
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　
　

　
　

　 アンテナを介して受信された搬送波の受信振幅値と前記受信振幅値の平均値
との比を、搬送波毎に算出する算出手段と、
　
　
　
　 チップ毎のデータ を 前記比 搬送波毎にそれぞれ

と、
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複数のアンテナと、
複数の搬送波から構成され、前記複数の搬送波に複数のデータが符号分割多重および周

波数分割多重された無線信号を、前記複数のアンテナの各々を介して受信する受信手段と
、

受信された無線信号の受信振幅値を搬送波毎およびアンテナ毎に検出する検出手段と、
検出された受信振幅値を搬送波毎に比較して、前記複数のアンテナの中から最大受信振

幅値を得るアンテナを搬送波毎に選択する選択手段と、
選択された

複数のデータに対してそれぞれ異なる拡散符号を用いて拡散処理を施す拡散手段と、
拡散処理されたデータを符号分割多重する第１多重手段と、
符号分割多重されたデータをチップ毎に分割する分割手段と、
分割された の送信振幅 、 を用いて 制御す

る制御手段
送信振幅制御後のチップ毎のデータを、前記選択手段によって選択されたアンテナを介

して送信される搬送波に割り当てて周波数分割多重する第２多重手段と、
前記複数のデータが符号分割多重および周波数分割多重された無線信号を前記複数のア

ンテナの各々を介して送信する送信手段と、



　を具備することを特徴とする無線通信装置。
【請求項２】
　 チップ毎のデータを前記比によって搬送波毎にそれぞれ

　ことを特徴とする 記載の無線通信装置。
【請求項３】
　

　ことを特徴とする 記載の無線通信装置。
【請求項４】
　複数の搬送波から構成され、前記複数の搬送波に複数のデータが符号分割多重および周
波数分割多重された無線信号を、複数のアンテナの各々を介して受信し、
　受信した無線信号を前記複数のアンテナ間で搬送波毎にダイバーシチ合成し、
　ダイバーシチ合成した信号に対して所定の拡散符号で逆拡散処理を施して、搬送波に多
重されているデータを取り出す、
　ことを特徴とする無線通信方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、 に関し、特に移動体通信において拡散後の送
信信号を拡散信号毎にサブキャリアに割り当てて周波数分割多重することによってＯＦＤ
Ｍ／ＴＤＤにＣＤＭＡを組み合わせた無線通信を行う に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＣＤＭＡ通信では、マルチパス環境下で拡散符号間干渉を生じ、誤り率特性が劣化する。
一方、耐符号間干渉に強い通信方式としては、ガードインターバルを用いるＯＦＤＭ通信
が知られている。そこで、ＣＤＭＡ通信をマルチキャリア化し、各チップにサブキャリア
を割り当てて周波数分割多重し送信するＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ方式の無線通信が次世代の方
式として注目されている。
【０００３】
ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信では、複数の信号をそれぞれ無相関な拡散符号を用いて拡散し、
一つのサブキャリアに一拡散信号を割り当てる。拡散符号が完全に直交していれば信号を
いくら多重しても必要な信号以外は受信時の逆拡散処理によって完全に除去することがで
きる。
【０００４】
以下、図８及び図９を用いて、従来のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡの送受信装置について説明する
。図８は、従来の送受信装置の概略構成を示す要部ブロック図であり、図９は、従来のＯ
ＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信におけるサブキャリア配置の一例を示す模式図である。
【０００５】
図８の送信系において、拡散部８０１は、送信信号１～ｎに対して、それぞれ拡散符号１
～ｎを乗じ、拡散処理を行う。ここでは、拡散率をｋとする。
【０００６】
加算部８０２は、拡散処理された送信信号を加算し、シリアル・パラレル（Ｓｅｒｉａｌ
－Ｐａｒａｌｌｅｌ；Ｓ／Ｐ）変換器８０３は、一系列の信号を複数系列に変換し、ここ
では、加算された拡散処理後の送信信号を拡散信号毎に分け、拡散処理後の送信信号１～
ｎを拡散信号（チップ）毎に、すなわち第１チップ～第ｋチップに分解する。
【０００７】
ＩＦＦＴ処理部８０４は、複数系列の信号に対して逆フーリエ変換処理を行い、ここでは
、一つのチップデータ信号列に一サブキャリアを割り当て、周波数分割多重処理する。
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前記制御手段は、分割された 除
して前記送信振幅を制御する、

請求項１

前記制御手段は、前記比が上限値を超える場合は、前記比に代えて前記上限値を用いて
、チップ毎のデータの送信振幅を制御する、

請求項１

無線通信装置および無線通信方法

無線通信装置および無線通信方法



【０００８】
すなわち、サブキャリア数は拡散率に一致し、ここではｋ本である。なお、サブキャリア
１には送信信号１～ｎの第１チップを配置し、サブキャリアｋには送信信号１～ｎの第ｋ
チップを配置するものとする。すなわち、チップデータ列を周波数分割多重する。この態
様を図９に示す。
【０００９】
アンテナ８０５は、無線信号の送受信を行う。
【００１０】
受信系において、ＦＦＴ処理部８０６は、受信信号に対してフーリエ変換処理を行い、各
サブキャリア信号（チップデータ信号列）を取り出す。補償部８０７は、サブキャリア毎
に設けられ、各サブキャリア受信信号に対して位相補償等の補償処理を行う。
【００１１】
パラレル・シリアル（Ｐａｒａｌｌｅｌ－Ｓｅｒｉａｌ；Ｐ／Ｓ）変換器８０８は、複数
系列信号を一系列の信号に変換し、ここでは、各サブキャリアの信号を一チップずつ並び
替え、時刻ｔ 1において、拡散処理されて送信された信号１～ｎを多重した信号の１番目
のチップを出力し、時刻ｔ 2において、拡散処理されて送信された信号１～ｎを多重した
信号の２番目のチップを出力し、以下順に、時刻ｔ kにおいて、拡散処理されて送信され
た信号１～ｎを多重した信号のｋ番目のチップを出力する。
【００１２】
逆拡散部８０９は、一系列の信号に変換された受信信号にそれぞれ拡散符号１～ｎを乗じ
、そのコードで拡散された信号のみを取り出す逆拡散処理を行う。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の送受信装置においては、以下の問題がある。すなわち、マルチパス
環境下では、各サブキャリアが独立にフェージング変動を受け、図１０に示すようにサブ
キャリアによって受信振幅が異なる場合が生じ得る。
【００１４】
ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信では、拡散処理された各送信信号をチップの配置位置毎に一チッ
プにつき一サブキャリアを割り当てる周波数分割多重を行うため、各サブキャリアの受信
振幅の偏差は直接的に拡散信号の受信振幅の偏差となるため、拡散符号間の直交性が崩れ
る。
【００１５】
すなわち、拡散符号は、各拡散符号間が直交するように選択されるが、これは各拡散符号
の振幅が一定であることが前提となっているため、拡散符号の受信振幅に偏差が生じると
直交性が崩れることにつながる。
【００１６】
例えば、拡散信号列ＲＸ［１、－１、１、１］と拡散符号列ＴＸ［－１、－１、１、－１
］との相関は
　
　
　
　
　
となり、直交性があることが確認されるが、ここで、拡散信号列ＲＸに振幅偏差が生じ、
ＲＸ’［３、－０．１、０．２、１］となったとすると、
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となり、直交性が失われる。
【００１７】
このように、マルチパス環境において、拡散符号間の直交性が崩れると、直交性が崩れた
分だけ他の信号の成分が雑音成分として残留するため、誤り率特性が劣化する。多重数が
増加すると、雑音成分も増加するため、この誤り率特性の劣化は多重数に比例し、多重数
が多いほど劣化の程度も大きい。
【００１８】
通常、無線通信システムにおいては、誤り率が一定値以下に保たれるように制御されるた
め、誤り率特性の劣化により多重できる信号数が減少し、伝送容量が低下する。
【００１９】
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、サブキャリア間の振幅差を低減して拡散
符号間の直交性を維持し、マルチパス環境下における伝送効率を向上させる

を提供することを目的とする。
【００２０】
【課題を解決するための手段】

【００４０】
【発明の実施の形態】
本発明 に係る送受信装置は、複数ブランチそれぞれから周波数分割多重され
た複数搬送波から成る無線信号を受信する受信手段と、全ブランチの各搬送波の受信振幅
値を算出し、搬送波毎に最大受信振幅を得るブランチを検出するブランチ選択手段と、選
択された搬送波を所定の拡散符号で逆拡散処理しデータを取り出す復調手段と、複数の送
信データをそれぞれ異なる拡散符号で拡散処理し、複数の搬送波を用いて周波数分割多重
して搬送波毎に前記ブランチ選択手段によって選択されたブランチから送信する送信手段
と、を具備する。 によれば、受信時にサブキャリア毎に最も受信振幅の大きいブ
ランチを選択し、送信時にブランチ毎に上記選択されたサブキャリアのみを送信すること
によって、サブキャリア受信信号の振幅偏差を低減するため、拡散符号間の直交性を維持
し、マルチパス環境下での伝送効率低下を防止することができる。
本発明 に係る送受信装置は、前記送信手段は、前記選択された搬送波の平均
受信振幅値を算出する平均値算出部と、前記選択された搬送波の受信振幅値と前記平均受
信振幅値との比を搬送波毎に算出する除算係数算出部と、周波数分割多重処理直前の送信
信号を前記比で搬送波毎にそれぞれ除する除算部と、を有する。 によれば、受信
振幅に応じてサブキャリア毎に送信振幅制御を行い、送信前に予め伝搬路状況を考慮した
重み付けを行うため、受信側における受信振幅を一定値にすることができ、受信振幅偏差
をより低減することができる。
本発明 に係る送受信装置は、前記除算係数算出部は、任意のしきい値を保持
し、算出された前記比と前記しきい値とを大小比較し、前記しきい値の方が大きい場合に
は算出された比に代わり前記しきい値を前記除算部に出力する。 によれば、振幅
値が予め定められた上限値を超えないようにするため、ピーク電力を低減させることがで
きる。
本発明 に係る通信端末装置は、上記いずれかの送受信装置を具備する。

によれば、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信において送信ダイバーシチを行い、受信時にサブ
キャリア毎に最も受信振幅の大きいブランチを選択し、送信時にブランチ毎に上記選択さ
れたサブキャリアのみを送信するため、サブキャリア間の振幅差を低減して拡散符号間の
直交性を維持し、マルチパス環境下における伝送効率を向上させることができる。
本発明 に係る基地局装置は、上記通信端末装置と無線通信を行う。
によれば、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信において送信ダイバーシチを行い、受信時にサブキャ
リア毎に最も受信振幅の大きいブランチを選択し、送信時にブランチ毎に上記選択された
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無線通信装置
および無線通信方法

上記目的を達成するために、本発明では、受信時に、サブキャリア毎に最も受信振幅の大
きいブランチを選択し、送信時に、ブランチ毎に上記選択されたサブキャリアのみを送信
する。

の第１の態様

この態様

の第２の態様

この態様

の第３の態様

この態様

の第４の態様 この
態様

の第５の態様 この態様



サブキャリアのみを送信するため、サブキャリア間の振幅差を低減して拡散符号間の直交
性を維持し、マルチパス環境下における伝送効率を向上させることができる。
本発明 に係る基地局装置は、上記いずれかの送受信装置を具備する。

によれば、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信において送信ダイバーシチを行い、受信時にサブキ
ャリア毎に最も受信振幅の大きいブランチを選択し、送信時にブランチ毎に上記選択され
たサブキャリアのみを送信するため、サブキャリア間の振幅差を低減して拡散符号間の直
交性を維持し、マルチパス環境下における伝送効率を向上させることができる。
本発明 に係る通信端末装置は、上記基地局装置と無線通信を行う。
によれば、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信において送信ダイバーシチを行い、受信時にサブキャ
リア毎に最も受信振幅の大きいブランチを選択し、送信時にブランチ毎に上記選択された
サブキャリアのみを送信するため、サブキャリア間の振幅差を低減して拡散符号間の直交
性を維持し、マルチパス環境下における伝送効率を向上させることができる。
本発明 に係る送信ダイバーシチ方法は、複数ブランチそれぞれから周波数分
割多重された複数搬送波から成る無線信号を受信し、全ブランチの各搬送波の受信振幅値
を算出し、搬送波毎に最大受信振幅を得るブランチを検出し、搬送波毎に前記検出された
ブランチからの受信信号を所定の拡散符号で逆拡散処理しデータを取り出す受信工程と、
複数の送信データをそれぞれ異なる拡散符号で拡散処理し、複数の搬送波を用いて周波数
分割多重して搬送波毎に前記選択されたブランチから送信する送信工程と、を具備する。

によれば、受信時にサブキャリア毎に最も受信振幅の大きいブランチを選択し、
送信時にブランチ毎に上記選択されたサブキャリアのみを送信することによって、サブキ
ャリア受信信号の振幅偏差を低減するため、拡散符号間の直交性を維持し、マルチパス環
境下での伝送効率低下を防止することができる。
本発明 に係る送信ダイバーシチ方法は、前記選択された搬送波の平均受信振
幅値を算出し、前記選択された搬送波の受信振幅値と前記平均受信振幅値との比を搬送波
毎に算出し、周波数分割多重処理直前の送信信号を前記比で搬送波毎にそれぞれ除する。

によれば、受信振幅に応じてサブキャリア毎に送信振幅制御を行い、送信前に予
め伝搬路状況を考慮した重み付けを行うため、受信側における受信振幅を一定値にするこ
とができ、受信振幅偏差をより低減することができる。
本発明 に係る送信ダイバーシチ方法は、任意のしきい値を保持し、算出さ
れた前記比と前記しきい値とを大小比較し、前記しきい値の方が大きい場合には算出され
た比に代わり前記しきい値で周波数分割多重処理直前の送信信号を搬送波毎にそれぞれ除
する。 によれば、振幅値が予め定められた上限値を超えないようにするため、ピ
ーク電力を低減させることができる。
【００４１】
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００４２】
（実施の形態１）
本実施の形態に係る送受信装置は、受信時に、サブキャリア毎に最も受信振幅の大きいブ
ランチを選択し、送信時に、ブランチ毎に上記選択されたサブキャリアのみを送信するも
のである。
【００４３】
以下、図１から図３を用いて、本実施の形態に係る送受信装置について説明する。図１は
、本発明の実施の形態１に係る送受信装置の概略構成を示す要部ブロック図であり、図２
は、本発明の実施の形態１に係る送受信装置のダイバーシチ制御部の概略構成を示す要部
ブロック図であり、図３は、本発明の実施の形態１に係る送信信号及び受信信号のサブキ
ャリア配置の一例を示す模式図である。なお、ここでは、ブランチ数は２とする。
【００４４】
図１の送信系において、拡散部１０１は、送信信号１～ｎに対して、それぞれ拡散符号１
～ｎを乗じ、拡散処理を行う。ここでは、拡散率をｋとする。加算部１０２は、拡散処理
された送信信号を加算し、Ｓ／Ｐ変換器１０３は、加算された拡散処理後の送信信号を拡
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の第６の態様 この態
様

の第７の態様 この態様

の第８の態様

この態様

の第９の態様

この態様

の第１０の態様

この態様



散信号毎に分け、拡散処理後の送信信号１～ｎを拡散信号毎に、すなわち第１チップ～第
ｋチップに分解する。
【００４５】
セレクタ１０４は、サブキャリア毎に設けられ、後述するダイバーシチ制御部１１１から
の指示を切替制御として、入力された拡散信号が、後述するブランチ１用のＩＦＦＴ処理
部１０５又はブランチ２用のＩＦＦＴ処理部１０６のいずれかに出力されるように切り替
えられる。
【００４６】
ＩＦＦＴ処理部１０５は、ブランチ１用のＩＦＦＴ処理部であり、一つのチップデータ信
号列に一サブキャリアを割り当て、周波数分割多重処理する。同様に、ＩＦＦＴ処理部１
０６は、ブランチ２用のＩＦＦＴ処理部であり、一つのチップデータ信号列に一サブキャ
リアを割り当て、周波数分割多重処理する。
【００４７】
アンテナ１０７は、ブランチ１に関する無線信号の送受信を行い、アンテナ１０８は、ブ
ランチ２に関する無線信号の送受信を行う。
【００４８】
一方、受信系において、ＦＦＴ処理部１０９は、ブランチ１用のＦＦＴ処理部であり、受
信信号に対してフーリエ変換処理を行い、各サブキャリア信号（チップデータ信号列）を
取り出す。同様に、ＦＦＴ処理部１１０は、ブランチ２用のＦＦＴ処理部であり、受信信
号に対してフーリエ変換処理を行い、各サブキャリア信号（チップデータ信号列）を取り
出す。
【００４９】
ダイバーシチ制御部１１１は、各ブランチの各サブキャリア毎に受信振幅を検出し、各サ
ブキャリアにつき最も受信レベルが大きいブランチを選択する。選択結果は、送信系の各
セレクタ１０４及び後述する受信系のセレクタ１１２に切替制御信号として出力される。
ダイバーシチ制御部１１１の構成については後述する。
【００５０】
セレクタ１１２は、サブキャリア毎に設けられ、ダイバーシチ制御部１１１からの指示を
切替制御として、各サブキャリアにつき、ブランチ１用のＦＦＴ処理部１０９又はブラン
チ２用のＦＦＴ処理部１１０のいずれかの受信信号をそれぞれ対応する補償部１１３（後
述）に出力する。
【００５１】
補償部１１３は、サブキャリア毎に設けられ、各サブキャリア受信信号に対して位相補償
等の補償処理を行う。Ｐ／Ｓ変換器１１４は、各サブキャリアの信号を一チップずつ並び
替え、時刻ｔ 1において、拡散処理されて送信された信号１～ｎを多重した信号の１番目
のチップを出力し、時刻ｔ 2において、拡散処理されて送信された信号１～ｎを多重した
信号の２番目のチップを出力し、以下順に、時刻ｔ kにおいて、拡散処理されて送信され
た信号１～ｎを多重した信号のｋ番目のチップを出力する。
【００５２】
逆拡散部１１５は、一系列の信号に変換された受信信号にそれぞれ拡散符号１～ｎを乗じ
、そのコードで拡散された信号のみを取り出す逆拡散処理を行う。
【００５３】
次いで、図２を用いて、ダイバーシチ制御部１１１の構成について説明する。図２におい
て、二乗和演算部２０１は、各ブランチの各サブキャリア毎に設けられ、受信信号に対し
て演算：√（Ｉ 2＋Ｑ 2）を行い、受信振幅を算出する。比較部２０２は、各サブキャリア
について、いずれのブランチからの受信振幅が最も大きいかを大小比較により判定する。
判定により選択されたブランチがいずれであるかの情報は、サブキャリア毎に、送信系の
セレクタ１０４及び受信系のセレクタ１１２に切替制御信号として出力される。
【００５４】
次いで、上記構成を有する送受信装置の動作について説明する。
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【００５５】
送信系において、各送信信号（１～ｎ）は、拡散部１０１によってそれぞれ拡散符号１～
ｎによる拡散処理が行われ、加算部１０２によって加算されて一系列の信号となり、Ｓ／
Ｐ変換部１０３によって拡散率（ここではｋ）と同数のサブキャリア（１～ｋ）に、チッ
プ毎に分けられる。
【００５６】
すなわち、各送信信号が１６倍拡散されるとすると、拡散処理後の各送信信号の第１番目
のチップから成る信号列がサブキャリア１によって搬送され、以下順に送信信号内におけ
るチップの位置ごとにサブキャリアが割り当てられ、第１６番目のチップから成る信号列
はサブキャリア１６によって搬送される。
【００５７】
各サブキャリア送信信号は、ダイバーシチ制御部１１１によって切替が制御されるセレク
タ１０４によってＩＦＦＴ処理部１０５又はＩＦＦＴ処理部１０６のいずれかに出力され
、ＩＦＦＴ処理され、アンテナ１０７（ブランチ１）又はアンテナ１０８（ブランチ２）
から送信される。
【００５８】
このように、送信系においては、各サブキャリアにつき、受信系において受信振幅の大き
かった方のブランチから送信する。図３（ａ）、（ｂ）に一例を示す。図３（ａ）は、ブ
ランチ１によって送信されるサブキャリア群の一例を示し、図３（ｂ）は、ブランチ２に
よって送信されるサブキャリア群の一例を示す。
【００５９】
図示するように、各サブキャリアはいずれかのブランチから送信されているため、受信側
では、両ブランチからの信号を合わせることによって全サブキャリアの信号を得ることが
できる。
【００６０】
一方、受信系においては、アンテナ１０７（ブランチ１）及びアンテナ１０８（ブランチ
２）それぞれによって受信された受信信号は、ぞれぞれＦＦＴ処理部１０９及び１１０に
よってＦＦＴ処理される。
【００６１】
各ブランチの各サブキャリアの受信信号は、ダイバーシチ制御部１１１によって受信振幅
が算出され、サブキャリア毎にいずれのブランチからの受信信号の振幅値が大きいか大小
比較される。各サブキャリアにおいて選択されたブランチは、送信系のセレクタ１０４及
び受信系のセレクタ１１２に出力される。
【００６２】
ＦＦＴ処理された受信信号は、サブキャリア毎に設けられたセレクタ１１２によって、サ
ブキャリア毎にブランチ１又はブランチ２のいずれか受信振幅値の大きい方が選択・出力
される。この様子を図３（ｃ）に示す。サブキャリア毎、すなわち周波数毎に、受信振幅
の大きい方のブランチの信号が選択されているため、大きく落ち込んだサブキャリアを排
除することができる。
【００６３】
選択されたサブキャリア受信信号は、補償部１１３によって位相回転等が補償され、Ｐ／
Ｓ変換部１１４によって、一チップずつ並び替えられ、一系列の信号に変換され、逆拡散
部１１５によって、それぞれ拡散符号によって逆拡散処理され、受信信号１～ｎを得る。
【００６４】
このように、本実施の形態によれば、受信時にサブキャリア毎に最も受信振幅の大きいブ
ランチを選択し、送信時にブランチ毎に上記選択されたサブキャリアのみを送信すること
によって、サブキャリア受信信号の振幅偏差を低減するため、拡散符号間の直交性を維持
し、マルチパス環境下での伝送効率低下を防止することができる。
【００６５】
（実施の形態２）
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本実施の形態に係る送受信装置は、実施の形態１と同様の構成を有し、但し送信利得制御
を行うものである。
【００６６】
以下、図４から図６を用いて、本実施の形態に係る送受信装置について説明する。図４は
、本発明の実施の形態２に係る送受信装置の概略構成を示す要部ブロック図であり、図５
は、本発明の実施の形態２に係る送受信装置のダイバーシチ制御部の概略構成を示す要部
ブロック図であり、図６は、本発明の実施の形態２に係る送信信号及び受信信号のサブキ
ャリア配置の一例を示す模式図である。なお、実施の形態１と同様の構成には同一の符号
を付し、詳しい説明は省略する。
【００６７】
図４において、除算器４０１は、受信系における各サブキャリアの受信振幅値に応じて、
各サブキャリアの振幅値が等しくなるように設定されたサブキャリア毎の除算係数で各サ
ブキャリア信号をそれぞれ除算する。
【００６８】
このような伝搬路を考慮した送信振幅制御を行うと、送信信号がサブキャリア毎に予め重
み付けされ、図６（ａ）及び（ｂ）に示すような振幅値の状態で送信される。図６（ａ）
は、ブランチ１から送信される送信信号のサブキャリア配置の一例を示しており、図６（
ｂ）は、ブランチ２からの送信される送信信号のサブキャリア配置の一例を示している。
【００６９】
ダイバーシチ制御部４０２は、サブキャリア毎に選択されたブランチからの受信信号の平
均振幅値を算出し、サブキャリア毎に受信振幅値と平均振幅値との比を算出する。
【００７０】
図５において、平均化部５０１は、比較部２０２によって選択された方のブランチからの
受信した信号のサブキャリア毎の平均振幅値を算出する。演算部５０２は、サブキャリア
毎に選択された受信信号の振幅値と、平均化部５０１によって算出された平均振幅値と、
の比をサブキャリア毎にそれぞれ算出し、これを除算係数として除算器４０１にそれぞれ
出力する。
【００７１】
なお、上記除算係数Ｗ（ｋ）は、（二乗和演算部２０１の出力）／（平均化部５０１の出
力）であるから、下記「数１」の示す式で表わすことができる。ただし、ここで、Ｉ kは
サブキャリアｋにおける受信Ｉ信号であり、Ｑ kはサブキャリアｋにおける受信Ｑ信号で
あり、Ｎは全サブキャリア数であり、ｋはサブキャリア番号である。
【数１】
　
　
　
　
　
【００７２】
上記送信振幅制御が行われると、受信側は、送信前に予め伝搬路状況に応じた重み付け処
理がされた信号を受信するため、受信した各サブキャリアの振幅値は、図６（ｃ）に示す
ように、一定値となり、振幅偏差をよりよく除去できる。
【００７３】
このように、本実施の形態によれば、受信振幅に応じてサブキャリア毎に送信振幅制御を
行い、送信前に予め伝搬路状況を考慮した重み付けを行うため、受信側における受信振幅
を一定値にすることができ、受信振幅偏差をより低減することができる。
【００７４】
（実施の形態３）
本実施の形態に係る送受信装置は、実施の形態２と同様の構成を有し、但し振幅値（利得
）に上限を設け、ピーク電力低減を図るものである。
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【００７５】
以下、図７を用いて、本実施の形態に係る送受信装置について説明する。図７は、本発明
の実施の形態３に係る送受信装置のダイバーシチ制御部の概略構成を示す要部ブロック図
である。なお、実施の形態２と同様の構成には同一の符号を付し、詳しい説明は省略する
。
【００７６】
図７において、比較部７０１は、サブキャリア毎に設けられ、演算部５０２によって算出
された除算係数Ｗ（ｋ）と予め設けられた任意数である振幅の上限値とを大小比較し、比
較結果をセレクタ７０２に出力する。
【００７７】
セレクタ７０２は、比較部７０１の出力信号を切替制御信号として、除算係数が上限値以
下の場合はそのまま除算係数が、除算係数が上限値を超える場合は上限値が、それぞれ出
力されるように入力元を切り替える。
【００７８】
このように、本実施の形態によれば、振幅値が予め定められた上限値を超えないようにす
るため、ピーク電力を低減させることができる。
【００７９】
なお、本実施の形態において、振幅の上限値をサブキャリア数に応じて適応的に変化させ
ることによって、ピーク電力低減と伝送効率向上の両立を図るようにすることも可能であ
る。
【００８０】
上記実施の形態１から実施の形態３においては、ブランチ数が２の場合について説明した
が、本発明の適用はこの条件に拘束されるものではなく、ブランチ数は任意でよい。又、
サブキャリア数・拡散符号長も任意である。
【００８１】
又、上記実施の形態１から実施の形態３においては、ダイバーシチの種類として選択ダイ
バーシチを用いる場合について説明したが、本発明は上記条件に拘束されるものではなく
、等利得合成ダイバーシチや最大比合成ダイバーシチなど他の種類のダイバーシチを用い
ても本発明を適用し効果を得ることができる。
【００８２】
なお、上記実施の形態１から実施の形態３において説明した送信ダイバーシチは、通常の
ＯＦＤＭ通信に適用しても誤り率特性は改善するが伝送効率は向上しない。なぜならば、
一サブキャリアで一送信信号を搬送する通常のＯＦＤＭ通信において、一サブキャリアで
二以上の送信信号を搬送すると、各サブキャリアの受信振幅が一定であっても、各サブキ
ャリア内において希望波以外の信号が干渉となるため、希望信号と同一レベルだけ干渉波
が存在することになり、通信困難となるからである。
【００８３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信において送信ダイバーシ
チを行い、受信時にサブキャリア毎に最も受信振幅の大きいブランチを選択し、送信時に
ブランチ毎に上記選択されたサブキャリアのみを送信するため、サブキャリア間の振幅差
を低減して拡散符号間の直交性を維持し、マルチパス環境下における伝送効率を向上させ
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１に係る送受信装置の概略構成を示す要部ブロック図
【図２】本発明の実施の形態１に係る送受信装置のダイバーシチ制御部の概略構成を示す
要部ブロック図
【図３】（ａ）本発明の実施の形態１に係るブランチ１の送信信号のサブキャリア配置の
一例を示す模式図
（ｂ）本発明の実施の形態１に係るブランチ２の送信信号のサブキャリア配置の一例を示
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す模式図
（ｃ）本発明の実施の形態１に係る受信信号のサブキャリア配置の一例を示す模式図
【図４】本発明の実施の形態２に係る送受信装置の概略構成を示す要部ブロック図
【図５】本発明の実施の形態２に係る送受信装置のダイバーシチ制御部の概略構成を示す
要部ブロック図
【図６】（ａ）本発明の実施の形態２に係るブランチ１の送信信号のサブキャリア配置の
一例を示す模式図
（ｂ）本発明の実施の形態２に係るブランチ２の送信信号のサブキャリア配置の一例を示
す模式図
（ｃ）本発明の実施の形態２に係る受信信号のサブキャリア配置の一例を示す模式図
【図７】本発明の実施の形態３に係る送受信装置のダイバーシチ制御部の概略構成を示す
要部ブロック図
【図８】従来の送受信装置の概略構成を示す要部ブロック図
【図９】従来のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信におけるサブキャリア配置の一例を示す模式図
【図１０】従来のＯＦＤＭ－ＣＤＭＡ通信におけるサブキャリア配置の一例を示す模式図
【符号の説明】
１０４、１１２　セレクタ
１１１　ダイバーシチ制御部
４０１　除算器
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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