
JP 5630898 B2 2014.11.26

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ランク数を変更して端末装置と通信を行う基地局装置であって、
　前記端末装置との通信に使用するサブキャリアの割当情報を生成する割当情報生成部と
、
　前記割当情報を前記端末装置に通知する送信部とを備え、
　前記割当情報生成部は、前記端末装置との通信に使用するランク数と同数の前記サ
ブキャリアの割当情報を生成することを特徴とする基地局装置。
【請求項２】
　複数の送信アンテナを有し、ランク数を変更して基地局装置と通信を行う端末装置であ
って、
　基地局から通知される制御情報から、通信に使用するサブキャリアの割当情報を前記ラ
ンク数と同数抽出する割当情報取得部と、
　前記割当情報に基づいて前記通信に使用するサブキャリアに周波数領域信号をマッピン
グするマッピング部と、
　前記割当情報の数に応じたランク数に基づいて送信処理を行う送信処理部を具備するこ
とを特徴とする端末装置。
【請求項３】
　前記送信処理部は、前記マッピング部において同一割当情報によってマッピングされた
各送信アンテナの信号に対し、送信ダイバーシチを適用することを特徴とする請求項２記
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載の端末装置。
【請求項４】
　ランク数を変更した通信を行う端末装置と基地局装置から構成される無線通信システム
であって、
　前記基地局装置は、端末装置との通信に使用するサブキャリアの割当情報を前記端末装
置との通信に使用するランク数と同数生成し、該割当情報を前記端末装置に通知し、
　前記端末装置は、基地局から通知される前記割当情報を受信することを特徴とする無線
通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基地局装置、端末装置、および無線通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ(3rd Generation Partnership Project；第３世代パートナーシッププロジェ
クト)の無線通信規格であるＬＴＥ（Long Term Evolution）や、ＬＴＥの進化形であるＬ
ＴＥ－Ａ（ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）では、下りリンク（基地局から移動局への通信）
における伝送方式として、周波数選択性チャネルに強い耐性を持ち、ＭＩＭＯ（Multiple
 Input Multiple Output；多入力多出力）伝送と親和性が高いＯＦＤＭＡ（Orthogonal F
requency Division Multiple Access；直交周波数分割多重アクセス）が採用されている
。
【０００３】
　一方、上りリンク（移動局から基地局への通信）では、端末（移動局、移動端末）のコ
ストや規模が重要である。しかし、ＯＦＤＭ等のマルチキャリア伝送は送信信号のＰＡＰ
Ｒ（Peak to Average Power Ratio；ピーク対平均電力比）が高く、線形領域の広い電力
増幅器が必要となるため、上りリンクの伝送に向かない。つまり、上りリンクで広いカバ
レッジを維持するには、ＰＡＰＲの低いシングルキャリア伝送が望ましく、ＬＴＥの上り
リンクではＳＣ－ＦＤＭＡ（Single Carrier Frequency Division Multiple Access；シ
ングルキャリア周波数分割多重アクセス、ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭとも称される）が採用さ
れている。
【０００４】
　ＬＴＥ－Ａでは、ＬＴＥ以上のシステムスループットを達成するため、上りリンクのア
クセス方式として、ＳＣ－ＦＤＭＡに加えてＣｌｕｓｔｅｒｅｄ　ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ
（Discrete Fourier Transform Spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing；
離散フーリエ変換拡散直交周波数分割多重）が採用されることが決まっている。Ｃｌｕｓ
ｔｅｒｅｄ　ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ（以下、Ｃｌｕｓｔｅｒｅｄと称する）は、ＳＣ－Ｆ
ＤＭＡでは連続的に配置していた周波数スペクトルを分割し、離散的に配置することが可
能となる。離散配置が許容されることで、離散的に存在する利得の高い周波数を積極的に
利用することによる周波数利用効率の向上や、基地局における周波数スケジューリングが
柔軟になることによるシステム周波数の利用率向上が見込める。
【０００５】
　しかしながらＣｌｕｓｔｅｒｅｄでは、ＳＣ－ＦＤＭＡと比較しＰＡＰＲが劣化すると
いう問題がある。ここで、基地局付近のユーザは低出力で基地局での受信品質を満たすこ
とができるため、移動端末の増幅器の線形性があまり問題とならない。したがって、基地
局から近いユーザはＣｌｕｓｔｅｒｅｄを用い、基地局から遠いユーザはＳＣ－ＦＤＭＡ
を用いて伝送を行なうことで、カバレッジを維持しつつ、高いシステムスループットを達
成することができる。
【０００６】
　また、近年、送受信機の複数アンテナを用いて伝送を行なうＭＩＭＯの中でも、移動端
末が持つ複数アンテナからそれぞれ独立なデータを同一時刻・同一周波数で送信するシン
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グルユーザＭＩＭＯが、ユーザのピークデータレートを向上させることができる技術とし
て注目されている。シングルユーザＭＩＭＯでは、受信機でＭＭＳＥ（Minimum Mean Squ
are Error；最小平均二乗誤差）等の空間フィルタリングやＭＬＤ（Maximum Likelihood 
Detection；最尤検出）等を適用することで、各データの分離が可能となる。また、ＭＩ
ＭＯ伝送とＣｌｕｓｔｅｒｅｄを併用することで、周波数利用効率を向上させることがで
きる。
【０００７】
　ところで、ＬＴＥ－Ａにおいて、ＣｌｕｓｔｅｒｅｄへのＭＩＭＯの適用は、送信機の
各アンテナの周波数割り当ては同一である。しかしながら、送信アンテナ毎に利得の高い
周波数は異なる。したがって、図１７のように、アンテナ毎に異なる周波数割り当てを許
容することで、より周波数利用効率の高い伝送が可能となることが特許文献１に示されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】国際公開第２００９／０２２７０９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ＭＩＭＯ伝送において、端末が持つＮｔ本の送信アンテナからＲ個の独立なデータシン
ボル（レイヤ、ストリームとも称する）を送信することをランクＲの伝送と呼ぶ。特許文
献１では、送信機である端末が持つＮｔ本のアンテナからＮｔ個の異なるデータを送信す
る、フルランク（Ｒ＝Ｎｔ）を対象にしている。しかしながらセルエッジの端末は、複数
アンテナから同一データを送信することで受信品質を向上させる送信ダイバーシチを適用
し、基地局における受信品質を向上させることが望ましい。つまりフルランク以外のＲ＜
Ｎｔとなる伝送を行なうことがある。
【００１０】
　ここで、特許文献１にそのまま送信ダイバーシチを適用、つまり同じデータを、異なる
周波数割当で送信すると、送信アンテナ間の干渉が発生し、伝送効率が低下するという問
題がある。例えば図１７のように、送信アンテナ＃０と送信アンテナ＃１から同じデータ
を、異なる周波数割当で送信すると、周波数インデックス３では、送信アンテナ＃０と送
信アンテナ＃１から同じ周波数スペクトルが送信されるため、基地局である受信機ではア
ンテナ間の干渉なしに受信することができる。しかしながら、周波数インデックス７では
異なる周波数スペクトルが送信されるため、互いの周波数スペクトルが干渉となる。
【００１１】
　ここで、受信機におけるＭＭＳＥフィルタリングやＭＬＤ等の受信処理によって、異な
る周波数スペクトルの分離は可能である。周波数スペクトル分離後に、異なる周波数で送
信されたスペクトルをアンテナ合成することも考えられる。しかしながら、ＭＭＳＥやＭ
ＬＤでは干渉が残ってしまうため、伝送特性が劣化してしまうという問題がある。
【００１２】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、その目的は、同じデータを、異な
る周波数割当で送信したときの送信アンテナ間の干渉を抑え、良好な伝送を行うことがで
きる基地局装置、端末装置、および無線通信システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
（１）この発明は上述した課題を解決するためになされたもので、本発明の無線通信シス
テムは、複数の送信アンテナを有し、ＭＩＭＯ方式で信号を送信する第１の無線通信装置
と、前記信号を受信する第２の無線通信装置とを有する無線通信システムであって、前記
第１の無線通信装置は、前記送信アンテナ数より小さいランクで送信するときは、同一デ
ータが送信される送信アンテナについては、同一の周波数割当とすることを特徴とする。
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【００１４】
（２）また、本発明の無線通信システムは、上述の無線通信システムであって、前記第２
の無線通信装置は、前記周波数割当を決定する割当情報生成部を具備することを特徴とす
る。
【００１５】
（３）また、本発明の無線通信システムは、上述の無線通信システムであって、前記割当
情報生成部は、ランク数と同数の周波数割当を決定することを特徴とする。
【００１６】
（４）また、本発明の無線通信システムは、上述の無線通信システムであって、前記第２
の無線通信装置は、前記送信アンテナからの伝搬路を推定する伝搬路推定部を具備し、割
当情報生成部は、前記伝搬路推定部による推定結果に基づき、前記周波数割当を決定する
ことを特徴とする。
【００１７】
（５）また、本発明の無線通信装置は、複数の送信アンテナを有し、ＭＩＭＯ方式で信号
を送信する無線通信装置であって、前記送信アンテナ数より小さいランクで送信するとき
は、同一データが送信される送信アンテナについては、同一の周波数割当とすることを特
徴とする。
【００１８】
（６）また、本発明の無線通信装置は、複数の送信アンテナを有し、ＭＩＭＯ方式で信号
を送信する他の無線通信装置からの信号を受信する無線通信装置であって、前記他の無線
通信装置が前記送信アンテナ数より小さいランクで送信するときは、同一データが送信さ
れる送信アンテナについては、同一の周波数割当となるように、周波数割当を決定する割
当情報生成部を具備することを特徴とする。
【００１９】
（７）また、本発明のプログラムは、複数の送信アンテナを有し、ＭＩＭＯ方式で信号を
送信する他の無線通信装置からの信号を受信する無線通信装置のコンピュータを、前記他
の無線通信装置が前記送信アンテナ数より小さいランクで送信するときは、同一データが
送信される送信アンテナについては、同一の周波数割当となるように、周波数割当を決定
する割当情報生成部として機能させる。
【００２０】
（８）また、本発明の送信方法は、複数の送信アンテナを有し、ＭＩＭＯ方式で信号を送
信する第１の無線通信装置と、前記信号を受信する第２の無線通信装置とを有する無線通
信システムにおける送信方法であって、前記第１の無線通信装置が、前記送信アンテナ数
より小さいランクで送信するときは、同一データが送信される送信アンテナについては、
同一の周波数割当とすることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　この発明によれば、同じデータを、異なる周波数割当で送信したときの送信アンテナ間
の干渉を抑え、良好な伝送を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】この発明の第１の実施形態における無線通信システムの構成を示す概略ブロック
図である。
【図２】同実施形態による移動局装置２００ａの構成を示す概略ブロック図である。
【図３】同実施形態における送信処理部２０８の構成を示す概略ブロック図である。
【図４】同実施形態における基地局装置１００の構成を示す概略ブロック図である。
【図５】同実施形態におけるフルランクのときの周波数割り当ての例を示す図である。
【図６】同実施形態におけるプリコーディングマトリックスｗとして、（６）式を用いた
ときの周波数割当の例を示す図である。
【図７】同実施形態におけるプリコーディングマトリックスｗとして、（７）式を用いた
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ときの周波数割当の例を示す図である。
【図８】同実施形態におけるプリコーディングマトリックスｗとして、（８）式を用いた
ときの周波数割当の例を示す図である。
【図９】同実施形態における送信アンテナで使用周波数ポイントの数が異なる周波数割当
の例を示す図である。
【図１０】同実施形態における送信アンテナ数Ｎｔが４、ランクＲが３の場合の周波数割
当の例を示す図である。
【図１１】第２の実施形態における移動局装置３００ａの送信処理部２０８ａの構成を示
す概略ブロック図である。
【図１２】同実施形態における移動局装置３００ｂの送信処理部２０８ｂの構成を示す概
略ブロック図である。
【図１３】同実施形態における移動局装置３００ｂの時刻ｔにおける周波数割当の例を示
す図である。
【図１４】同実施形態における移動局装置３００ｂの時刻ｔ＋１における周波数割当の例
を示す図である。
【図１５】同実施形態における移動局装置３００ｃの送信処理部２０８ｃの構成を示す概
略ブロック図である。
【図１６】同実施形態における移動局装置３００ｄの送信処理部２０８ｄの構成を示す概
略ブロック図である。
【図１７】従来のアンテナ毎に異なる周波数割当の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
［第１の実施形態］
　以下、図面を参照して、本発明の第１の実施形態について説明する。第１の実施形態で
は、送信する際にプリコーディングを行なうシングルキャリア伝送において、複数の送信
アンテナを有し、ＭＩＭＯ方式で信号を送信する場合について説明する。図１は、本実施
形態における無線通信システムの構成を示す概略ブロック図である。本実施形態における
無線通信システム１０は、基地局装置１００と、移動局装置２００ａ、２００ｂ、…２０
０ｃとを備える。基地局装置１００は、移動局装置２００ａ、２００ｂ、…２００ｃと無
線通信する。後述するように、移動局装置２００ａ、２００ｂ、…２００ｃ（第１の無線
通信装置）から基地局装置１００（第２の無線通信装置）への通信である上りリンクには
、Ｃｌｕｓｔｅｒｅｄ　ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ方式を用いる。また、基地局装置１００か
ら移動局装置２００ａ、２００ｂ、…２００ｃへの通信である下りリンクには、例えば、
ＯＦＤＭＡなど、マルチアクセス可能な通信方式を用いる。
【００２４】
　図２は、本実施形態による移動局装置２００ａの構成を示す概略ブロック図である。な
お、その他の移動局装置２００ｂ、…２００ｃは、移動局装置２００ａと同様の構成であ
るので、説明を省略する。移動局装置２００ａは、送信アンテナ本数がＮｔであり、最大
ランク数はＲｍである。送信する信号に対するプリコーディングには、各送信アンテナで
信号の加算を行なわないことで低いピーク電力を全く増大させないＣＭＰ（Cubic Metric
 Preserving）と、各アンテナでの信号加算を許容することで全ての空間多重された信号
のアレイゲインを得るＣＭＦ（Cubic Metric Friendly）が存在し、ＣＭＦであっても本
発明は適用できるが、本実施形態ではＣＭＰを例に説明を行なう。
【００２５】
　また、すべてのアンテナで周波数の離散配置を許容する構成としているが、少なくとも
１つのアンテナで周波数の連続配置が適用されてもよい。また、移動局装置２００ａが、
Ｃｌｕｓｔｅｒｅｄ　ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ（Ｃｌｕｓｔｅｒｅｄ）方式にて送信する例
の説明を行なうが、ＳＣ－ＦＤＭＡ（ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ）等のシングルキャリア伝送
や、ＯＦＤＭやＭＣ－ＣＤＭＡ（Multi-Carrier Code Division Multiple Access）等の
マルチキャリア伝送であってもよい。また、上りリンクを例に説明を行なうが、下りリン
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クにも適用可能である。
【００２６】
　移動局装置２００ａは、Ｓ／Ｐ変換部２０１、符号化部２０２－１～２０２－Ｒｍ、変
調部２０３－１～２０３－Ｒｍ、ＤＦＴ部２０４－１～２０４－Ｒｍ、参照信号生成部２
０５、参照信号多重部２０６－１～２０６－Ｒｍ、マッピング部２０７－１～２０７－Ｒ

ｍ、送信処理部２０８、ＯＦＤＭ信号生成部２０９－１～２０９－Ｎｔ、送信アンテナ２
１０－１～２１０－Ｎｔ、受信アンテナ２１１、受信部２１２、割当情報取得部２１３を
備える。
【００２７】
　Ｓ／Ｐ変換部２０１は、送信ビット系列ＴＢを、割当情報取得部２１３から指定された
ランク数Ｒのレイヤに、シリアル－パラレル変換する。Ｓ／Ｐ変換部２０１の出力は、レ
イヤ毎に符号化部２０２－１～２０２－Ｒｍに入力される。なお、レイヤ数Ｒが最大ラン
ク数Ｒｍに満たないときは、Ｓ／Ｐ変換部２０１の出力は、レイヤ数Ｒ分の符号化部、す
なわち符号化部２０２－１～２０２－Ｒに入力され、残りの符号化部には入力されない。
また、図ではＳ／Ｐ変換部２０１の出力が符号化部２０２－１～２０２－Ｒｍに入力され
る構成としているが、逆の構成（１つの符号化部の後、Ｓ／Ｐ変換）としてもよい。符号
化部２０２－１～２０２－Ｒｍのうち、Ｓ／Ｐ変換部２０１の出力が入力された符号化部
２０２－１～２０２－Ｒは、入力されたビット系列を、誤り訂正符号化する。符号化部２
０２－１～２０２－Ｒの各々は、誤り訂正符号化したビット系列を、対応する変調部２０
３－１～２０３－Ｒに入力する。変調部２０３－１～２０３－Ｒは、誤り訂正符号化した
ビット系列を、ＱＰＳＫ(Quadrature Phase Shift Keying)や１６ＱＡＭ(Quadrature Amp
litude Modulation)等の変調シンボルへ変換する。
【００２８】
　変調部２０３－１～２０３－Ｒの各々の出力は、ＮＤＦＴシンボル毎に、対応するＤＦ
Ｔ部２０４－１～２０４－Ｒに入力される。ＤＦＴ部２０４－１～２０４－Ｒは、ＮＤＦ

Ｔシンボルの変調シンボルを、ＮＤＦＴポイントの離散フーリエ変換（Discrete Fourier
 Transform、ＤＦＴ)して、時間領域信号から周波数領域信号に変換する。ここで、ＤＦ
Ｔ部２０４－ｉが生成した周波数領域信号を、Ｄｉ－１（ｍ）（０≦ｍ≦ＮＤＦＴ－１）
と表記する。さらに、ＤＦＴ部２０４－１～２０４－Ｒが生成した周波数領域信号を併せ
て、ベクトルＤ（ｍ）＝[Ｄ０（ｍ）、．．．、ＤＲ－１（ｍ）]Ｔ（０≦ｍ≦ＮＤＦＴ－
１）と表記する。ここでＴは行列の転置処理を表わす。
【００２９】
　各ＤＦＴ部２０４－１～２０４－Ｒの各々の出力は、データ信号として、対応する参照
信号多重部２０６－１～２０６－Ｒに入力される。参照信号多重部２０６－１～２０６－
Ｒは、データ信号と、参照信号生成部２０５から入力される参照信号とを、周波数で多重
する。ただし図ではＤＦＴ後に参照信号の多重を行なう構成としているが、時間領域のデ
ータ信号に対して多重する構成としても良い。参照信号生成部２０５は、基地局装置１０
０において既知の参照信号であって、各レイヤと基地局装置１００の受信アンテナとの間
の伝搬路を、それぞれ推定できるような系列からなる参照信号ＤＭＲＳ（Demodulation R
eference Signal）を生成する。そのサブキャリアに割り当てる系列にはＺａｄｏｆｆ－
Ｃｈｕ系列などの時間領域に変換した際にピーク電力を増大させない符号が用いられるこ
とが多いが、これに限定されない。また、各レイヤの参照信号の直交化については、各レ
イヤの参照信号に異なるサイクリックシフトを与えることでおこなってもよいし、ＯＣＣ
（Orthogonal Cover Code）を用いた系列を乗算する方法や、ＩＦＤＭ（Interleaved Fre
quency Division Multiplexing）に基づくサブキャリア配置等、どのような方法が用いら
れても構わない。
【００３０】
　参照信号多重部２０６－１～２０６－Ｒの各々の出力は、対応するマッピング部２０７
－１～２０７－Ｒに入力される。マッピング部２０７－１～２０７－Ｒは、割当情報取得
部２１３が取得した、対応するレイヤの周波数割当情報に従い、ＮＦＦＴポイントの周波
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数のうち、所定のＮＤＦＴポイントの周波数に、データ信号および参照信号を割り当てる
。なお、割り当てが行われなかった（ＮＦＦＴ－ＮＤＦＴ）ポイントの周波数にはゼロが
割り当てられる。割当情報取得部２１３は、各レイヤの周波数割当情報を、対応するマッ
ピング部２０７－１～２０７－Ｒｍに出力し、ランク数ＲをＳ／Ｐ変換部２０１に、後述
するプリコーディングマトリックスを指定する情報（プリコーディングマトリックスイン
デックス、ＰＭＩ）Ｗを送信処理部２０８に出力する。なお、本実施形態において、これ
らの情報は、制御信号として受信側である基地局装置１００から通知される構成としてい
るが、送信側である移動局装置２００ａにおいて決定するようにしてもよい。
【００３１】
　ここで、マッピング部２０７－ｉの出力信号を、Ｄｉ－１’（ｋ）（０≦ｋ≦ＮFＦＴ

－１）と表記する。さらに、マッピング部２０７－１～２０７－Ｒの出力信号を併せて、
ＮＦＦＴポイント出力ベクトルＤ’（ｋ）＝[Ｄ０’（ｋ）、．．．、ＤＲ－１’（ｋ）]
Ｔ（０≦ｋ≦ＮFＦＴ－１）と表記する。このＮＦＦＴポイント出力ベクトルＤ’（ｋ）
＝[Ｄ０’（ｋ），．．．，ＤＲ－１’（ｋ）]Ｔ（０≦ｋ≦ＮＦＦＴ－１）は、送信処理
部２０８に入力される。送信処理部２０８は、このＮＦＦＴポイント出力ベクトルＤ’（
ｋ）に対して、送信重み行列（プリコーディングマトリックス）によるプリコーディング
を行う。
【００３２】
　図３は、本実施形態における送信処理部２０８の構成を示す概略ブロック図である。送
信処理部２０８は、プリコーディング部２１４、送信重み行列取得部２１５を備える。送
信重み行列取得部２１５は、割当情報取得部２１３から情報Ｗ（ＰＭＩ）を受け、コード
ブック化されたプリコーディングマトリックスの中から、情報Ｗに応じたプリコーディン
グマトリックスｗを出力する。送信重み行列取得部２１５は、情報Ｗの各々に応じたプリ
コーディングマトリックスｗを、予め記憶するようにしてもよいし、後述するように、情
報Ｗをパラメータとして、プリコーディングマトリックスｗを算出するようにしてもよい
。
【００３３】
　プリコーディング部２１４は、マッピング部２０７－１～２０７－Ｒから入力されたＮ

ＦＦＴポイントベクトルＤ’（ｋ）に対して、送信重み行列取得部２１５が出力する送信
重み行列（プリコーディングマトリックス）ｗによるプリコーディングを行う。つまり入
力されたベクトルＤ’（ｋ）に、プリコーディングマトリックスｗを乗算する。ここでｗ
はＮｔ×Ｒの行列である。本実施形態では、全周波数で同一のプリコーディングを行なう
場合を示すが、最適なプリコーディングマトリックスは周波数毎に異なるため、周波数毎
に異なるプリコーディングを行なってもよい。プリコーディング部２１４が出力するベク
トルＳ（ｋ）（０≦ｋ≦ＮＦＦＴ－１）は、（１）式で表わされる。
【００３４】
【数１】

【００３５】
　なお、本実施形態における移動局装置２００ａ（図２）は、周波数領域でプリコーディ
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ングを行なっているが、時間領域でプリコーディングを行なう構成としてもよい。
　図２に戻って、プリコーディング部２０８が出力する第１から第Ｎｔ送信アンテナ用の
信号Ｓ０（ｋ）～ＳＮｔ－１（ｋ）の各々は、ＯＦＤＭ信号生成部２０９－１～２０９－
Ｎｔのうち、対応するＯＦＤＭ信号生成部に入力される。ＯＦＤＭ信号生成部２０９－１
～２０９－Ｎｔの各々は、入力された信号に、ＮＦＦＴポイントの逆高速フーリエ変換（
Inverse Fast Fourier Transform、ＩＦＦＴ）を適用し、周波数領域信号から時間領域信
号（Ｃｌｕｓｔｅｒｅｄシンボル）への変換を行なう。また、ＯＦＤＭ信号生成部２０９
－１～２０９－Ｎｔの各々は、基地局装置１００において既知の参照信号であって、各送
信アンテナ２１０－１～２１０－Ｎｔと基地局装置１００の受信アンテナとの間の伝搬路
を、それぞれ推定できるような系列からなる参照信号ＳＲＳ（Sounding Reference Signa
l）を、入力された信号に多重する。なお、この参照信号ＳＲＳの多重は、周波数領域の
信号に対して行っても良いし、時間領域の信号（Ｃｌｕｓｔｅｒｅｄシンボル）に対して
行っても良い。さらに、ＯＦＤＭ信号生成部２０９－１～２０９－Ｎｔは、これらＣｌｕ
ｓｔｅｒｅｄシンボルに、サイクリックプリフィックス（ＣＰ；Cyclic Prefix）を挿入
する。ＯＦＤＭ信号生成部２０９－１～２０９－Ｎｔは、サイクリックプリフィックス挿
入後のＣｌｕｓｔｅｒｅｄシンボルにＤ／Ａ（ディジタル－アナログ）変換、アナログフ
ィルタリング、ベースバンドから搬送周波数へのアップコンバージョン等を行なった後、
対応する送信アンテナ２１０－１～２１０－Ｎｔから送信する。
【００３６】
　移動局装置２００ａから送信された信号は、無線伝搬路を経由し、基地局装置１００の
Ｎｒ本の受信アンテナで受信される。図４は、本実施形態における基地局装置１００の構
成を示す概略ブロック図である。基地局装置１００は、受信アンテナ１０１－１～１０１
－Ｎｒ、ＯＦＤＭ信号受信部１０２－１～１０２－Ｎｒ、参照信号分離部１０３－１～１
０３－Ｎｒ、デマッピング部１０４－１～１０４－Ｎｒ、等化部１０５、ＩＤＦＴ（Inve
rse Discrete Fourier Transform：逆離散フーリエ変換）部１０６－１～１０６－Ｒｍ、
復調部１０７－１～１０７－Ｒｍ、復号部１０８－１～１０８－Ｒｍ、Ｐ／Ｓ変換部１０
９、伝搬路推定部１１０、等化重み生成部１１１、割当情報生成部１１２、送信部１１３
、送信アンテナ１１４を備える。
【００３７】
　Ｎｒ本の受信アンテナ１０１－１～１０１－Ｎｒで受信された信号は、それぞれＯＦＤ
Ｍ信号受信部１０２－１～１０２－Ｎｒに入力される。ＯＦＤＭ信号受信部１０２－１～
１０２－Ｎｒは、対応する受信アンテナで受信した信号に対し、搬送周波数からベースバ
ンド信号へのダウンコンバート、アナログフィルタリング、Ａ／Ｄ（アナログ－ディジタ
ル）変換、Ｃｌｕｓｔｅｒｅｄシンボル毎にサイクリックプリフィックスの除去を行う。
さらに、ＯＦＤＭ信号受信部１０２－１～１０２－Ｎｒは、サイクリックプリフィックス
を除去した信号に、ＮＦＦＴポイントの高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を適用し、時間領域
信号から周波数領域信号への変換を行なう。ＯＦＤＭ信号受信部１０２－１～１０２－Ｎ

ｒの各々の出力であるＮＦＦＴポイントの周波数スペクトルは、対応する参照信号分離部
１０３－１～１０３－Ｎｒに入力される。
【００３８】
　参照信号分離部１０３－１～１０３－Ｎｒの各々は、入力された周波数スペクトルを、
データ信号と参照信号（ＤＭＲＳおよびＳＲＳ）とに分離し、参照信号を伝搬路推定部１
１０に出力し、データ信号を、対応するデマッピング部１０４－１～１０４－Ｎｒに出力
する。伝搬路推定部１１０は、入力された受信参照信号のうち、参照信号ＳＲＳを用いて
、移動局装置２００ａの送信アンテナ２１０－１～２１０－Ｎｔの各々と、基地局装置１
００の受信アンテナ１０１－１～１０１Ｎｒの各々との間の伝搬路を推定し、推定結果を
、割当情報生成部１１２に出力する。また、伝搬路推定部１１０は、入力された受信参照
信号のうち、参照信号ＤＭＲＳを用いて、各レイヤと、基地局装置１００の受信アンテナ
１０１－１～１０１Ｎｒの各々との間の伝搬路を推定し、推定結果を、等化重み生成部１
１１に出力する。割当情報生成部１１２は、各送信アンテナ２１０－１～２１０－Ｎｔと
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の伝搬路の推定結果（伝搬路利得）に基づいて、送信アンテナ毎の周波数割り当て、およ
び移動局装置２００ａで乗算するプリコーディングマトリックスを決定し、送信部１１３
に入力する。送信部１１３は、その周波数割り当てとプリコーディングマトリックスのイ
ンデックスを、次の伝送機会の制御信号として移動局装置２００ａに、送信アンテナ１１
４を介して送信する。割当情報生成部１１２の詳細は後述する。また割当情報生成部１１
２は、次の伝送機会の周波数割当を送信部１１３を介して移動局装置２００aに通知する
とともに、前回の伝送機会に生成した周波数割当、つまり受信した信号における周波数割
当をデマッピング部１０４－１～１０４－Ｎｒに出力する。
【００３９】
　等化重み生成部１１１は、ストリーム間干渉およびシンボル間干渉を抑圧する重み行列
を生成する。等化重みは、ＭＭＳＥ基準やＺＦ（Zero Forcing）基準等、どのようなもの
であってもよい。等化重み生成部１１１で生成された重み行列は等化部１０５に入力され
る。
　一方、参照信号分離部１０３－１～１０３－Ｎｒの各々で分離されたデータ信号は、対
応するデマッピング部１０４－１～１０４－Ｎｒに入力される。デマッピング部１０４－
１～１０４－Ｎｒは、割当情報生成部１１２から受けた割当情報に基づき、移動局装置２
００ａのＮｔ本の送信アンテナ２１０－１～２１０－Ｎｔのうち、少なくとも１本が送信
に利用している周波数を抽出し、等化部１０５に入力する。等化部１０５は、Ｎｒ個のデ
マッピング部１０４－１～１０４－Ｎｒの出力に対して等化重みを乗算することで、Ｒ個
のレイヤの信号を分離する。分離されたＲ個のレイヤの各々の信号は、それぞれ対応する
ＩＤＦＴ部１０６－１～１０６－Ｒに入力される。なお、レイヤ数Ｒが最大ランク数Ｒｍ

に満たないときは、等化部１０５の出力は、レイヤ数Ｒ分のＩＤＦＴ部、すなわちＩＤＦ
Ｔ部１０６－１～１０６－Ｒに入力され、残りのＩＤＦＴ部には入力されない。
【００４０】
　ＩＤＦＴ部１０６－１～１０６－Ｒは、入力された信号を逆離散フーリエ変換して、時
間領域信号に変換する。各レイヤに対応する得られた時間領域信号の各々は、対応する復
調部１０７－１～１０７－Ｒに入力される。復調部１０７－１～１０７－Ｒは、時間領域
信号を復調して、ビットに変換する。復号部１０８－１～１０８－Ｒは、それぞれ復調部
１０７－１～１０７－Ｒで得られたビットに誤り訂正復号を適用して、ビット系列を得る
。Ｐ／Ｓ変換部１０９は、復号部１０８－１～１０８－Ｒにより得られたビット系列を、
パラレル－シリアル変換して、受信ビット系列ＲＢを得る。
【００４１】
　ここで、図４の割当情報生成部１１２の処理の詳細について説明を行なう。割当情報生
成部１１２は、まず、ランクＲを決定し、次に、図２の送信処理部２０８にて用いるプリ
コーディングマトリックスを決定する。このプリコーディングマトリックスの決定により
、ランクＲ分のレイヤ各々の送信に用いる送信アンテナが決まる。そして、割当情報生成
部１１２は、最後に、各レイヤの周波数割当を決定する。つまり割当情報生成部１１２は
、ランク数と同じ数の周波数割当情報を制御情報として移動局装置に通知することになる
。割当情報生成部１１２は、これらランクＲを示す情報、プリコーディングマトリックス
を示す情報Ｗ（ＰＭＩ）、周波数割当を示す情報を、割当情報として、送信部１１３に出
力する。なお、割当情報の数とランク数は一致するため、ランク数を必ずしも送信する必
要はない。また、現在標準化が行なわれているＬＴＥ－Ａにおいて、４送信アンテナ時に
は、６ビットでランク１～４のプリコーディングマトリックスインデックス（ＰＭＩ）を
定義しており、指定されたＰＭＩのプリコーディングマトリックスの行数によって、ラン
ク数が算出される構成となっているが、本実施形態では、割当情報数によってランク数が
分かるため、従来よりも緻密なプリコーディングを行なうことが可能となったり、従来の
特性を維持したまま、ＰＭＩのビット数を削減することが可能となる。
【００４２】
　ランクＲの決定については、例えば、伝搬路の品質に基づき決定する。このとき、伝搬
路の品質としては、伝搬路推定値に基づき得られるＳＮＲ（Signal-to-Noise power Rati
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o；信号対雑音電力比）の全周波数および送信アンテナと受信アンテナとの全ての組み合
わせについての平均値などを用いる。プリコーディングマトリックスについては、例えば
、ランクＲに応じて、予め決められていてもよいし、伝搬路の品質の低い送信アンテナ同
士を組み合わせて、組み合わせた送信アンテナに、同じレイヤが割り当てられるプリコー
ディングマトリックスを選択するようにしてもよい。このとき、伝搬路の品質としては、
ＳＮＲの全周波数、全受信アンテナについての平均値などを用いる。各レイヤの周波数割
当については、そのレイヤの送信に用いる送信アンテナの各周波数における伝搬路の品質
に基づき決定する。このとき、伝搬路の品質としては、ＳＮＲの全受信アンテナについて
の平均値などを用いる。
【００４３】
　以下、送信アンテナ数Ｎｔ（＝Ｒｍ）＝ランク数Ｒであるときと、送信アンテナ数数Ｎ

ｔ＞ランクＲであるときとについて、割当情報生成部１１２の処理について説明する。
　送信アンテナ数Ｎｔ＝ランクＲである時（フルランクと呼ばれる）、プリコーディング
マトリックス、すなわち(１)式のｗとしては、Ｎｔ×Ｎｔの単位行列を用いる。割当情報
生成部１１２は、入力された伝搬路推定値に応じて、各レイヤ、すなわち各送信アンテナ
２１０－１～２１０－Ｎｔで独立に割り当て周波数を決定する。ここで割り当て単位はサ
ブキャリア（直交周波数ポイント）でもよいし、ＬＴＥシステムのように１２サブキャリ
アを１ＲＢ（リソースブロック）とし、ＲＢ単位あるいは複数のＲＢを１単位として割り
当てを行なってもよい。
【００４４】
　図５は、フルランクのときの周波数割り当ての例を示す図である。図５において、送信
アンテナ数Ｎｔ＝４であり、送信アンテナ＃０～＃３は、それぞれ送信アンテナ２１０－
１～２１０－４に対応する。また、Ｄｉ（ｎ）は、ｉ＋１番目のレイヤのｎ＋１番目の周
波数領域の信号を示す。図５では、送信アンテナ＃０については、周波数インデックス０
、２、４、５、７、１１に、４つのレイヤのうち１番目のレイヤの１番目から６番目の周
波数領域の信号（Ｄ０（０）からＤ０（５））を順に割り当てている。送信アンテナ＃１
については、周波数インデックス０、３、４、５、９、１１に、２番目のレイヤの１番目
から６番目の周波数領域の信号（Ｄ１（０）からＤ１（５））を順に割り当てている。送
信アンテナ＃２については、周波数インデックス１、２、５、７、８、１１に、３番目の
レイヤの１番目から６番目の周波数領域の信号（Ｄ２（０）からＤ２（５））を順に割り
当てている。送信アンテナ＃３については、周波数インデックス０、３、７、９、１０、
１１に、４番目のレイヤの１番目から６番目の周波数領域の信号（Ｄ３（０）からＤ３（
５））を順に割り当てている。なお、ここで各周波数インデックスは、上述の割り当て単
位を表す。
【００４５】
　割当情報生成部１１２は、図４の伝搬路推定部１１０が推定する伝搬路推定値から算出
されるＳＮＲを割当基準にして、各送信アンテナの割り当てを決定してもよいし、図４の
等化部１０５でＭＭＳＥフィルタを用いている場合は、ＭＭＳＥフィルタ後の残留アンテ
ナ間干渉を考慮したＳＩＮＲ(Signal-to-Interference plus Noise power Ratio；信号対
干渉雑音電力比)を基準に各送信アンテナの割り当てを決定してもよい。
【００４６】
　送信アンテナ数数Ｎｔ＞ランクＲであるとき、すなわちランクＲが送信アンテナ数Ｎｔ

より小さく設定された場合は、同じ信号を、各送信アンテナで異なる周波数割り当てで送
信するとストリーム間干渉が発生してしまう。そこで、ランクＲが送信アンテナ数Ｎｔよ
り小さく設定された場合は、同一信号を送る送信アンテナでは同じ帯域を用いて送信を行
ない、異なる信号を送信する送信アンテナ間は異なる周波数を用いることを許容する。
　例えば、送信アンテナ数Ｎｔ＝４、ランクＲ＝３のとき、割当情報生成部１１２は、プ
リコーディングマトリックスｗを、以下の（２－１）から（２－６）式のうちから、一つ
選択する。これらの式は、３ＧＰＰにおいて考えられているＣＭＰのプリコーディングマ
トリックスと同様であるが、従来（例えば、ＬＴＥの下りリンク）は、プリコーディング
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後に、アンテナ毎に周波数割当（マッピング）を行うのに対し、本実施形態では、レイヤ
毎に周波数割当した後に、（２－１）から（２－６）式の中から選択した一つを用いてプ
リコーディングを行う点が異なる。
【００４７】
【数２】

【００４８】
すなわち、６×４＝２４パターンのプリコーディングマトリックスの中から１つを選択す
ることになる。ここで、ｊは虚数単位である。本実施形態では、割当情報生成部１１２は
、伝搬路推定部１１０から入力されるＮｔ送信アンテナとＮｒ受信アンテナとの間の伝搬
路推定値の行列Ｈ（（３）式）と、（２－１）から（２－６）式に示すプリコーディング
マトリックスの１つを乗算し、等価的な伝搬路行列Ｈチルダ（（４）式）を生成し、その
等価伝搬路行列を用いて、（５）式から伝搬路容量Ｃを求める。
【００４９】
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【数３】

【００５０】
【数４】

【００５１】
【数５】

【００５２】
ここでＩＮｔは、Ｎｔ×Ｎｔの単位行列である。
以上の処理を、２４パターンすべてのプリコーディングマトリックスに対して行ない、最
も伝搬路容量Ｃが大きくなるプリコーディングマトリックスを選択し、制御情報として送
信部１１３を介して移動局装置に送信する。なお、上記では伝搬路容量を評価の対象とし
たが、受信側での処理（ＭＭＳＥやＺＦ、あるいはＭＬＤ）を考慮した伝搬路容量からプ
リコーディングマトリックスを決定してもよい。また、全帯域で同一のプリコーディング
マトリックスを選択するのではなく、周波数の割当単位（サブキャリア、あるいはＲＢ）
毎にプリコーディングを決定してもよい。
　図６は、プリコーディングマトリックスｗとして、（２－１）式のa＝１（すなわち、
下記の（６）式）を用いたときの周波数割当の例を示す図である。
【００５３】

【数６】

【００５４】
　図６において、送信アンテナ数Ｎｔ＝４であり、送信アンテナ＃０～＃３は、それぞれ
送信アンテナ２１０－１～２１０－４に対応する。図６では、送信アンテナ＃０について
は、周波数インデックス０、２、４、５、６、１０に、１番目のレイヤの１番目から６番
目の周波数領域の信号（Ｄ０（０）からＤ０（５））を順に割り当てている。送信アンテ
ナ＃１については、周波数インデックス０、２、４、５、６、１０に、１番目のレイヤの
１番目から６番目の周波数領域の信号（Ｄ０（０）からＤ０（５））を順に割り当ててい
る。送信アンテナ＃２については、周波数インデックス１、２、５、７、８、１１に、２
番目のレイヤの１番目から６番目の周波数領域の信号（Ｄ１（０）からＤ１（５））を順
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に割り当てている。送信アンテナ＃３については、周波数インデックス０、３、７、９、
１０、１１に、３番目のレイヤの１番目から６番目の周波数領域の信号（Ｄ２（０）から
Ｄ２（５））を順に割り当てている。
【００５５】
　式（６）のプリコーディングマトリックスｗを用いると、送信アンテナ＃０と送信アン
テナ＃１から同一の信号ベクトルＤ０（Ｄ０（０）からＤ０（５））が送信されるが、送
信アンテナ＃０と送信アンテナ＃１で異なる周波数割当を用いて送信を行なうと、同じ信
号を送信しているにも関わらず、ストリーム間干渉が発生してしまう。そこで、本実施形
態では、図６に示すように、送信アンテナ＃０と送信アンテナ＃１では同一の周波数を用
いて送信を行なうように、割当情報生成部１１２は、レイヤ毎に周波数割当を決定する。
これにより、受信側（基地局装置１００）では、送信アンテナ毎に信号を分離するのでは
なく、レイヤ毎に信号を分離することができる。
【００５６】
　なお、送信アンテナ＃２および送信アンテナ＃３では、信号ベクトルＤ１とＤ２が送信
されるが、送信アンテナ＃０と送信アンテナ＃１と同じ周波数割り当てとしても、送信信
号が異なるため受信側で信号分離処理を行なわなければならない。したがって、送信アン
テナ＃２と送信アンテナ＃３では、送信アンテナ＃０と送信アンテナ＃１の割り当てにか
かわらず、受信品質が最も良くなるように周波数（スペクトル）を割り当てればよい。な
お割り当ての際、受信側の等化部１０５での信号分離処理を考慮して割り当てを決定して
もよい。例えば、ＭＭＳＥフィルタリングを行なう場合は、ＭＭＳＥ後のＳＩＮＲが最大
となるように割り当ててもよいし、等化部１０５に干渉キャンセラ等を含む場合は、ＳＮ
Ｒが最大となるような割り当てを行なってもよい。
【００５７】
　送信アンテナ数数Ｎｔ＞ランクＲであるときのもう１つの例として、送信アンテナ数Ｎ

ｔ＝４、ランクＲ＝２のときについて説明する。送信アンテナ数Ｎｔ＝４、ランクＲ＝２
のとき、割当情報生成部１１２は、プリコーディングマトリックスｗとして、以下の（７
）式を用いる。
【００５８】

【数７】

【００５９】
　図７は、プリコーディングマトリックスｗとして、（７）式を用いたときの周波数割当
の例を示す図である。図７において、送信アンテナ数Ｎｔ＝４であり、送信アンテナ＃０
～＃３は、それぞれ送信アンテナ２１０－１～２１０－４に対応する。図７では、送信ア
ンテナ＃０と送信アンテナ＃１とについては、周波数インデックス０、２、４、５、６、
１０に、１番目のレイヤの１番目から６番目の周波数領域の信号（Ｄ０（０）からＤ０（
５））を順に割り当てている。送信アンテナ＃２と送信アンテナ＃３とについては、周波
数インデックス２、３、７、８、１０、１１に、２番目のレイヤの１番目から６番目の周
波数領域の信号（Ｄ１（０）からＤ１（５））を順に割り当てている。
【００６０】
　このように、（７）式を用いることで、送信アンテナ＃０と送信アンテナ＃１から同一
の信号ベクトルＤ０が送信されるが、送信アンテナ＃０と送信アンテナ＃１では同一の周
波数を用いて送信を行なうように、割当情報生成部１１２は、レイヤ毎に周波数割当を決
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定する。また、（７）式が示すように、送信アンテナ＃２および送信アンテナ＃３からは
、信号ベクトルＤ１が送信されるが、割当情報生成部１１２がレイヤ毎に周波数割当を決
定しているので、送信アンテナ＃２と送信アンテナ＃３では同一の周波数を用いて送信を
行なう。送信アンテナ＃０と送信アンテナ＃０の周波数割当、すなわち１番目のレイヤの
周波数割当と、送信アンテナ＃２と送信アンテナ＃３の周波数割当、すなわち２番目のレ
イヤの周波数割当では、異なる割り当てを用いることができる。また、他の例として、プ
リコーディングマトリックスｗとして、以下の（８）式を用いるようにしてもよい。
【００６１】
【数８】

【００６２】
　（８）式を用いる場合は、送信アンテナ＃０から送信アンテナ＃２の周波数割当におい
て同一の割り当てが行われ、これらの送信アンテナを用いて、２番目のレイヤの信号が送
信される。そして、送信アンテナ＃３の周波数割当のみ、送信アンテナ＃０から送信アン
テナ＃２の周波数割当と異なることが許容される。
　送信アンテナ数数Ｎｔ＞ランクＲであるときのその他の例として、送信アンテナ数Ｎｔ

＝４、ランクＲ＝１のときについて説明する。図８は、プリコーディングマトリックスｗ
として、（９）式を用いたときの周波数割当の例を示す図である。
【００６３】
【数９】

【００６４】
　図８において、送信アンテナ数Ｎｔ＝４であり、送信アンテナ＃０～＃３は、それぞれ
送信アンテナ２１０－１～２１０－４に対応する。図８では、送信アンテナ＃０から送信
アンテナ＃３については、周波数インデックス２、４、６、７、１０、１１に、１番目の
レイヤの１番目から６番目の周波数領域の信号（Ｄ０（０）からＤ０（５））を順に割り
当てている。このように、送信アンテナ＃０から送信アンテナ＃３の全てから同一の信号
ベクトルＤ０が送信される。この結果、移動局装置２００ａは、受信側でアンテナ間干渉
を起こさないように送信を行なうことができる。
【００６５】
　ここで、図５から図８の例では各送信アンテナから送信されるスペクトル数が同一の場
合を例に示したが、各送信アンテナの性能や、移動局装置２００ａの電力増幅器の性能、
あるいは瞬時の伝搬路状態を考慮し、各送信アンテナから送信されるスペクトル数を変更
してもよい。この場合、割当情報生成部１１２では、送信アンテナ数Ｎｔが４でランクＲ
が４のときに、図９のように、各送信アンテナで使用周波数ポイントの数が異なる割り当
てとすることができる。この時、図２のＤＦＴ部２０４－１～２０４－ＲｍのＤＦＴポイ
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ント数は、レイヤ毎に異なる値になる。
【００６６】
　図１０は、送信アンテナ数Ｎｔが４、ランクＲが３の場合の周波数割当の例を示す図で
ある。図１０では、送信アンテナ＃０と送信アンテナ＃２から同じデータ（レイヤ）の信
号を送信している。このとき、送信アンテナ＃０と送信アンテナ＃２の周波数割当は同一
となる。周波数割当が同じになるため、図２の送信アンテナ＃０と送信アンテナ＃２にお
けるＤＦＴ部のそれぞれのＤＦＴポイント数は同一となる。しかし、送信アンテナ＃１と
送信アンテナ＃３は、送信アンテナ＃０と送信アンテナ＃２の周波数割り当ては同一とす
る必要はなく、また、使用する周波数ポイント数が異なってもよい。ランクＲが２、およ
び１のときについては、詳細な説明は省略するが、同じデータを送信する送信アンテナで
は使用する周波数ポイント数を同一とするが、異なるデータを送信するアンテナは、使用
する周波数ポイントが異なっても構わない。
【００６７】
　このように、各送信アンテナで異なる周波数割り当てを許容する通信システムにおいて
、ランク数に応じて、各送信アンテナの周波数割当を同一にする。具体的には、プリコー
ディングマトリックスを列ベクトルに分解した際、ゼロ以外の値を複数もつレイヤに関し
て、該ゼロ以外の値を持つ送信アンテナでは、周波数割り当てを同一とする。割当情報生
成部１１２内での処理を上記のようにすることで、各送信アンテナで異なる周波数割り当
てを許容する通信システムにおいてフルランクでないときに、ストリーム間干渉を抑え、
良好な伝送を行なうことできる。
【００６８】
［第２の実施形態］
　第１の実施形態では、送信側でプリコーディングを行なうシングルキャリア伝送（Ｃｌ
ｕｓｔｅｒｅｄ　ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ）の例を示したが、低速移動以外では、基地局装
置でのプリコーディングマトリックスの決定時と、実際に移動局装置がプリコーディング
を行なう時とで、最適なプリコーディングが異なるため、プリコーディングによるゲイン
が得られない可能性がある。したがって高速移動時には、ＳＴＢＣ（Space Time Block C
ode）やＳＦＢＣ（Space Frequency Block Code），ＣＤＤ（Cyclic Delay Diversity）
等の開ループ型の送信ダイバーシチが適用されることが考えられる。そこで本実施形態で
は、開ループ型の送信ダイバーシチとしてＳＴＢＣを適用した場合について説明する。
【００６９】
　本実施形態における移動局装置３００ａから３００ｄの構成は、第１の実施形態におけ
る移動局装置２００ａの構成とほぼ同じである。ただし、送信処理部２０８に替えて、送
信処理部２０８ａから２０８ｄのいずれかを備え、周波数領域の信号に対して施す処理が
異なる。第２の実施形態における移動局装置３００ａから３００ｄ各々の送信処理部２０
８ａから２０８ｄの構成について図１１から図１４を用いて説明する。ここで、送信アン
テナ数Ｎｔは４である。
【００７０】
　図１１は、移動局装置３００ａの送信処理部２０８ａの構成を示す概略ブロック図であ
る。移動局装置３００ｂの送信アンテナ数ＮｔとランクＲは、４で一致している。送信処
理部２０８ａは、信号処理を行なわず、入力された周波数領域の信号を、そのまま出力す
る。なお、図１１ではそのまま出力しているが、Ｃｌｕｓｔｅｒｅｄシンボル単位、スロ
ット単位、あるいはサブフレーム単位で、レイヤ間で送信する送信アンテナを切り替えた
り（レイヤシフトと呼ばれる）、出力数が変わらないような４×４のプリコーディングお
こなったりしてもよい。割当情報生成部１１２は、移動局装置３００ａに対しては、送信
アンテナ毎に、独立して周波数割当を行う。
【００７１】
　図１２は、移動局装置３００ｂの送信処理部２０８ｂの構成を示す概略ブロック図であ
る。移動局装置３００ｂの送信アンテナ数Ｎｔは、４で、ランクＲは、３である。送信処
理部２０８ｂは、１番目のレイヤの信号に対して、ＳＴＢＣ符号化を行うＳＴＢＣ符号化
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部２１６を備える。ＳＴＢＣ符号化部２１６は、１番目のレイヤの時刻ｔにおける信号Ａ

０（ｍ）（０≦ｍ≦ＮＤＦＴ－１）と時刻ｔ＋１における信号Ｂ０（ｍ）（０≦ｍ≦ＮＤ

ＦＴ－１）に対してＳＴＢＣ符号化を行なう。また、２番目のレイヤの時刻ｔにおける信
号Ａ１（ｍ）および３番目のレイヤの時刻ｔにおける信号Ａ２（ｍ）については、ＳＴＢ
Ｃ符号化部２１６に入力されず、そのまま出力される。また、２番目のレイヤの時刻ｔ＋
１における信号Ｂ１（ｍ）および３番目のレイヤの時刻ｔ＋１における信号Ｂ２（ｍ）に
ついても、ＳＴＢＣ符号化部２１６に入力されず、そのまま出力される。
【００７２】
　図１３、図１４に、割当情報生成部１１２による周波数割当の例を示す。図１３は、移
動局装置３００ｂの時刻ｔにおける周波数割当の例を示す図であり、図１４は、移動局装
置３００ｂの時刻ｔ＋１における周波数割当の例を示す図である。図１３、図１４におい
て、送信アンテナ数Ｎｔ＝４であり、送信アンテナ＃０～＃３は、それぞれ送信アンテナ
２１０－１～２１０－４に対応する。移動局装置３００ｂは、上述のように、送信アンテ
ナ＃０と送信アンテナ＃１からは、ＳＴＢＣ符号化した信号を送信し、送信アンテナ＃２
と送信アンテナ＃３からは独立なデータの信号を送信する。
【００７３】
　すなわち、時刻ｔには、図１３に示すように、送信アンテナ＃０については、周波数イ
ンデックス０、２、４、５、６、１０に、１番目のレイヤの時刻ｔにおける１番目から６
番目の周波数領域の信号（Ａ０（０）からＡ０（５））を順に割り当てている。送信アン
テナ＃１については、周波数インデックス０、２、４、５、６、１０に、１番目のレイヤ
の時刻ｔ＋１における１番目から６番目の周波数領域の信号（Ｂ０（０）からＢ０（５）
）を順に割り当てている。送信アンテナ＃２については、周波数インデックス１、２、５
、７、８、１１に、２番目のレイヤの時刻ｔにおける１番目から６番目の周波数領域の信
号（Ａ１（０）からＡ１（５））を順に割り当てている。送信アンテナ＃３については、
周波数インデックス０、３、７、９、１０、１１に、３番目のレイヤの時刻ｔにおける１
番目から６番目の周波数領域の信号（Ａ２（０）からＡ２（５））を順に割り当てている
。
【００７４】
　さらに、時刻ｔ＋１には、図１４に示すように、送信アンテナ＃０については、周波数
インデックス０、２、４、５、６、１０に、１番目のレイヤの時刻ｔ＋１における１番目
から６番目の周波数領域の信号（Ｂ０（０）からＢ０（５））の複素共役にマイナスを乗
じた値（－Ｂ０

＊（０）からＢ０
＊（５））を順に割り当てている。送信アンテナ＃１に

ついては、周波数インデックス０、２、４、５、６、１０に、１番目のレイヤの時刻ｔに
おける１番目から６番目の周波数領域の信号（Ａ０（０）からＡ０（５））の複素共役（
Ａ０

＊（０）からＡ０
＊（５））を順に割り当てている。送信アンテナ＃２については、

周波数インデックス１、２、５、７、８、１１に、２番目のレイヤの時刻ｔ＋１における
１番目から６番目の周波数領域の信号（Ｂ１（０）からＢ１（５））を順に割り当ててい
る。送信アンテナ＃３については、周波数インデックス０、３、７、９、１０、１１に、
３番目のレイヤの時刻ｔ＋１における１番目から６番目の周波数領域の信号（Ｂ２（０）
からＢ２（５））を順に割り当てている。
【００７５】
　割当情報生成部１１２は、移動局装置３００ｂに対しては、図１３および図１４に示す
ように送信アンテナ＃０と送信アンテナ＃１については同一となるように、周波数割当を
行い、送信アンテナ＃２と送信アンテナ＃３とについては、それぞれ独立して、任意の周
波数割当を行う。なお、ＳＴＢＣ符号化として、図１３、図１４に示す符号化を行なった
が、時刻ｔ＋１においてマイナスを送信アンテナ＃０ではなく送信アンテナ＃１につけた
り、時刻ｔ＋１において送信アンテナ＃０についている複素共役を時刻ｔにおける送信ア
ンテナ＃１につけたりしてもよい。
【００７６】
　図１５は、移動局装置３００ｃの送信処理部２０８ｃの構成を示す概略ブロック図であ
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る。移動局装置３００ｂの送信アンテナ数Ｎｔは、４で、ランクＲは、２である。送信処
理部２０８ｃは、ＳＴＢＣ符号化部２１７、ＳＴＢＣ符号化部２１８を備える。ＳＴＢＣ
符号化部２１７は、１番目のレイヤに対してＳＴＢＣ符号化を行い、ＳＴＢＣ符号化部２
１８は、２番目のレイヤに対してＳＴＢＣ符号化を行なう。割当情報生成部１１２は、移
動局装置３００ｃに対しては、送信アンテナ＃０と送信アンテナ＃１とで周波数割当が同
一であり、送信アンテナ＃２と送信アンテナ＃３とで周波数割当が同一となるように、周
波数割当を決定する。
【００７７】
　なお、移動局装置３００ｃでは２つのレイヤを、それぞれ２つの送信アンテナから送信
するＳＴＢＣを用いる例を示しているが、１つのレイヤは、３つの送信アンテナ（例えば
、送信アンテナ＃０、＃１、＃２）から送信し、残りの１つレイヤは、１つの送信アンテ
ナ（例えば、送信アンテナ＃３）から送信する構成をとってもよい。この場合、割当情報
生成部１１２は、移動局装置３００ｃに対しては、送信アンテナ＃０と送信アンテナ＃１
と送信アンテナ＃２とで周波数割当が同一となるように、周波数割当を決定する。
【００７８】
　図１６は、移動局装置３００ｄの送信処理部２０８ｄの構成を示す概略ブロック図であ
る。移動局装置３００ｄの送信アンテナ数Ｎｔは、４で、ランクＲは、１である。送信処
理部２０８ｄは、ＳＴＢＣ符号化部２１９を備える。ＳＴＢＣ符号化部２１９は、１番目
のレイヤにＳＴＢＣ符号化を適用し、４つの送信アンテナから送信を行なう。割当情報生
成部１１２は、移動局装置３００ｄに対しては、送信アンテナ＃０から送信アンテナ＃３
で同一の周波数割当となるように、周波数割当を決定する。
【００７９】
　なお、本実施形態では周波数領域でＳＴＢＣを適用したが、送信処理部２０８ａから２
０８ｄをＩＦＦＴ後に配置し、時間領域でＳＴＢＣを適用してもよい。またＳＴＢＣの例
を示したが、ＳＦＢＣ、ＣＤＤ等、同一データに関する情報を同一時刻・同一周波数で異
なるアンテナから送る技術であれば適用可能である。さらに上記技術に第１の実施形態で
示したようなプリコーディングマトリックスをさらに乗算したり、各レイヤ間で送信する
アンテナを切り換えたりする技術（レイヤーシフト）を併用することも可能である。また
、例えば図１５では送信処理部２０８ｃ内に２つのＳＴＢＣ符号化部２１７、２１８を持
つ構成としたが、ＳＴＢＣとＳＦＢＣ等、異なる送信ダイバーシチ技術が送信処理部２０
８ｃ内に存在してもよい。
【００８０】
　このように、送信するランクに応じて周波数割り当てに制限をかけることで、すなわち
、同一データが送信される送信アンテナについては同一の周波数割当とすることで、アン
テナ間干渉を発生させないようにデータを送信することができる。この結果、ユーザスル
ープットを向上させることができる。
【００８１】
　また、上述した各実施形態における移動局装置および基地局装置の一部の機能を実現す
るためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に
記録されたプログラムを、各装置が備えるコンピュータシステムに読み込ませ、実行する
ことにより、上記の機能を実現するようにしてもよい。なお、ここでいう「コンピュータ
システム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
【００８２】
　また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気
ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハー
ドディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」
とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送
信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合
のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定
時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した
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ステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良
い。
【００８３】
　また、上述した各実施形態における移動局装置および基地局装置の一部、または全部を
典型的には集積回路であるＬＳＩとして実現してもよい。移動局装置および基地局装置の
各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、または全部を集積してチップ化し
てもよい。また、集積回路化の手法はＬＳＩに限らず専用回路、または汎用プロセッサで
実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりＬＳＩに代替する集積回路化の技術が出
現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
　以上、この発明の実施形態を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施
形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる
。
【符号の説明】
【００８４】
　１０…無線通信システム
　１００…基地局装置
　１０１－１、・・・１０１－Ｎｒ…受信アンテナ
　１０２－１、・・・１０２－Ｎｒ…ＯＦＤＭ信号受信部
　１０３－１、・・・１０３－Ｎｒ…参照信号分離部
　１０４－１、・・・１０４－Ｎｒ…デマッピング部
　１０５…等化部
　１０６－１、・・・１０６－Ｒｍ…ＩＤＦＴ部
　１０７－１、・・・１０７－Ｒｍ…復調部
　１０８－１、・・・１０８－Ｒｍ…復号部
　１０９…Ｐ／Ｓ変換部
　１１０…伝搬路推定部
　１１１…等化重み生成部
　１１２…割当情報生成部
　１１３…送信部
　１１４…送信アンテナ
　２００ａ、２００ｂ、２００ｃ…移動局装置
　２０１…Ｓ／Ｐ変換部
　２０２－１、・・・２０２－Ｒｍ…符号化部
　２０３－１、・・・２０３－Ｒｍ…変調部
　２０４－１、・・・２０４－Ｒｍ…ＤＦＴ部
　２０５…参照信号生成部
　２０６－１、・・・２０６－Ｒｍ…参照信号多重部
　２０７－１、・・・２０７－Ｒｍ…マッピング部
　２０８…送信処理部
　２０９－１、・・・２０９－Ｒｍ…ＯＦＤＭ信号生成部
　２１０－１、・・・２１０－Ｒｍ…送信アンテナ
　２１１…受信アンテナ
　２１２…受信部
　２１３…割当情報取得部
　２１４…プリコーディング部
　２１５…送信重み行列取得部
　３００ａ、３００ｂ、３００ｃ、３００ｄ…移動局装置
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