ａは、アダプティブアレイ制御を用いた空間多重通信を実行する無線基
地局である。すなわち、無線基地局１１Ａは、無線端末２１および無線端末２２のそれぞ
れが位置する方向に送信指向性（指向性ビーム）を向け、同一の通信チャネル（周波数ｆ
０）を用いて無線信号を同時に無線端末２１および無線端末２２に送信する。図１３の例
では、無線端末２１および無線端末２２の間の空間相関が高く、無線端末２１および無線
端末２２は、互いに干渉の影響を受ける。
【０１４２】
　図１４は、第５実施形態に係る無線基地局１１Ａの構成を示す機能ブロック図である。
図１４に示すように、無線基地局１１Ａは、第１実施形態～第４実施形態において説明し
た無線送信部１１０（第１無線送信装置）と、第１実施形態～第４実施形態において説明
した無線送信部１２０（第２無線送信装置）とを含んでいる。ただし、アンテナ１１６お
よびアンテナ１２６は、１つのアンテナユニットとしてもよい。
【０１４３】
　第５実施形態によれば、空間多重技術を用いた無線通信システム１０Ｂにおいて、同一
セルＣ１内において同一通信チャネルが割り当てられた無線端末２１および無線端末２２
の距離が近い場合でも、無線端末２１および無線端末２２においてＳＩＲを改善可能とす
ることができる。
【０１４４】
　［その他の実施形態］
　上記のように、本発明は実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述およ
び図面はこの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
様々な代替実施形態、実施例および運用技術が明らかとなる。
【０１４５】
　上述した各実施形態では、無線端末２１および無線端末２２に同一通信チャネルが割り
当てられていたが、干渉の問題は、隣接チャネル（隣接周波数）などでも生じ得る。この
ため、互いに隣接する通信チャネルが無線端末２１および無線端末２２に割り当てられる
場合にも、本発明は効果的である。
【０１４６】
　なお、上述した各実施形態では、以上の実施例では複数アンテナでの送信について記述
していないが、基地局側において複数アンテナを用いて送信する場合には、送信に用いる
すべてのアンテナにおいて同じ遅延情報を適用して送信を行う。複数アンテナでの適応送
信等を行う際には、適応送信等の後段において本発明の手法を適応することが好ましい。
【０１４７】
　また、端末側において複数アンテナでの受信を行う場合には、受信に用いるすべてのア
ンテナにおいて同様に同じ遅延情報を用いて合成処理を行う。複数アンテナでの適応受信
や、伝播路における遅延波の等化処理は、本発明の手法の後段において行うことが好まし
い。
【０１４８】
　さらに、上述した各実施形態では、下り方向の通信を主に説明したが、下り方向の通信
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もよい。
【０１４９】
　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形態等を包含するということ
を理解すべきである。したがって、本発明はこの開示から妥当な特許請求の範囲の発明特
定事項によってのみ限定されるものである。
【図面の簡単な説明】
【０１５０】
【図１】第１実施形態に係る無線通信システムの全体概略構成図である。
【図２】第１実施形態に係る無線基地局の構成を示す機能ブロック図である。
【図３】第１実施形態に係る無線端末の構成を示す機能ブロック図である。
【図４】第１実施形態に係る信号合成処理を説明するための概念図である。
【図５】第１実施形態に係る無線基地局の動作を示すフローチャートである。
【図６】第１実施形態に係る無線端末の動作を示すフローチャートである。
【図７】第１実施形態の第１変更例に係る無線端末の構成を示す機能ブロック図である。
【図８】第２実施形態に係る無線基地局の動作を示すフローチャートである。
【図９】第２実施形態に係る無線端末の動作を示すフローチャートである。
【図１０】第３実施形態に係る無線端末の動作を示すフローチャートである。
【図１１】第４実施形態に係る無線端末の構成を示す機能ブロック図である。
【図１２】第４実施形態に係る無線端末の動作を示すフローチャートである。
【図１３】第５実施形態に係る無線通信システムの全体概略構成図である。
【図１４】第５実施形態に係る無線基地局の構成を示す機能ブロック図である。
【符号の説明】
【０１５１】
　１０Ａ，１０Ｂ…無線通信システム、１１，１１Ａ，１２…無線基地局、２１，２１Ａ
，２２…無線端末、１００…バックボーンネットワーク、１１０…無線送信部、１１１…
送信信号生成部、１１２…遅延信号生成部、１１３…遅延情報保持部、１１４…遅延情報
通知部、１１５…送信部、１１６…アンテナ、１２０…無線送信部、１２１…送信信号生
成部、１２２…遅延信号生成部、１２３…遅延情報保持部、１２４…遅延情報通知部、１
２５…送信部、１２６…アンテナ、２１０，２１０Ａ…無線受信部、２１１…アンテナ、
２１２…受信部、２１３…遅延情報取得部、２１４…信号合成部、２１５…ＳＩＲ算出部
、２１６…ＳＩＲ比較部、２１９…遅延情報保持部、２２０…無線受信部、２２１…アン
テナ、２２２…受信部、２２３…遅延情報取得部、２２４…信号合成部、２２９…遅延情
報保持部
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