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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局装置がマルチキャリア信号を送信し、基地局装置が、移動局装置から直接受信さ
れるマルチキャリア信号と移動局装置から中継局装置を介して受信されるマルチキャリア
信号とを合成して受信データを得る移動体通信システムにおいて使用される移動局装置で
あって、
　中継局装置と基地局装置との間の回線品質に応じて、マルチキャリア信号を構成する複
数のサブキャリア各々の送信電力を制御する制御手段と、
　送信電力制御後のサブキャリアからなるマルチキャリア信号を送信する送信手段と、
　を具備する移動局装置。
【請求項２】
　前記送信手段は、１回目の送信では、前記複数のサブキャリアのすべてを含むマルチキ
ャリア信号を送信し、２回目の送信では、前記回線品質が目標品質未満のサブキャリアの
みからなるマルチキャリア信号を送信する、
　請求項１記載の移動局装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、２回目の送信では、前記回線品質が目標品質未満のサブキャリアの送
信電力を１回目の送信のときの送信電力より大きい電力に制御する、
　請求項２記載の移動局装置。
【請求項４】
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　前記制御手段は、前記回線品質が目標品質未満の第１サブキャリアの送信電力を前記回
線品質が目標品質以上の第２サブキャリアの送信電力より大きい電力に制御する、
　請求項１記載の移動局装置。
【請求項５】
　前記送信手段は、前記第１サブキャリアおよび前記第２サブキャリアの双方からなるマ
ルチキャリア信号を送信する、
　請求項４記載の移動局装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、
　前記回線品質が目標品質未満の第１サブキャリアの送信電力を、前記回線品質に基づい
て制御し、
　前記回線品質が目標品質以上の第２サブキャリアの送信電力を、移動局装置と中継局装
置との間の回線品質に基づいて制御する、
　請求項１記載の移動局装置。
【請求項７】
　前記送信手段は、前記第１サブキャリアおよび前記第２サブキャリアの双方からなるマ
ルチキャリア信号を送信する、
　請求項６記載の移動局装置。
【請求項８】
　前記回線品質が目標品質未満のサブキャリアのみからなるマルチキャリア信号の送信タ
イミングを遅延させる遅延手段、をさらに具備し、
　前記送信手段は、前記回線品質が目標品質未満のサブキャリアのみからなるマルチキャ
リア信号を、前記回線品質が目標品質以上のサブキャリアのみからなるマルチキャリア信
号よりも後に送信する、
　請求項１記載の移動局装置。
【請求項９】
　前記遅延手段は、送信タイミングの遅延量をガードインターバル長以内に設定する、
　請求項８記載の移動局装置。
【請求項１０】
　移動局装置がマルチキャリア信号を送信し、基地局装置が、移動局装置から直接受信さ
れるマルチキャリア信号と移動局装置から中継局装置を介して受信されるマルチキャリア
信号とを合成して受信データを得る無線通信方法であって、
　移動局装置が、中継局装置と基地局装置との間の回線品質に応じてサブキャリア各々の
送信電力を制御したマルチキャリア信号を送信する、
　無線通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動局装置および無線通信方法に関し、特に、ＯＦＤＭ（Orthogonal Frequ
ency Division Multiplex）方式等のマルチキャリア伝送方式を用いる移動局装置および
無線通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機等に代表されるセルラ移動体通信システムにおいては、情報のマルチ
メディア化に伴い、音声データのみならず、静止画像、動画像等の大容量データを伝送す
ることが一般化しつつある。大容量データの伝送を実現するために、高周波の無線帯域を
利用して高伝送レートを実現する技術に関して盛んな検討がなされている。
【０００３】
　しかし、高周波の無線帯域を利用した場合、近距離では高伝送レートを期待できる一方
、遠距離になるにしたがい伝送距離による減衰が大きくなる。よって、高周波の無線帯域
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を利用した移動体通信システムを実際に運用する場合は、各基地局のカバーエリアが小さ
くなり、このため、より多くの基地局を設置する必要が生じる。基地局の設置には相応の
コストがかかるため、基地局数の増加を抑制しつつ、高周波の無線帯域を利用した通信サ
ービスを実現するための技術が強く求められている。
【０００４】
　このような要求に対し、移動局を中継局として利用し、基地局と移動局との間に直接形
成される通信網と、中継局を介して形成される通信網（アドホック網）とを形成し、基地
局にて、双方の通信網の受信信号を合成することによりダイバーシチゲインを得る技術が
検討されている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００１－１８９９７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、アドホック網において移動局は、中継局としても利用されることがある
ため、移動局の消費電力が増大してしまう。
【０００６】
　本発明の目的は、消費電力を抑えることができる移動局装置および無線通信方法を提供
することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の移動局装置は、移動局装置がマルチキャリア信号を送信し、基地局装置が、移
動局装置から直接受信される第１マルチキャリア信号と移動局装置から中継局装置を介し
て受信される第２マルチキャリア信号とを合成して受信データを得る移動体通信システム
において使用される移動局装置であって、基地局装置における第２マルチキャリア信号の
サブキャリア毎の受信品質に応じて、マルチキャリア信号を構成する複数のサブキャリア
各々の送信電力を制御する制御手段と、送信電力制御後のサブキャリアからなるマルチキ
ャリア信号を送信する送信手段と、を具備する構成を採る。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、移動局の消費電力を抑えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。以下の各実
施の形態における移動体通信システムは、図１に示すように、移動局装置（以下、単に移
動局という）がマルチキャリア信号を送信し、基地局装置（以下、単に基地局という）が
、移動局から直接受信されるマルチキャリア信号（第１マルチキャリア信号）と移動局か
ら中継局装置（以下、単に中継局という）を介して受信されるマルチキャリア信号（第２
マルチキャリア信号）とを合成して受信データを得る移動体通信システムとする。なお、
以下の実施の形態における中継局は、予め設置された中継局であっても良いし、アドホッ
ク網のように他の移動局を利用しても良い。
【００１０】
　（実施の形態１）
　まず、図２に示すシーケンス図を用いて本実施の形態の全体処理について説明する。
【００１１】
　フレーム１において、中継局１５０は、移動局１００から受信したマルチキャリア信号
を構成する複数のサブキャリア毎の受信強度レベルを受信品質として測定し、その受信品
質を示す受信品質情報１を移動局１００へ送信する（処理（１））。この受信品質は、移
動局１００と中継局１５０との間の回線品質に相当する。
【００１２】
　なお、図１に示す移動体通信システムが、ＴＤＤ（Time Division Duplex）方式の通信
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システムである場合は、上り回線の伝搬路特性と下り回線の伝搬路特性との相関性が非常
に高いので、移動局１００は、中継局１５０から受信される信号の受信品質から中継局１
５０において測定される受信品質を推定することができる。よって、この場合は、フレー
ム１における処理（１）を行わなくても良い。
【００１３】
　また、フレーム２において、基地局２００は、中継局１５０から受信したマルチキャリ
ア信号を構成する複数のサブキャリア毎の受信強度レベルを受信品質として測定し、その
受信品質を示す受信品質情報２を移動局１００へ送信する（処理（２））。この受信品質
は、中継局１５０と基地局２００との間の回線品質に相当する。
【００１４】
　次に、フレーム３において、移動局１００は、受信品質情報１に基づいて送信電力制御
した複数のサブキャリアからなるマルチキャリア信号を基地局２００および中継局１５０
の双方に送信する（処理（３）、（３）’：１回目の送信）。この際、移動局１００は、
受信品質が低いサブキャリアほど送信電力を大きくし、受信品質が高いサブキャリアほど
送信電力を小さくする制御を行う。
【００１５】
　なお、フレーム３において送信されるマルチキャリア信号は、移動局１００からの距離
が比較的近い位置にある中継局１５０における受信品質に基づいて送信電力制御されたも
のであり、各サブキャリアの送信電力は中継局１５０における目標品質を最低限満たす電
力に制御されるため、移動局１００からの距離が中継局１５０よりも遠い基地局２００で
は、そのマルチキャリア信号の受信品質はかなり低くなるため、基地局２００は、フレー
ム３において送信されるマルチキャリア信号を受信しなくても良い。
【００１６】
　次に、フレーム４において、中継局１５０は、フレーム３において移動局１００から受
信したマルチキャリア信号を中継して基地局２００へ送信する（処理（４））。また、同
時に、移動局１００は、受信品質情報２に基づいて送信電力制御した複数のサブキャリア
からなるマルチキャリア信号を基地局２００のみに送信する（処理（５）：２回目の送信
）。この際、移動局１００は、受信品質情報２によって示される受信品質が目標品質未満
のサブキャリアを選択し、受信品質が目標品質未満のサブキャリアのみからなるマルチキ
ャリア信号を基地局２００に送信する。また、移動局１００は、受信品質が低いサブキャ
リアほど送信電力を大きくし、受信品質が高いサブキャリアほど送信電力を小さくする制
御を行う。
【００１７】
　そして、基地局２００は、処理（３）、（４）および（５）において送信されたマルチ
キャリア信号すべてをサブキャリア毎に合成し、受信データを得る。
【００１８】
　ここで、移動局１００は、各サブキャリアの送信電力を、処理（３）、（３）’では、
移動局１００からの距離が比較的近い位置にある中継局１５０における目標品質を最低限
満たす電力に制御するのに対し、処理（５）では、中継局１５０よりも遠い位置にある基
地局２００における目標品質を最低限満たす電力に制御するため、処理（５）における各
サブキャリアの送信電力は、処理（３）、（３）’における送信電力よりも大きい電力に
制御される。
【００１９】
　なお、処理（３）における送信と処理（４）における送信とでは、基地局２００での受
信タイミングが同タイミングになるように各送信タイミングが制御されるのが好ましい。
また、処理（２）をフレーム３で行い、処理（３）および（３）’をフレーム２で行って
も良い。
【００２０】
　次に、中継局１５０および基地局２００での受信強度レベルの一例を図３（ａ）～（ｆ
）に示す。図３（ａ）～（ｆ）では、マルチキャリア信号がサブキャリア１～８で構成さ
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れる例を示し、横軸の数字１～８はサブキャリア番号を示す。以下の実施の形態において
も同様である。
【００２１】
　図３（ａ）は、処理（２）において基地局２００から移動局１００へ送信される受信品
質情報２により通知される受信強度レベルを示す。この受信強度レベルは、処理（４）に
おいて中継局１５０から基地局２００に送信されるマルチキャリア信号の基地局２００に
おける受信強度レベルを予測したものである。つまり、処理（４）において中継局１５０
から送信される中継信号のみでは、サブキャリア５、７の受信強度レベルが低く目標受信
強度レベルに達しない。
【００２２】
　図３（ｂ）は、処理（１）における受信品質情報１に基づいて送信電力制御され、処理
（３）において送信されたマルチキャリア信号の基地局２００における受信強度レベルを
示す。また、図３（ｃ）は、処理（１）における受信品質情報１に基づいて送信電力制御
され、処理（３）’において送信されたマルチキャリア信号の中継局１５０における受信
強度レベルを示す。なお、処理（３）および（３）’において送信されるマルチキャリア
信号は、移動局１００において同一の送信電力制御をなされた同一のマルチキャリア信号
である。ここで、図３（ｂ）に示す受信強度レベルが図３（ｃ）に示す受信強度レベルよ
り低いのは、移動局１００と基地局２００との間の距離が移動局１００と中継局１５０と
の間の距離よりも大きいため、基地局２００で受信されるマルチキャリア信号の方が伝送
距離による減衰がより大きいからである。
【００２３】
　図３（ｄ）は、処理（４）において中継局１５０から基地局２００に送信されるマルチ
キャリア信号の基地局２００における受信強度レベルを示す。
【００２４】
　図３（ｅ）は、処理（５）において移動局１００から基地局２００に直接送信されるマ
ルチキャリア信号の基地局２００における受信強度レベルを示す。処理（５）では、移動
局１００は、上記のように、図３（ａ）に示す受信強度レベルが目標受信強度レベル未満
のサブキャリア５、７のみからなるマルチキャリア信号を送信するため、図３（ｅ）では
、サブキャリア５、７のみの受信強度レベルが示されている。
【００２５】
　そして、基地局２００は、図３（ｂ）、（ｄ）、（ｅ）に示すマルチキャリア信号をサ
ブキャリア毎に合成して、図３（ｆ）に示す受信強度レベルのマルチキャリア信号を得る
。この合成により、サブキャリア５、７も目標受信強度レベルに達する。
【００２６】
　このようにして、基地局２００では、中継局１５０から処理（４）で送信される信号の
受信品質が低い部分（すなわち、図３（ｄ）に示すサブキャリアのうち受信強度レベルが
目標受信強度レベルに達していないサブキャリア５、７）を、移動局１００から処理（５
）で送信される信号（図３（ｅ））により補うことができる。
【００２７】
　また、移動局１００は、処理（３）、（３）’では、移動局１００からの距離が比較的
近い位置にある中継局１５０における受信品質に基づいて各サブキャリアの送信電力を制
御し、各サブキャリアの送信電力を中継局１５０における目標品質を最低限満たす電力に
制御するため、処理（３）、（３）’において送信されるマルチキャリア信号の送信電力
は比較的小さくなる。また、移動局１００は、処理（５）では、受信品質が低い一部のサ
ブキャリアのみ送信するため、すべてのサブキャリアを送信する場合に比べ、送信電力を
小さくすることができる。このようにして移動局１００は、マルチキャリア信号の送信電
力を小さくすることができる。よって、移動局１００は、消費電力を抑えることができる
。
【００２８】
　次に基地局２００の構成について説明する。基地局２００の構成を図４に示す。



(6) JP 4719214 B2 2011.7.6

10

20

30

40

50

【００２９】
　基地局２００において、無線受信部２０２は、移動局１００からのマルチキャリア信号
および中継局１５０からのマルチキャリア信号をアンテナ２０１を介して受信し、受信信
号に対してダウンコンバート等の無線処理を行い、ベースバンド信号を得る。
【００３０】
　ＧＩ除去部２０３は、ベースバンド信号からガードインターバル（ＧＩ）を除去する。
【００３１】
　ＦＦＴ部２０４は、ベースバンド信号に対してＦＦＴ処理を行って、ベースバンド信号
を時間領域から周波数領域に変換してサブキャリア毎の信号を得て、そのサブキャリア毎
の信号をＰ／Ｓ部２０５に入力する。
【００３２】
　Ｐ／Ｓ部２０５は、並列に入力されたサブキャリア毎の信号を直列に変換して、チャネ
ル推定部２０６および復調部２０７に入力する。また、Ｐ／Ｓ部２０５は、中継局１５０
からのマルチキャリア信号については、直列に変換したサブキャリア毎の信号を受信品質
測定部２１０にも入力する。
【００３３】
　チャネル推定部２０６は、サブキャリア毎の伝搬路を推定して伝搬路推定値を生成する
。伝搬路推定値は、復調部２０７に入力される。
【００３４】
　復調部２０７は、入力されたサブキャリア毎の信号をサブキャリア毎の伝搬路推定値で
除算することにより、伝搬路による振幅変動および位相変動の影響による誤差を低減して
信号を復調する。復調後の信号は合成部２０８に入力される。
【００３５】
　合成部２０８は、移動局から直接受信された信号と、移動局から中継局を介して受信さ
れた信号とをサブキャリア毎に合成して復号部２０９に入力する。
【００３６】
　復号部２０９は、合成後の信号を復号する。これにより受信データが得られる。
【００３７】
　一方、受信品質測定部２１０は、中継局１５０からのマルチキャリア信号の各サブキャ
リア毎の受信強度レベルを受信品質として測定し、その受信品質を示す受信品質情報（上
記の受信品質情報２）を生成する。この受信品質情報は符号化部２１１に入力される。
【００３８】
　符号化部２１１は、入力される時系列の送信データおよび受信品質情報にターボ符号等
の符号化を行い、符号化した送信データを変調部２１２に入力する。
【００３９】
　変調部２１２は、送信データおよび受信品質情報に対してＱＰＳＫや１６ＱＡＭ等の変
調を行い、変調後の送信信号および受信品質情報をＳ／Ｐ部２１３に入力する。
【００４０】
　Ｓ／Ｐ部２１３は、直列に入力されるサブキャリア毎の信号を並列に変換してＩＦＦＴ
部２１４に入力する。また、Ｓ／Ｐ部２１３は、受信品質情報を所定のサブキャリアに割
り当てる。
【００４１】
　ＩＦＦＴ部２１４は、入力される信号に対してＩＦＦＴ処理を行い、周波数領域の信号
を時間領域のマルチキャリア信号に変換してＧＩ挿入部２１５に入力する。
【００４２】
　ＧＩ挿入部２１５は、マルチキャリア信号にガードインターバルを挿入して無線送信部
２１６に入力する。
【００４３】
　無線送信部２１６は、マルチキャリア信号に対してアップコンバート等の無線処理を施
してアンテナ２０１から送信する。この際、受信品質情報を含むマルチキャリア信号は移
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動局１００へ送信される。
【００４４】
　次に移動局１００の構成について説明する。移動局１００の構成を図５に示す。
【００４５】
　移動局１００において、無線受信部１０２は、中継局１５０からのマルチキャリア信号
および基地局２００からのマルチキャリア信号をアンテナ１０１を介して受信し、受信信
号に対してダウンコンバート等の無線処理を行い、ベースバンド信号を得る。なお、中継
局１５０からのマルチキャリア信号には中継局１５０における受信品質情報（上記の受信
品質情報１）が含まれ、基地局２００からのマルチキャリア信号には基地局２００におけ
る受信品質情報（上記の受信品質情報２）が含まれる。
【００４６】
　ＧＩ除去部１０３は、ベースバンド信号からガードインターバル（ＧＩ）を除去する。
【００４７】
　ＦＦＴ部１０４は、ベースバンド信号に対してＦＦＴ処理を行って、ベースバンド信号
を時間領域から周波数領域に変換してサブキャリア毎の信号を得て、そのサブキャリア毎
の信号をＰ／Ｓ部１０５に入力する。
【００４８】
　Ｐ／Ｓ部１０５は、並列に入力されたサブキャリア毎の信号を直列に変換して、チャネ
ル推定部１０６、復調部１０７および受信品質情報抽出部１０９に入力する。
【００４９】
　チャネル推定部１０６は、サブキャリア毎の伝搬路を推定して伝搬路推定値を生成する
。伝搬路推定値は、復調部１０７に入力される。
【００５０】
　復調部１０７は、入力されたサブキャリア毎の信号をサブキャリア毎の伝搬路推定値で
除算することにより、伝搬路による振幅変動および位相変動の影響による誤差を低減して
信号を復調する。復調後の信号は復号部１０８に入力される。
【００５１】
　復号部１０８は、入力された信号を復号する。これにより受信データが得られる。
【００５２】
　一方、受信品質情報抽出部１０９は、入力された信号から上記の受信品質情報１および
受信品質情報２を抽出して、受信品質情報１を中継局用電力制御部１１３に入力し、受信
品質情報２をサブキャリア選択部１１０および基地局用電力制御部１１７に入力する。
【００５３】
　サブキャリア選択部１１０は、受信品質情報２に基づき、受信品質が目標品質未満のサ
ブキャリアを選択し、選択したサブキャリアの番号を選択結果として基地局用電力制御部
１１７およびサブキャリア割当部１１８に入力する。
【００５４】
　符号化部１１１は、入力される時系列の送信データにターボ符号等の符号化を行い、符
号化した送信データを変調部１１２に入力する。
【００５５】
　変調部１１２は、送信データに対してＱＰＳＫや１６ＱＡＭ等の変調を行い、変調後の
送信信号を中継局用電力制御部１１３および基地局用電力制御部１１７に入力する。
【００５６】
　中継局用電力制御部１１３は、入力されたサブキャリア毎の信号の送信電力を受信品質
情報１に基づいて制御してＳ／Ｐ部１１４に入力する。
【００５７】
　Ｓ／Ｐ部１１４は、直列に入力されるサブキャリア毎の信号を並列に変換してＩＦＦＴ
部１１５に入力する。
【００５８】
　ＩＦＦＴ部１１５は、入力される信号に対してＩＦＦＴ処理を行い、周波数領域の信号
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を時間領域のマルチキャリア信号に変換してＧＩ挿入部１１６に入力する。ＩＦＦＴ部１
１５で生成されるマルチキャリア信号は、中継局１５０へ送信されるための信号である。
【００５９】
　ＧＩ挿入部１１６は、ＩＦＦＴ部１１５から入力されるマルチキャリア信号にガードイ
ンターバルを挿入して送信信号選択部１２１に入力する。
【００６０】
　基地局用電力制御部１１７は、選択結果で示されるサブキャリアに割り当てられる信号
の送信電力を受信品質情報２に基づいて制御してサブキャリア割当部１１８に入力する。
この際、基地局用電力制御部１１７は、サブキャリア選択部１１０で選択されたサブキャ
リア以外のサブキャリアに割り当てられる信号の送信電力をゼロにする。つまり、サブキ
ャリア割当部１１８には、サブキャリア選択部１１０で選択されたサブキャリアに割り当
てられる信号のみが入力される。
【００６１】
　サブキャリア割当部１１８は、基地局用電力制御部１１７から入力された信号を、選択
結果に従って、各サブキャリアに割り当ててＩＦＦＴ部１１９に入力する。
【００６２】
　ＩＦＦＴ部１１９は、入力される信号に対してＩＦＦＴ処理を行い、周波数領域の信号
を時間領域のマルチキャリア信号に変換してＧＩ挿入部１２０に入力する。ＩＦＦＴ部１
１９で生成されるマルチキャリア信号は、基地局２００へ直接送信されるための信号であ
る。
【００６３】
　ＧＩ挿入部１２０は、ＩＦＦＴ部１１９から入力されるマルチキャリア信号にガードイ
ンターバルを挿入して送信信号選択部１２１に入力する。
【００６４】
　送信信号選択部１２１は、送信するマルチキャリア信号を選択する。すなわち、送信信
号選択部１２１は、上記図２のフレーム３においてはＧＩ挿入部１１６から入力される信
号を選択し、フレーム４においてはＧＩ挿入部１２０から入力される信号を選択して、無
線送信部１２２に入力する。この選択により、フレーム４における２回目の送信では、基
地局２００における受信品質が目標品質未満のサブキャリアのみからなるマルチキャリア
信号が、基地局２００に対してのみ送信される。
【００６５】
　無線送信部１２２は、マルチキャリア信号に対してアップコンバート等の無線処理を施
してアンテナ１０１から送信する。
【００６６】
　次に、移動局１００の処理フローについて図６のフローチャートを用いて説明する。
【００６７】
　ＳＴ（ステップ）１１では、中継局１５０から送信されたマルチキャリア信号から受信
品質情報１を抽出するとともに、基地局２００から送信されたマルチキャリア信号から受
信品質情報２を抽出する。
【００６８】
　次に、ＳＴ１２では、中継局１５０向けの送信電力制御を行う。この送信電力制御は、
受信品質情報１に基づいて、すべてのサブキャリアに対して行われる。
【００６９】
　そして、ＳＴ１３では、ＳＴ１２で送信電力制御されたサブキャリアからなるマルチキ
ャリア信号を中継局１５０へ送信する（１回目の送信）。
【００７０】
　次に、ＳＴ１４では、基地局２００へ直接送信するサブキャリアを選択する。この選択
では、受信品質情報２に基づいて、受信品質が目標品質未満のサブキャリアを選択する。
【００７１】
　次に、ＳＴ１５では、基地局２００向けの送信電力制御を行う。この送信電力制御は、
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ＳＴ１４で選択されたサブキャリアに対して、受信品質情報２に基づいて行われる。
【００７２】
　次に、ＳＴ１６では、ＳＴ１４で選択されたサブキャリアを割り当てる。
【００７３】
　そして、ＳＴ１７では、ＳＴ１４で選択され、ＳＴ１５で送信電力制御されたサブキャ
リアからなるマルチキャリア信号を基地局２００へ送信する（２回目の送信）。
【００７４】
　このように、本実施の形態に係る移動局は、１回目の送信では、中継局における目標品
質を最低限満たす送信電力でマルチキャリア信号を送信し、２回目の送信では、基地局に
おける受信品質が目標品質未満の一部のサブキャリアのみ送信するため、移動局の送信電
力を減少することができ、よって、移動局の消費電力を抑えることができる。
【００７５】
　（実施の形態２）
　まず、図７に示すシーケンス図を用いて本実施の形態の全体処理について説明する。
【００７６】
　フレーム１およびフレーム２での処理（１）、（２）は実施の形態１（図２）と同一で
あるため説明を省略する。
【００７７】
　次に、フレーム３において、移動局３００は、受信品質情報１および受信品質情報２に
基づいて送信電力制御した複数のサブキャリアからなるマルチキャリア信号を基地局２０
０および中継局１５０の双方に送信する（処理（３）、（３）’）。この際、移動局３０
０は、受信品質が低いサブキャリアほど送信電力を大きくし、受信品質が高いサブキャリ
アほど送信電力を小さくする制御を行う。また、移動局３００は、受信品質が目標品質以
上のサブキャリアに対しては受信品質情報１に基づいて中継局１５０向けに送信電力を制
御し、受信品質が目標品質未満のサブキャリアに対しては受信品質情報２に基づいて基地
局２００向けに送信電力を制御する。つまり、移動局３００は、受信品質が目標品質以上
のサブキャリアの送信電力については中継局１５０における目標品質を最低限満たす電力
に制御し、受信品質が目標品質未満のサブキャリアの送信電力については基地局２００に
おける目標品質を最低限満たす電力に制御する。ここで、移動局３００からの距離は、基
地局２００の方が中継局１５０よりも大きいため、基地局２００で受信されるマルチキャ
リア信号の方が伝送距離による減衰がより大きくなる。よって、移動局３００でのこうよ
うな送信電力制御により、フレーム３で送信されるマルチキャリア信号においては、受信
品質が目標品質未満のサブキャリアの送信電力は受信品質が目標品質以上のサブキャリア
の送信電力より大きい電力に制御される。
【００７８】
　さらに、フレーム３において、中継局１５０は、移動局３００から受信したマルチキャ
リア信号を中継して基地局２００へ送信する（処理（４））。
【００７９】
　そして、基地局２００は、処理（３）および（４）において送信されたマルチキャリア
信号をサブキャリア毎に合成し、受信データを得る。
【００８０】
　次に、中継局１５０および基地局２００での受信強度レベルの一例を図８（ａ）～（ｅ
）に示す。
【００８１】
　図８（ａ）は、処理（２）において基地局２００から移動局３００へ送信される受信品
質情報２により通知される受信強度レベルを示す。この受信強度レベルは、中継局１５０
から基地局２００に送信されるマルチキャリア信号の基地局２００における受信強度レベ
ルを予測したものである。つまり、中継局１５０から送信される中継信号のみでは、サブ
キャリア５、７の受信強度レベルが低く目標受信強度レベルに達しない。
【００８２】
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　図８（ｂ）は、受信品質情報１および受信品質情報２に基づいて送信電力制御され、処
理（３）において送信されたマルチキャリア信号の基地局２００における受信強度レベル
を示す。また、図８（ｃ）は、受信品質情報１および受信品質情報２に基づいて送信電力
制御され、処理（３）’において送信されたマルチキャリア信号の中継局１５０における
受信強度レベルを示す。なお、処理（３）および（３）’において送信されるマルチキャ
リア信号は、移動局３００において同一の送信電力制御をなされた同一のマルチキャリア
信号である。この送信電力制御では、移動局３００は、図８（ａ）に示すサブキャリアの
うち、受信強度レベルが目標受信強度レベルに達していない（受信品質が低い）サブキャ
リア５、７に対しては上記のように受信品質情報２に基づいて基地局２００向けの送信電
力制御を行い、受信強度レベルが目標受信強度レベルに達している（受信品質が高い）サ
ブキャリア１、２、３、４、６、８に対しては上記のように受信品質情報１に基づいて中
継局１５０向けの送信電力制御を行う。なお、図８（ｂ）に示す受信強度レベルが図８（
ｃ）に示す受信強度レベルより低いのは、移動局３００と基地局２００との間の距離が移
動局３００と中継局１５０との間の距離よりも大きいため、基地局２００で受信されるマ
ルチキャリア信号の方が伝送距離による減衰がより大きいからである。
【００８３】
　図８（ｄ）は、処理（４）において中継局１５０から基地局２００に送信されるマルチ
キャリア信号の基地局２００における受信強度レベルを示す。
【００８４】
　そして、基地局２００は、図８（ｂ）、（ｄ）に示すマルチキャリア信号をサブキャリ
ア毎に合成して、図８（ｅ）に示す受信強度レベルのマルチキャリア信号を得る。この合
成により、サブキャリア５、７も目標受信強度レベルに達する。
【００８５】
　このようにして、基地局２００では、中継局１５０から処理（４）で送信される信号の
受信品質が低い部分（特に、図８（ｄ）に示すサブキャリアのうち受信強度レベルが目標
受信強度レベルに達していないサブキャリア５、７）を、移動局３００から処理（３）で
送信される信号（図８（ｂ））により補うことができる。
【００８６】
　また、基地局２００においてすべてのサブキャリアの受信強度レベルを目標受信強度レ
ベルにするには、実施の形態１に係る移動局１００が２回の送信を必要としていたのに対
し、本実施の形態に係る移動局３００は１回の送信で足りるため、移動局の消費電力をよ
り抑えることができる。
【００８７】
　次に移動局３００の構成について説明する。移動局３００の構成を図９に示す。但し、
図９において実施の形態１（図５）と同一の構成部分には同一の符号を付し、説明を省略
する。
【００８８】
　移動局３００において、受信品質情報抽出部３０１は、入力された信号から上記の受信
品質情報１を抽出して中継局用電力制御部３０３に入力する。また、受信品質情報抽出部
３０１は、入力された信号から上記の受信品質情報２を抽出してサブキャリア設定部３０
および基地局用電力制御部３０４に入力する。
【００８９】
　サブキャリア設定部３０２は、受信品質情報２に基づき、受信品質が目標品質以上のサ
ブキャリアを中継局用電力制御部３０３に対して設定し、受信品質が目標品質未満のサブ
キャリアを基地局用電力制御部３０４に対して設定する。この設定結果を示す設定情報は
、中継局用電力制御部３０３および基地局用電力制御部３０４に入力される。このように
して、サブキャリア設定部３０２は、受信品質が目標品質以上のサブキャリアに対する送
信電力制御を中継局用電力制御部３０３に行わせ、受信品質が目標品質未満のサブキャリ
アに対する送信電力制御を基地局用電力制御部３０４に行わせる。
【００９０】
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　中継局用電力制御部３０３は、入力されたサブキャリア毎の信号のうち、受信品質が目
標品質以上のサブキャリアに割り当てられる信号の送信電力を受信品質情報１に基づいて
上記のように制御してＳ／Ｐ部３０５に入力する。この際、中継局用電力制御部３０３は
、受信品質が目標品質未満のサブキャリアに割り当てられる信号の送信電力をゼロにする
。つまり、中継局用電力制御部３０３からは、受信品質が目標品質以上のサブキャリアに
割り当てられる信号のみがＳ／Ｐ部３０５に入力される。
【００９１】
　一方、基地局用電力制御部３０４は、入力されたサブキャリア毎の信号のうち、受信品
質が目標品質未満のサブキャリアに割り当てられる信号の送信電力を受信品質情報２に基
づいて上記のように制御してＳ／Ｐ部３０５に入力する。この際、基地局用電力制御部３
０４は、受信品質が目標品質以上のサブキャリアに割り当てられる信号の送信電力をゼロ
にする。つまり、基地局用電力制御部３０４からは、受信品質が目標品質未満のサブキャ
リアに割り当てられる信号のみがＳ／Ｐ部３０５に入力される。
【００９２】
　Ｓ／Ｐ部３０５は、中継局用電力制御部３０３および基地局用電力制御部３０４から直
列に入力されるサブキャリア毎の信号を並列に変換してＩＦＦＴ部１１５に入力する。
【００９３】
　次に、移動局３００の処理フローについて図１０のフローチャートを用いて説明する。
【００９４】
　ＳＴ２１では、中継局１５０から送信されたマルチキャリア信号から受信品質情報１を
抽出するとともに、基地局２００から送信されたマルチキャリア信号から受信品質情報２
を抽出する。
【００９５】
　次に、ＳＴ２２では、受信品質情報２に基づき、受信品質が目標品質以上のサブキャリ
アを中継局１５０に対する送信電力制御対象として設定し、受信品質が目標品質未満のサ
ブキャリアを基地局２００に対する送信電力制御対象として設定する。
【００９６】
　次に、ＳＴ２３では、受信品質が目標品質以上のサブキャリアに対し受信品質情報１に
基づいて中継局１５０向けの送信電力制御を行い、ＳＴ２４では、受信品質が目標品質未
満のサブキャリアに対し受信品質情報２に基づいて基地局２００向けの送信電力制御を行
う。なお、ＳＴ２３とＳＴ２４の処理順序は逆でも良く、また、ＳＴ２３とＳＴ２４とを
並列処理しても良い。
【００９７】
　そして、ＳＴ２５では、ＳＴ２３およびＳＴ２４で送信電力制御されたサブキャリアか
らなるマルチキャリア信号を中継局１５０および基地局２００の双方へ送信する。
【００９８】
　このように、本実施の形態に係る移動局は、受信品質が目標品質未満のサブキャリアの
み基地局における目標品質を最低限満たす送信電力に制御し、その他のサブキャリア（受
信品質が目標品質以上のサブキャリア）については、基地局よりも近い位置にある中継局
おける目標品質を最低限満たす送信電力に制御して送信するため、実施の形態１同様、移
動局の送信電力を減少することができ、よって、移動局の消費電力を抑えることができる
。また、基地局においてすべてのサブキャリアの受信品質を目標品質にするためのマルチ
キャリア信号の送信は１回で済むため、２回の送信を必要としていた実施の形態１に係る
移動局に比べ、さらに消費電力を抑えることができる。
【００９９】
　（実施の形態３）
　実施の形態２（図７）において、中継局１５０を経由して基地局２００で受信される信
号は、中継局１５０における中継処理により遅延が生ずるため、移動局３００より直接受
信される信号よりも遅れて受信される。このように、基地局２００において合成される双
方の信号の受信タイミングがずれてしまうと、そのずれがガードインターバル長以内に収
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まらない場合には、双方の信号間においてシンボル間干渉が発生し、受信特性が劣化して
しまう。
【０１００】
　そこで、本実施の形態に係る移動局４００は、実施の形態２において、基地局２００に
対する送信電力制御対象として設定したサブキャリアを、中継局１５０に対する送信電力
制御対象として設定したサブキャリアよりも遅延させて送信する。
【０１０１】
　まず、図１１に示すシーケンス図を用いて本実施の形態の全体処理について説明する。
【０１０２】
　フレーム１およびフレーム２での処理（１）、（２）は実施の形態１および２（図２、
７）と同一であるため説明を省略する。なお、ここでは、実施の形態１および２同様、受
信品質が目標品質以上のサブキャリアをサブキャリア１、２、３、４、６、８とし、受信
品質が目標品質未満のサブキャリアをサブキャリア５、７とする。
【０１０３】
　フレーム３のタイミング１において、移動局４００は、受信品質情報１に基づいて、受
信品質が目標品質以上のサブキャリア１、２、３、４、６、８に対する送信電力制御を行
い、これらのサブキャリアのみからなるマルチキャリア信号を基地局２００および中継局
１５０の双方に送信する（処理（３）、（３）’）。
【０１０４】
　次いで、フレーム３のタイミング２において、移動局４００は、受信品質情報２に基づ
いて、受信品質が目標品質未満のサブキャリア５、７に対する送信電力制御を行い、これ
らのサブキャリアのみからなるマルチキャリア信号を基地局２００および中継局１５０の
双方に送信する（処理（３）、（３）’）。
【０１０５】
　ここで、タイミング１とタイミング２との時間差（遅延量）は、移動局４００が送信し
た信号を直接基地局２００が受信するタイミングと、移動局４００が送信した信号を中継
局１５０経由で基地局２００が受信するタイミングとの差、または、ガードインターバル
長以内に設定する。なお、中継局１５０での中継処理時間を考慮したこの時間差を基地局
２００において予め測定しておき、測定した時間差を示す信号を処理（２）において受信
品質情報２とともに移動局４００へ送信しても良い。
【０１０６】
　さらに、フレーム３において、中継局１５０は、タイミング１で送信されたマルチキャ
リア信号と、タイミング２で送信されたマルチキャリア信号とを中継して基地局２００へ
送信する（処理（４））。
【０１０７】
　よって、移動局４００においてタイミング１に対するタイミング２の遅延量を基地局２
００における受信タイミングの差に設定した場合、図１２に示すように、基地局２００で
は、タイミング１で送信されたマルチキャリア信号（サブキャリア１、２、３、４、６，
８）のうち、直接受信される信号（図１２の３１）はタイミング３で受信され、中継局１
５０を介して受信される信号（図１２の３２）はタイミング４で受信され、タイミング２
で送信されたマルチキャリア信号（サブキャリア５、７）のうち、直接受信される信号（
図１２の３３）はタイミング４で受信され、中継局１５０を介して受信される信号（図１
２の３４）はタイミング５で受信される。そこで、基地局２００は、同じタイミング４で
受信された２つのマルチキャリア信号（図１２の３２と３３）をサブキャリア毎に合成し
、受信データを得る。
【０１０８】
　次に移動局４００の構成について説明する。移動局４００の構成を図１３に示す。但し
、図１３において実施の形態２（図９）と同一の構成部分には同一の符号を付し、説明を
省略する。
【０１０９】
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　移動局４００において、中継局用電力制御部４０１は、入力されたサブキャリア毎の信
号のうち、受信品質が目標品質以上のサブキャリアに割り当てられる信号の送信電力を受
信品質情報１に基づいて上記のように制御してＳ／Ｐ部４０２に入力する。この際、中継
局用電力制御部４０１は、受信品質が目標品質未満のサブキャリアに割り当てられる信号
の送信電力をゼロにする。つまり、中継局用電力制御部４０１からは、受信品質が目標品
質以上のサブキャリアに割り当てられる信号のみがＳ／Ｐ部４０２に入力される。
【０１１０】
　Ｓ／Ｐ部４０２は、中継局用電力制御部４０１から直列に入力されるサブキャリア毎の
信号を並列に変換してＩＦＦＴ部４０３に入力する。
【０１１１】
　ＩＦＦＴ部４０３は、入力される信号に対してＩＦＦＴ処理を行い、周波数領域の信号
を時間領域のマルチキャリア信号に変換してＧＩ挿入部４０４に入力する。よって、ＩＦ
ＦＴ部４０３で生成されるマルチキャリア信号は、受信品質が目標品質以上のサブキャリ
アのみを含む信号となる。
【０１１２】
　ＧＩ挿入部４０４は、ＩＦＦＴ部４０３から入力されるマルチキャリア信号にガードイ
ンターバルを挿入して無線送信部１２２に入力する。
【０１１３】
　一方、基地局用電力制御部４０５は、入力されたサブキャリア毎の信号のうち、受信品
質が目標品質未満のサブキャリアに割り当てられる信号の送信電力を受信品質情報２に基
づいて上記のように制御してＳ／Ｐ部４０６に入力する。この際、基地局用電力制御部４
０５は、受信品質が目標品質以上のサブキャリアに割り当てられる信号の送信電力をゼロ
にする。つまり、基地局用電力制御部４０５からは、受信品質が目標品質以上のサブキャ
リアに割り当てられる信号のみがＳ／Ｐ部４０６に入力される。
【０１１４】
　Ｓ／Ｐ部４０６は、基地局用電力制御部４０５から直列に入力されるサブキャリア毎の
信号を並列に変換してＩＦＦＴ部４０７に入力する。
【０１１５】
　ＩＦＦＴ部４０７は、入力される信号に対してＩＦＦＴ処理を行い、周波数領域の信号
を時間領域のマルチキャリア信号に変換してＧＩ挿入部４０８に入力する。よって、ＩＦ
ＦＴ部４０７で生成されるマルチキャリア信号は、受信品質が目標品質未満のサブキャリ
アのみを含む信号となる。
【０１１６】
　ＧＩ挿入部４０８は、ＩＦＦＴ部４０７から入力されるマルチキャリア信号にガードイ
ンターバルを挿入して遅延部４０９に入力する。
【０１１７】
　遅延部４０９は、ＧＩ挿入部４０８から入力されたマルチキャリア信号を遅延させて無
線送信部１２２に入力する。この遅延処理により、ＩＦＦＴ部４０７で生成された信号は
、ＩＦＦＴ部４０３で生成された信号よりも後に送信される。また、送信タイミングの遅
延量は、ＩＦＦＴ部４０３で生成された信号を直接基地局２００が受信するタイミングと
、ＩＦＦＴ部４０７で生成された信号を中継局１５０経由で基地局２００が受信するタイ
ミングとの差、または、ガードインターバル長以内に設定する。
【０１１８】
　次に、移動局４００の処理フローについて図１４のフローチャートを用いて説明する。
但し、図１４において実施の形態２（図１０）と同一の動作となるステップには同一の符
号を付し、説明を省略する。
【０１１９】
　ＳＴ４１では、ＳＴ２４で送信電力制御の対象となったサブキャリアからマルチキャリ
ア信号の送信タイミングを遅延させる。
【０１２０】
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　このように、本実施の形態では、基地局は、合成対象とする複数の信号、すなわち、移
動局から直接受信するマルチキャリア信号と中継局を介して受信するマルチキャリア信号
とを、同タイミング、または、ガードインターバル長以内の遅延で受信できるため、シン
ボル間干渉による受信特性の劣化を防ぐことができる。
【０１２１】
　なお、上記実施の形態では、移動局から送信された信号を中継局を介して基地局が受信
する場合（すなわち、上り回線の中継）について説明したが、基地局から送信された信号
を中継局を介して移動局が受信する場合（すなわち、下り回線の中継）についても各実施
の形態を同様に適用することができる。下り回線の中継について各実施の形態を適用する
場合は、各実施の形態における移動局を基地局と、基地局を移動局と見なせば良い。
【０１２２】
　また、上記実施の形態では、受信品質として受信強度レベルを用いたが、ＳＩＲ、ＳＮ
Ｒ、ＳＩＮＲまたは干渉量等を受信品質として用いても良い。
【０１２３】
　また、上記実施の形態では、中継局と基地局との間、または、移動局と基地局との間に
、さらに他の中継局が存在しても良い。また、移動局からの信号を複数の中継局を介して
基地局が受信しても良い。
【０１２４】
　また、受信品質情報の送信は、毎フレーム行っても良いし、複数フレーム毎に行っても
良い。同様に、サブキャリアの選択または設定の更新も、毎フレーム行っても良いし、複
数フレーム毎に行っても良い。
【０１２５】
　また、上記各実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明
したが、本発明はソフトウェアで実現することも可能である。
【０１２６】
　また、上記各実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路である
ＬＳＩとして実現される。これらは個別に１チップ化されても良いし、一部または全てを
含むように１チップ化されても良い。ここでは、ＬＳＩとしたが、集積度の違いにより、
ＩＣ、システムＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。
【０１２７】
　また、集積回路化の手法はＬＳＩに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサ
で実現しても良い。ＬＳＩ製造後に、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Field Prog
rammable Gate Array）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフ
ィギュラブル・プロセッサーを利用しても良い。
【０１２８】
　さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路
化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行っても良い。
バイオ技術の適応等が可能性としてありえる。
【０１２９】
　本明細書は、２００５年３月１８日出願の特願２００５－０７８８４８に基づくもので
ある。この内容はすべてここに含めておく。
【産業上の利用可能性】
【０１３０】
　本発明は、移動局や基地局等の無線通信装置が中継局を介して無線通信を行う通信シス
テム（例えば、マルチホップシステム）等に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３１】
【図１】各実施の形態に係る移動体通信システムの構成図
【図２】実施の形態１に係るシーケンス図
【図３】実施の形態１に係るサブキャリアの受信強度レベルの例を示す図
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【図４】実施の形態１に係る基地局の構成を示すブロック図
【図５】実施の形態１に係る移動局の構成を示すブロック図
【図６】実施の形態１に係る移動局の動作フロー図
【図７】実施の形態２に係るシーケンス図
【図８】実施の形態２に係るサブキャリアの受信強度レベルの例を示す図
【図９】実施の形態２に係る移動局の構成を示すブロック図
【図１０】実施の形態２に係る移動局の動作フロー図
【図１１】実施の形態３に係るシーケンス図
【図１２】実施の形態３に係る動作説明図
【図１３】実施の形態３に係る移動局の構成を示すブロック図
【図１４】実施の形態３に係る移動局の動作フロー図

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(18) JP 4719214 B2 2011.7.6

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(19) JP 4719214 B2 2011.7.6

10

フロントページの続き

(72)発明者  森野　博章
            東京都文京区春日１－１３－２７　中央大学研究開発機構内

    審査官  久松　和之

(56)参考文献  特開２００４－２２１６５５（ＪＰ，Ａ）
              特開２００３－３２４３７３（ＪＰ，Ａ）
              特開２００５－３０３９１０（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04B   7/24  -   7/26
              H04W   4/00  -  99/00
              H04J  11/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

