
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信機へ信号を送信する送信機であって、
　前記受信機との間で予め整合した既知の信号の先頭に、該信号の末尾の部分を複写した
第１のパイロット信号と、データの先頭に該データの末尾の部分を複写した第１の送信デ
ータとから構成されるフレームフォーマットを用いて信号を送信する第１の送信手段と、
　前記受信機との間で予め整合した既知の信号から構成される第２のパイロット信号と、
第２の送信データとから構成されるフレームフォーマットを用いて信号を送信する第２の
送信手段と、
　信号送信時に、

選択手段とを備えたことを
特徴とする送信機。
【請求項２】
　信号のフレームフォーマットに関する情報を、前記受信機と共有する方式情報共有手段
を備え、
　前記選択手段が、前記受信機と共有したフレームフォーマットに関する情報に基づいて
、

ことを特徴とする請求項１に記載の送信機
。
【請求項３】
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高速伝送が要求される場合に前記第１の送信手段を選択し、低速でも高
品位な伝送が要求される場合に前記第２の送信手段を選択する

高速伝送が要求される場合に前記第１の送信手段を選択し、低速でも高品位な伝送が要
求される場合に前記第２の送信手段を選択する



　
　

　

　

　信号の品質に関する品質情報を、前記受信機と共有する品質情報共有手段と、
　前記受信機と共有した品質情報から、送信する信号に対する符号分割多重の有無及びそ
の多重数を決定する多重数決定手段とを備え、
　前記選択手段が、決定された符号分割多重の有無及びその多重数に応じて生成された制
御情報により、前記第１の送信手段と前記第２の送信手段のいずれか一方を選択すること
を特徴とする送信機。
【請求項４】
　選択された前記第１、第２の送信手段のいずれか一方の送信手段に関わる信号のフレー
ムフォーマットに関する情報を、前記受信機と共有する方式情報共有手段を備えたことを
特徴とする請求項３に記載の送信機。
【請求項５】
　前記第１のパイロット信号が、ＣＡＺＡＣ（ Constant Amplitude Zero Auto-Correlati
on）系列の信号から構成されることを特徴とする請求項１から請求項４のいずれかに記載
の送信機。
【請求項６】
　前記品質情報が、前記受信機において必要とされる受信信号の誤り率と、前記受信機に
おいて前記第１のパイロット信号を用いて推定された受信信号の遅延プロファイルと、前
記受信機において前記第２のパイロット信号を用いて推定された受信信号の搬送波電力対
干渉電力比とを含むことを特徴とする請求項３から請求項５のいずれかに記載の送信機。
【請求項７】
　送信機から信号を受信する受信機であって、
　ＦＤＥ（ Frequency Domain Equalizer）を作動させて信号を受信する第１の受信手段と
、
　信号のＲａｋｅ受信を行う第２の受信手段と、
　信号受信時に、

選択手段とを備えたことを
特徴とする受信機。
【請求項８】
　
　

　
　

　受信した信号の品質を測定する品質測定手段と、
　信号の品質に関する品質情報から、受信する信号に対する符号分割多重の有無及びその
多重数を決定する多重数決定手段と、
　信号のフレームフォーマットに関する情報を、前記送信機と共有する方式情報共有手段
とを備え、
　前記選択手段が、決定された符号分割多重の有無及びその多重数に応じて生成された制
御情報により、前記第１の受信手段と前記第２の受信手段のいずれか一方を選択し、
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受信機へ信号を送信する送信機であって、
前記受信機との間で予め整合した既知の信号の先頭に、該信号の末尾の部分を複写した

第１のパイロット信号と、データの先頭に該データの末尾の部分を複写した第１の送信デ
ータとから構成されるフレームフォーマットを用いて信号を送信する第１の送信手段と、

前記受信機との間で予め整合した既知の信号から構成される第２のパイロット信号と、
第２の送信データとから構成されるフレームフォーマットを用いて信号を送信する第２の
送信手段と、

信号送信時に、前記第１の送信手段と前記第２の送信手段のいずれか一方を選択する選
択手段と、

高速伝送が要求される場合に前記第１の受信手段を選択し、低速でも高
品位な伝送が要求される場合に前記第２の受信手段を選択する

送信機から信号を受信する受信機であって、
ＦＤＥ（ Frequency Domain Equalizer）を作動させて信号を受信する第１の受信手段と

、
信号のＲａｋｅ受信を行う第２の受信手段と、
信号受信時に、前記第１の受信手段と前記第２の受信手段のいずれか一方を選択する選

択手段と、



　前記方式情報共有手段が、選択された前記第１、第２の 信手段のいずれか一方の 信
手段に関わる信号のフレームフォーマットに関する情報を、前記送信機と共有することを
特徴とする受信機。
【請求項９】
　
　

　
　

　受信した信号の品質を測定する品質測定手段と、
　信号の品質に関する品質情報を、前記送信機と共有する品質情報共有手段と、
　フレームフォーマットに関する情報を、前記送信機と共有する方式情報共有手段とを備
え、
　前記選択手段が、前記送信機と共有したフレームフォーマットに関する情報に基づいて
、前記第１の受信手段と前記第２の受信手段のいずれか一方を選択することを特徴とする
受信機。
【請求項１０】
　
　

　
　

　受信した信号の品質を測定する品質測定手段と、
　信号の品質に関する品質情報から、受信する信号に対する符号分割多重の有無及びその
多重数を決定する多重数決定手段と、
　信号の品質に関する品質情報を、前記送信機と共有する品質情報共有手段とを備え、
　前記選択手段が、決定された符号分割多重の有無及びその多重数に応じて生成された制
御情報により、前記第１の受信手段と前記第２の受信手段のいずれか一方を選択すること
を特徴とする受信機。
【請求項１１】
　前記品質測定手段が、前記第１のパイロット信号を用いて受信信号の遅延プロファイル
推定する手段と、前記第２のパイロット信号を用いて受信信号の搬送波電力対干渉電力比
を推定する手段を含み、
　前記品質情報が、受信時に必要な受信信号の誤り率と、受信信号から推定された遅延プ
ロファイル及び搬送波電力対干渉電力比とを含むことを特徴とする請求項８から請求項１
０のいずれかに記載の受信機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、信号を送受信するための送信機及び受信機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
移動体通信は基本的に見通し外通信であり、反射、回折、散乱波によってマルチパス伝送
路が形成される。更に、各パスの遅延時間が無視できないほど大きい場合、遅延分散のあ
るマルチパス伝送路となる。遅延分散のあるマルチパス伝送路は、伝送路がある種のフィ
ルタのような振る舞いをし、その結果送信波は周波数選択性フェージングを受ける（例え
ば、非特許文献１及び非特許文献２参照。）。
【０００３】
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送信機から信号を受信する受信機であって、
ＦＤＥ（ Frequency Domain Equalizer）を作動させて信号を受信する第１の受信手段と

、
信号のＲａｋｅ受信を行う第２の受信手段と、
信号受信時に、前記第１の受信手段と前記第２の受信手段のいずれか一方を選択する選

択手段と、

送信機から信号を受信する受信機であって、
ＦＤＥ（ Frequency Domain Equalizer）を作動させて信号を受信する第１の受信手段と

、
信号のＲａｋｅ受信を行う第２の受信手段と、
信号受信時に、前記第１の受信手段と前記第２の受信手段のいずれか一方を選択する選

択手段と、



例えば、ＣＤＭ（ Code Division Multiplex ：符号分割多重）方式を用いた移動通信にお
ける周波数選択性フェージング対策の代表的なものとしては、Ｒａｋｅ受信があげられる
。Ｒａｋｅ受信とはダイバーシチ技術の一つであり、信号が所持している性質を利用して
ダイバーシチを行う「 Implicit diversity」の一つである。複数受信波の合成法としては
最大比合成法（ＭＲＣ： Maximal-Ratio Combining ）が代表的で、各枝から出力する信号
の位相を同相に制御する他に、信頼度に伴う重み付けを行って合成する方法である。
【０００４】
ところで、代表的な移動体通信システムであるＣＤＭＡ（ Code Division Multiple Acces
s ：符号分割多元接続）セルラーシステムでは、まずスループット増大のために内符号を
用いた拡散が行われ、更に自己干渉や他セル間干渉等の軽減のために外符号を用いた拡散
が行われる。一般に内符号はＷａｌｓｈ符号のような、符号の位相差がない限り相互相関
特性が「０」となる符号が用いられ、外符号は、ＰＮ符号のような、符号間に位相差が生
じ相互相関特性が「０」にはならなくても、相互相関特性が十分小さい符号が用いられる
。ＰＮ符号はその長さをＮｐ とすると相互相関特性が１／Ｎｐ となる符号である（例えば
、非特許文献３参照。）。
【０００５】
しかし、内符号及び外符号を用いて拡散されたフレームをＲａｋｅ受信した場合、外符号
の相互相関特性が「０」ではないため、符号間干渉（マルチパス干渉）が発生する。更に
内符号の相互相関特性が「０」であっても符号多重数に比例してマルチパス干渉が大きく
なる。具体的には、等平均強度２パスレイリー環境下において、内符号としてＷａｌｓｈ
符号を用い、外符号としてＰＮ符号を用いて拡散された信号を、最大比合成によるＲａｋ
ｅ受信を行った場合のＳＩＲ（ Signal to Interference power Raito：希望波受信電力対
干渉電力比）は下記（１）式により示され、Ｗａｌｓｈ多重数Ｍｗに比例して干渉電力が
大きくなることがわかる。
【０００６】
【数１】
　
　
　
　
　
　
　
但し、（１）式において、Ｐ１ 、Ｐ２ は各パスの信号電力、ＮＷ はＷａｌｓｈ符号の長さ
、ＭＷ はＷａｌｓｈ多重数とする。
すなわち、スループット増大のために符号多重数を大きくすると、干渉電力が増大するこ
とから、Ｒａｋｅ受信は高符号多重時のマルチパス干渉に弱いという問題がある。
【０００７】
一方、マルチパス干渉に強い伝送方式としてＯＦＤＭ（ Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing：直交周波数分割多重）方式がある。ＯＦＤＭ方式は、マルチキャリア伝送
の一つで、隣り合うサブキャリア間の相互相関が「０」になるようにサブキャリア配置が
行われている伝送方式である。すなわち、マルチキャリア伝送は全帯域を狭帯域のサブキ
ャリアに分割し並列に信号を伝送する方式であるため、各サブキャリアでのスループット
は小さくなりシンボル時間はシングルキャリア伝送に比べて長くなる。従って、シンボル
時間を伝送路のインパルス応答より十分長くすることができ、周波数選択性フェージング
の影響を軽減することができる（例えば、非特許文献１及び非特許文献４参照。）。
【０００８】
しかし、ＯＦＤＭ方式は、周波数領域で信号を作成するためＰＡＰＲ (Peak to Average P
ower Ratio：ピーク電力対平均電力比）が高く、そのため電力増幅器の非線形性により回
線容量が小さくなる欠点を有している。また伝送路等の影響で搬送波周波数がオフセット
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されると大きく性能が低下する問題点がある。
そのため、ＯＦＤＭ方式の問題点を克服する技術として、近年はＳＣ－ＦＤＥ（ Single C
arrier - Frequency Domain Equalizer ）による波形等化技術が提案されている。ＯＦＤ
Ｍ方式とＳＣ－ＦＤＥを用いる受信方式のブロックダイアグラムは類似しているものの、
ＳＣ－ＦＤＥを用いる受信方式では、逆フーリエ変換のブロックが受信機にあり、伝送路
推定と周波数等化以外の処理は時間領域で行われるため、ＯＦＤＭ方式の欠点である高い
ＰＡＰＲ、搬送波周波数オフセットへの脆弱性が解消される（例えば、非特許文献４参照
）。
【０００９】
【非特許文献１】
斉藤洋一，“ディジタル無線通信の変復調，”電子情報通信学会， pp.157-158， pp.202-2
04， 1996．
【非特許文献２】
笹岡秀一，“移動通信，”オーム社， pp.36-37， 1998．
【非特許文献３】
横山光雄，“スペクトル拡散通信システム，”科学技術出版社， pp.200-203， pp.401-403
， pp.523-538， 1988．
【非特許文献４】
D. Falconer, S. L. Ariyavisitakul, A. Benyamin-Seeyar and B. Eidson, “ Frequency
 Domain Equalization for Single-Carrier Broadband Wireless Systems,”  IEEE Commu
n. Mag., Vol. 40, No. 4, pp. 58-66, April 2002.
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、ＣＤＭ方式を用いる移動通信の場合、例えばＷａｌｓｈ多重数ＭＷ が小さい場
合のＲａｋｅ受信は、マルチパス干渉による劣化よりもダイバーシチ効果のほうが上回っ
ているため、ＳＣ－ＦＤＥを用いて受信する場合より受信品質がよくなる。具体的にシミ
ュレーションした結果を図１０に示す。
図１０は、等平均強度２パスレイリー環境下でフェージングを受けた信号を、ＳＣ－ＦＤ
Ｅを用いて受信した場合とＲａｋｅ受信を行った場合とについて、Ｗａｌｓｈ多重数ＭＷ

をパラメータとし、Ｅｂ ／Ｎ０ に対するＢＥＲ（ Bit Error Rate）の特性を比較したグラ
フである。
【００１１】
図１０に示すように、Ｒａｋｅ受信ではＷａｌｓｈ多重数ＭＷ を大きくすることにより、
マルチパス干渉が大きくなるためＢＥＲが劣化することが確認でき、Ｗａｌｓｈ多重数Ｍ

Ｗ が８以上では、ＳＣ－ＦＤＥを用いた受信の方が特性が良い。しかし、Ｗａｌｓｈ多重
数ＭＷ が４以下では、逆にＲａｋｅ受信の特性の方が良くなっている。これは、Ｒａｋｅ
受信が、マルチパス干渉をダイバーシチとして利用するフェージング対策であるのに対し
、ＳＣ－ＦＥＤは、マルチパス干渉の影響を軽減するフェージング対策であることによる
。
【００１２】
従って、スループットは小さくても、受信信号に信頼性を求められるような場合、ＳＣ－
ＦＤＥを用いて受信すると、Ｒａｋｅ受信よりも不利になるため、逆に満足する通信品質
を得ることが難しくなる可能性があった。
このように、従来のＣＤＭ方式を用いた送信機及び受信機では、送受信方法を固定して通
信を行うため、要求される多様な伝送条件に対して、全ての通信環境において満足する通
信品質を得ることが難しくなるという問題があった。
【００１３】
なお、図１０に示すシミュレーションにおいては、ＳＣ－ＦＤＥによる受信を行う場合、
そのフレーム構成は、図３（ａ）に示すように、パイロット信号となるＵＷ（ Unique Wor
d ：以下、ユニークワードとする）とデータとから構成すると共に、ユニークワードは６
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４チップのＣＡＺＡＣ（ Constant Amplitude Zero Auto-Correlation）系列の信号とし、
ユニークワード部分とデータ部分のそれぞれの先頭には１６チップのＣＰ（ Cyclic Prefi
x ：以下、サイクリックプリフィックスとする）を挿入する構成とした。また、Ｒａｋｅ
受信を行う場合、そのフレーム構成は、図３（ｂ）に示すように、パイロット信号とデー
タとから構成すると共に、パイロット信号は９６チップすべてをデータ「１」のＢＰＳＫ
信号とした。
【００１４】
また、ＳＣ－ＦＤＥによる受信を行う場合、データに対する複素スクランブリング（例え
ば、“ 3Gワイヤレス・テクノロジー・ワークショップパート 2 TIA/EIA-95 CDMA、 cdma200
0、 HDR，” http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5988-3484JA.pdf， pp. 29-34
， Jan． 2001．に示されている。  ）は行わず、伝送路推定は理想的とし、ＭＭＳＥＣ（ Mi
nimum Mean Square Error Combining ）周波数等化（例えば、 A. Czylwik, “ Low Overhe
ad Pilot-Aided Synchronization for Single Carrier Modulation with Frequency Doma
in Equalization,”  Proc. GLOBECOM '98, pp. 2068-2073, Sydney, Australia, Nov. 19
98. に示されている。）を行った。一方、Ｒａｋｅ受信を行う場合、データは１０２４チ
ップの複素ＰＮ符号による複素スクランブリングを行ってから送信されるものとした。
【００１５】
更に、その他のシミュレーション緒元は、表１に示す緒元に基づいて行った。また、シミ
ュレーションではパスの到来時間はカンニングするものとし、ＦＤＥを用いた受信では、
常に先行波のタイミングで受信処理を行った。また、Ｒａｋｅ受信では、各パスを最大比
合成するものとした。
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００１６】
本発明は、上記課題に鑑みてなされたもので、要求される多様な伝送条件に対応すると共
に、各種の通信環境において満足する通信品質を得ることができる通信システムを構築す
るための送信機及び受信機を提供することを目的とする。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題を解決するために、請求項１の発明に係る送信機は、受信機へ信号を送信す
る送信機であって、前記受信機との間で予め整合した既知の信号の先頭に、該信号の末尾
の部分を複写した第１のパイロット信号と、データの先頭に該データの末尾の部分を複写
した第１の送信データとから構成されるフレームフォーマットを用いて信号を送信する第
１の送信手段（例えば実施の形態のユニークワード挿入器４、サイクリックプリフィック
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ス挿入器５）と、前記受信機との間で予め整合した既知の信号から構成される第２のパイ
ロット信号と、第２の送信データとから構成されるフレームフォーマットを用いて信号を
送信する第２の送信手段（例えば実施の形態のパイロット信号挿入器７、複素スクランブ
ル変調器８）と、信号送信時に、

選択手段（
例えば実施の形態の送信選択スイッチ３）とを備えたことを特徴とする。
【００１８】
以上の構成を備えた送信機は、受信機との間で予め整合した既知の信号の先頭に、該信号
の末尾の部分を複写した第１のパイロット信号と、データの先頭に該データの末尾の部分
を複写した第１の送信データとから構成されるＦＤＥ受信用のフレームフォーマットを用
いて信号を送信する第１の送信手段と、受信機との間で予め整合した既知の信号から構成
される第２のパイロット信号と、第２の送信データとから構成されるＲａｋｅ受信用のフ
レームフォーマットを用いて信号を送信する第２の送信手段のいずれかを用いて、要求さ
れる多様な伝送条件に対して受信側で満足する通信品質を得られるように、信号を最適な
フレームフォーマットにより送信することができる。
【００１９】
　請求項２の発明に係る送信機は、請求項１に記載の送信機において、信号のフレームフ
ォーマットに関する情報を、前記受信機と共有する方式情報共有手段（例えば第２の実施
の形態のＲａｋｅ受信機１０、拡散多重復調器１１、データ復調器１２を用いたデータ受
信）を備え、前記選択手段が、前記受信機と共有したフレームフォーマットに関する情報
に基づいて、

ことを特徴とする。
【００２０】
以上の構成を備えた送信機は、受信機側が希望する信号のフレームフォーマットに関する
情報を、方式情報共有手段を用いて受信機と共有することで、選択手段が、取得したフレ
ームフォーマットに関する情報に基づいて、第１の送信手段と第２の送信手段のいずれか
一方を選択し、要求される多様な伝送条件に対してそれぞれが満足する通信品質を得られ
るように、受信機のとの間で、信号のフレームフォーマットを確認しあうことができる。
【００２１】
　請求項３の発明に係る送信機は、

信号の品質に関する品質情報を、前記受信機と共有する品質情報共有手段（例えば
第１の実施の形態のＲａｋｅ受信機１０、拡散多重復調器１１、データ復調器１２を用い
たデータ受信）と、前記受信機と共有した品質情報から、送信する信号に対する符号分割
多重の有無及びその多重数を決定する多重数決定手段（例えば実施の形態の伝送方式決定
回路１３）とを備え、前記選択手段が、決定された符号分割多重の有無及びその多重数に
応じて生成された制御情報により、前記第１の送信手段と前記第２の送信手段のいずれか
一方を選択することを特徴とする。
【００２２】
以上の構成を備えた送信機は、受信機側が希望する信号の品質に関する品質情報を、品質
情報共有手段を用いて受信機と共有し、多重数決定手段が、取得した品質情報から、送信
する信号に対する符号分割多重の有無及びその多重数を決定することで、選択手段が、決
定された符号分割多重の有無及びその多重数に応じて生成された制御情報により、第１の
送信手段と第２の送信手段のいずれか一方を選択し、要求される多様な伝送条件に対して
満足する通信品質を得られるように、信号を最適なフレームフォーマットにより送信する
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高速伝送が要求される場合に前記第１の送信手段を選択
し、低速でも高品位な伝送が要求される場合に前記第２の送信手段を選択する

高速伝送が要求される場合に前記第１の送信手段を選択し、低速でも高品位
な伝送が要求される場合に前記第２の送信手段を選択する

受信機へ信号を送信する送信機であって、前記受信機
との間で予め整合した既知の信号の先頭に、該信号の末尾の部分を複写した第１のパイロ
ット信号と、データの先頭に該データの末尾の部分を複写した第１の送信データとから構
成されるフレームフォーマットを用いて信号を送信する第１の送信手段と、前記受信機と
の間で予め整合した既知の信号から構成される第２のパイロット信号と、第２の送信デー
タとから構成されるフレームフォーマットを用いて信号を送信する第２の送信手段と、信
号送信時に、前記第１の送信手段と前記第２の送信手段のいずれか一方を選択する選択手
段と、



ことができる。
【００２３】
請求項４の発明に係る送信機は、請求項３に記載の送信機において、選択された前記第１
、第２の送信手段のいずれか一方の送信手段に関わる信号のフレームフォーマットに関す
る情報を、前記受信機と共有する方式情報共有手段（第１の実施の形態のデータ変調器１
、拡散多重変調器２）を備えたことを特徴とする。
【００２４】
以上の構成を備えた送信機は、方式情報共有手段により信号のフレームフォーマットに関
する情報を受信機と共有することで、受信機側でのフレームフォーマット決定作業を省略
し、要求される多様な伝送条件に対してそれぞれが満足する通信品質を得られるように、
受信機のとの間で、信号のフレームフォーマットを確認しあうことができる。
【００２５】
請求項５の発明に係る送信機は、請求項１から請求項４のいずれかに記載の送信機におい
て、前記第１のパイロット信号が、ＣＡＺＡＣ（ Constant Amplitude Zero Auto-Correla
tion）系列の信号から構成されることを特徴とする。
【００２６】
以上の構成を備えた送信機は、周波数領域において振幅スペクトルが一定の信号をパイロ
ット信号に用いることで、受信機側の伝送路推定処理における振幅スペクトルの正規化処
理を省略し、計算を簡略化させることができる。
【００２７】
請求項６の発明に係る送信機は、請求項３から請求項５のいずれかに記載の送信機におい
て、前記品質情報が、前記受信機において必要とされる受信信号の誤り率と、前記受信機
において前記第１のパイロット信号を用いて推定された受信信号の遅延プロファイルと、
前記受信機において前記第２のパイロット信号を用いて推定された受信信号の搬送波電力
対干渉電力比とを含むことを特徴とする。
【００２８】
以上の構成を備えた送信機は、受信機側で推定された受信信号の遅延プロファイルと、受
信信号の搬送波電力対干渉電力比とから、受信機において必要とされる受信信号の誤り率
を満たしうる最適なフレームフォーマットを決定し、受信機のとの間で、信号を最適なフ
レームフォーマットにより送受信することができる。
【００２９】
　請求項７の発明に係る受信機は、送信機から信号を受信する受信機であって、ＦＤＥ（
Frequency Domain Equalizer）を作動させて信号を受信する第１の受信手段（例えば実施
の形態のＦＤＥ２４）と、信号のＲａｋｅ受信を行う第２の受信手段（例えば実施の形態
のＲａｋｅ受信機２５）と、信号受信時に、

選択手段（例えば実施の形態の受信選択スイッチ２２）とを備えたことを特徴とする。
【００３０】
以上の構成を備えた受信機は、ＦＤＥを作動させて信号を受信する第１の受信手段と、信
号のＲａｋｅ受信を行う第２の受信手段のいずれかを用いて、要求される多様な伝送条件
に対してそれぞれが満足する通信品質を得られるように、信号を最適な方法により受信す
ることができる。
【００３１】
　請求項８の発明に係る受信機は、

受信した信号の品質を測定する品質測定手
段（例えば実施の形態のＦＤＥ２４とＲａｋｅ受信機２５に内蔵される）と、信号の品質
に関する品質情報から、受信する信号に対する符号分割多重の有無及びその多重数を決定
する多重数決定手段（例えば実施の形態の伝送方式決定回路３３）と、信号のフレームフ
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高速伝送が要求される場合に前記第１の受信
手段を選択し、低速でも高品位な伝送が要求される場合に前記第２の受信手段を選択する

送信機から信号を受信する受信機であって、ＦＤＥ（
Frequency Domain Equalizer）を作動させて信号を受信する第１の受信手段と、信号のＲ
ａｋｅ受信を行う第２の受信手段と、信号受信時に、前記第１の受信手段と前記第２の受
信手段のいずれか一方を選択する選択手段と、



ォーマットに関する情報を、前記送信機と共有する方式情報共有手段（例えば第２の実施
の形態のデータ変調器２８、拡散多重変調器２９、パイロット信号挿入器３０、複素スク
ランブル変調器３１を用いたデータ送信）とを備え、前記選択手段が、決定された符号分
割多重の有無及びその多重数に応じて生成された制御情報により、前記第１の受信手段と
前記第２の受信手段のいずれか一方を選択し、前記方式情報共有手段が、選択された前記
第１、第２の 信手段のいずれか一方の 信手段に関わる信号のフレームフォーマットに
関する情報を、前記送信機と共有することを特徴とする。
【００３２】
以上の構成を備えた受信機は、品質測定手段により受信した信号の品質を測定すると共に
、多重数決定手段を用いて、受信した信号の品質に関する品質情報から、受信する信号に
対する符号分割多重の有無及びその多重数を決定する。そして、方式情報共有手段により
、決定された信号のフレームフォーマットに関する情報を送信機と共有すると共に、選択
手段が、決定された符号分割多重の有無及びその多重数に応じて生成された制御情報によ
り、第１の受信手段と第２の受信手段のいずれか一方を選択することで、要求される多様
な伝送条件に対してそれぞれが満足する通信品質を得られるように、送信機のとの間で、
信号を最適なフレームフォーマットにより送受信することができる。
【００３３】
　請求項９の発明に係る受信機は、

受信した信号の品質を測定する品質測定手
段（例えば実施の形態のＦＤＥ２４とＲａｋｅ受信機２５に内蔵される）と、信号の品質
に関する品質情報を、前記送信機と共有する品質情報共有手段（例えば第１の実施の形態
のデータ変調器２８、拡散多重変調器２９、パイロット信号挿入器３０、複素スクランブ
ル変調器３１を用いたデータ送信）と、フレームフォーマットに関する情報を、前記送信
機と共有する方式情報共有手段（例えば第１の実施の形態の拡散多重復調器２６、データ
復調器２７を用いたデータ受信）とを備え、前記選択手段が、前記送信機と共有したフレ
ームフォーマットに関する情報に基づいて、前記第１の受信手段と前記第２の受信手段の
いずれか一方を選択することを特徴とする。
【００３４】
以上の構成を備えた受信機は、品質測定手段により受信した信号の品質を測定すると共に
、品質情報共有手段を用いて、受信した信号の品質に関する品質情報を送信機と共有し、
送信機において、送信する信号に対する符号分割多重の有無及びその多重数を決定させる
。一方、方式情報共有手段により、決定された信号のフレームフォーマットに関する情報
を送信機と共有すると共に、選択手段が、取得したフレームフォーマットに関する情報に
基づいて、第１の受信手段と第２の受信手段のいずれか一方を選択することで、要求され
る多様な伝送条件に対してそれぞれが満足する通信品質を得られるように、送信機のとの
間で、信号を最適なフレームフォーマットにより送受信することができる。
【００３５】
　請求項１０の発明に係る受信機は、

受信した信号の品質を測定する品質測定
手段（例えば実施の形態のＦＤＥ２４とＲａｋｅ受信機２５に内蔵される）と、信号の品
質に関する品質情報から、受信する信号に対する符号分割多重の有無及びその多重数を決
定する多重数決定手段（例えば実施の形態の伝送方式決定回路３３）と、信号の品質に関
する品質情報を、前記送信機と共有する品質情報共有手段（例えば実施の形態のデータ変
調器２８、拡散多重変調器２９、パイロット信号挿入器３０、複素スクランブル変調器３
１を用いたデータ送信）とを備え、前記選択手段が、決定された符号分割多重の有無及び
その多重数に応じて生成された制御情報により、前記第１の受信手段と前記第２の受信手
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受 受

送信機から信号を受信する受信機であって、ＦＤＥ（
Frequency Domain Equalizer）を作動させて信号を受信する第１の受信手段と、信号のＲ
ａｋｅ受信を行う第２の受信手段と、信号受信時に、前記第１の受信手段と前記第２の受
信手段のいずれか一方を選択する選択手段と、

送信機から信号を受信する受信機であって、ＦＤＥ
（ Frequency Domain Equalizer）を作動させて信号を受信する第１の受信手段と、信号の
Ｒａｋｅ受信を行う第２の受信手段と、信号受信時に、前記第１の受信手段と前記第２の
受信手段のいずれか一方を選択する選択手段と、



段のいずれか一方を選択することを特徴とする。
【００３６】
以上の構成を備えた受信機は、品質測定手段により受信した信号の品質を測定すると共に
、多重数決定手段を用いて、受信した信号の品質に関する品質情報から、受信する信号に
対する符号分割多重の有無及びその多重数を決定することで、選択手段が、決定された符
号分割多重の有無及びその多重数に応じて生成された制御情報により、第１の受信手段と
第２の受信手段のいずれか一方を選択する。また、品質情報共有手段により、受信した信
号の品質に関する品質情報を送信機と共有することで、送信機において、送信する信号に
対する符号分割多重の有無及びその多重数を決定させる。これにより、要求される多様な
伝送条件に対してそれぞれが満足する通信品質を得られるように、送信機のとの間で、信
号を最適なフレームフォーマットにより送受信することができる。
【００３７】
請求項１１の発明に係る受信機は、請求項８から請求項１０のいずれかに記載の受信機に
おいて、前記品質測定手段が、前記第１のパイロット信号を用いて受信信号の遅延プロフ
ァイル推定する手段と、前記第２のパイロット信号を用いて受信信号の搬送波電力対干渉
電力比を推定する手段を含み、前記品質情報が、受信時に必要な受信信号の誤り率と、受
信信号から推定された遅延プロファイル及び搬送波電力対干渉電力比とを含むことを特徴
とする。
【００３８】
以上の構成を備えた受信機は、推定された受信信号の遅延プロファイルと、受信信号の搬
送波電力対干渉電力比とから、受信機において必要とされる受信信号の誤り率を満たしう
る最適なフレームフォーマットを決定し、送信機のとの間で、信号を最適なフレームフォ
ーマットにより送受信することができる。
【００３９】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
［第１の実施の形態］
図１及び図２は、本発明の第１の実施の形態の送信機及び受信機を、基地局と移動機との
間の下りリンクの通信に適用した場合のブロック図であって、図１は、本実施の形態の送
信機を備えた基地局の構成を、図２は、本実施の形態の受信機を備えた移動機の構成を示
すブロック図である。
【００４０】
まず、図１を用いて、本実施の形態の送信機を備えた基地局について説明する。
（基地局の送信機）
図１において、データ変調器（ Modulator ）１は、基地局から移動機へ送られる送信デー
タ（ Transmitted binary data ）や制御信号等を搬送波に重畳させるための変調器であっ
て、データ変調器１の出力信号は、拡散多重変調器（ Walsh multiplexer ）２へ入力され
る。拡散多重変調器２は、基地局から移動機へ送られる送信データの伝送レートに合わせ
て、Ｗａｌｓｈ符号による符号分割多重により信号を多重し、必要な伝送レートを確保す
る拡散変調器であって、必要のない時には符号分割多重を行わずに、入力された信号をそ
のまま拡散して出力することもできるし、入力された信号をそのまま拡散せずに出力する
こともできる。
【００４１】
また、拡散多重変調器２の出力信号は、送信選択スイッチ３により２方向に選択出力され
る。具体的には、送信選択スイッチ３の選択出力の一方は、ユニークワード挿入器（ UW i
nsertion）４へ入力される。ユニークワード挿入器４では、例えば図３（ａ）に示すよう
に、１フレーム（ Frame）あたり１０２４チップ（ Chip ）の信号からなるフレームにおい
て、送信データ（ Data）の前に、パイロット信号となる６４チップ（ Chip）のユニークワ
ード（ UW： Unique Word ）を挿入する。
【００４２】
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ここで、ユニークワードには、例えば、ＣＡＺＡＣ（ Constant Amplitude Zero Auto-Cor
relation）系列の信号が使用される。代表的なＣＡＺＡＣ系列の信号には、Ｃｈｕ系列や
Ｆｒａｎｋ－Ｚａｄｏｆｆ系列の信号があり、これらの信号は、周波数領域において振幅
スペクトルが一定であるという性質を持っている。
【００４３】
また、ユニークワード挿入器４の出力信号は、サイクリックプリフィックス挿入器（ CP i
nsertion）５へ入力される。ここで、サイクリックプリフィックス（ Cyclic Prefix ： CP
）は、信号の先頭に、該信号の末尾の部分を複写した信号のことであって、サイクリック
プリフィックスは、移動機（受信）側で、該信号のフーリエ変換を行う際に、伝送路の遅
延分散によって発生した遅延波により、連続しない信号がフーリエ変換されることを防止
するためにガードタイムを設けるために挿入される。
【００４４】
具体的には、サイクリックプリフィックス挿入器５では、例えば図３（ａ）に示すように
、送信データ（ Data）及びユニークワード（ UW）のそれぞれについて、送信データ及びユ
ニークワードのそれぞれの末尾の部分の信号を１６チップ（ Chip）ずつ複写する。
そして、ユニークワード挿入器４及びサイクリックプリフィックス挿入器５において、ユ
ニークワードとサイクリックプリフィックスが挿入された信号は、送信アンテナ６から移
動機へ送信される。
【００４５】
一方、送信選択スイッチ３の選択出力のもう一方は、パイロット信号挿入器（ Pilot inse
rtion ）７へ入力される。ここで挿入されるパイロット（ Pilot ）信号は、移動機（受信
）側でＲａｋｅ受信を行う際に、伝送路推定を推定するために送信信号に挿入される、送
受信機間で予め整合した既知の信号である。
具体的には、パイロット信号挿入器７では、例えば図３（ｂ）に示すように、１フレーム
（ Frame）あたり１０２４チップ（ Chip ）の信号からなるフレームにおいて、送信データ
（ Data）の前にデータが全て「１」のＢＰＳＫ（ Binary Phase Shift Keying ）が９６チ
ップ（ Chip）挿入される。また、パイロット信号挿入器７の出力信号は、複素スクランブ
ル変調器（ Complex scrambling）８に入力される。
【００４６】
また、複素スクランブル変調器８では、例えば、（  “ 3Gワイヤレス・テクノロジー・ワ
ークショップパート 2 TIA/EIA-95 CDMA、 cdma2000、 HDR，” http://cp.literature.agile
nt.com/litweb/pdf/5988-3484JA.pdf， pp. 29-34， Jan． 2001．）に示されているように
、複素数で表された送信データ部分に、予め決められた複素ＰＮ符号により、拡散率１の
拡散（スクランブル）が施される。
そして、パイロット信号挿入器７において、パイロット信号が挿入され、複素スクランブ
ル変調器８により複素スクランブリングされた信号は、送信アンテナ６から移動機へ送信
される。
【００４７】
なお、送信選択スイッチ３は、信号送信時に、送信データを、ユニークワード挿入器４及
びサイクリックプリフィックス挿入器５を介して送信するか、パイロット信号挿入器７及
び複素スクランブル変調器８を介してを介して送信するかのいずれかを選択する。送信選
択スイッチ３の動作は後述する。
【００４８】
（基地局の受信機）
また、移動機から送信された信号は、受信アンテナ９から受信され、Ｒａｋｅ受信機（ Ra
ke receiver ）１０に入力される。Ｒａｋｅ受信機１０は、受信した信号を、移動機（送
信）側で拡散された複素ＰＮ符号により逆拡散すると共に、伝送路の遅延分散により遅延
波として分散した信号パワーを、遅延波の受信タイミングを合わせ、最大比合成により合
成して抽出するダイバーシチ受信機である。なお、Ｒａｋｅ受信機１０の詳細については
後述する。
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【００４９】
また、Ｒａｋｅ受信機１０の出力信号は、拡散多重復調器（ Walsh demultiplexer ）１１
へ入力される。拡散多重復調器１１は、移動機（送信）側で施されたＷａｌｓｈ符号によ
る符号分割多重を分解して信号を取り出す逆拡散部（拡散復調器）であって、拡散多重復
調器１１の出力信号は、データ復調器（ Demodulator ）１２へ入力される。また、データ
復調器１２は、移動機から基地局へ送られる搬送波に重畳された送信データや制御信号を
抽出するための復調器であって、移動機から基地局へ送信された、例えばデータ（ Receiv
ed binary data）及び移動機側で測定した遅延プロファイル（ Delay profile ）やＣＩＲ
（ Carrier to Interference ratio ：搬送波電力対干渉電力比）、更には移動機（受信機
）において必要とされる受信信号の誤り率（ Requesting BER ）等が抽出される。
【００５０】
更に、伝送方式決定回路（ Decision circuit）１３は、移動機から基地局へ送られ、デー
タ復調器１２によって搬送波から抽出された遅延プロファイルやＣＩＲ、更には受信機に
おいて必要とされる受信信号の誤り率を用いて、送信する信号に対する符号分割多重の有
無及びその多重数（ Number of walsh multiplex ）を決定するマッピング回路を備えてお
り、決定された符号分割多重の有無及びその多重数に基づいて、送信選択スイッチ３の選
択方向、すなわち信号のフレームフォーマットを示す伝送方式に関する情報（ Rake or FD
E ）も決定する。
【００５１】
ここで、伝送方式決定回路１３における、送信する信号に対する符号分割多重の有無及び
その多重数、そして信号のフレームフォーマットを示す伝送方式に関する情報の決定方法
の一例について説明する。図１０に示す前述のシミュレーション結果から、Ｒａｋｅ受信
ではＷａｌｓｈ多重数ＭＷ を大きくすることにより、マルチパス干渉が大きくなるためＢ
ＥＲが劣化することが確認でき、Ｗａｌｓｈ多重数ＭＷ が８以上では、ＦＤＥを用いた受
信の方が特性が良く、一方Ｗａｌｓｈ多重数ＭＷ が４以下では、逆にＲａｋｅ受信の特性
の方が良いことがわかる。また、ＦＤＥを用いた受信の場合、Ｗａｌｓｈ多重数ＭＷ の大
小に拘わらず同じ特性が得られることがわかる。
【００５２】
従って、要求される伝送条件において高速な情報伝送を要求される場合、符号分割多重数
に換算して、ＦＤＥを用いた受信がＲａｋｅ受信よりも特性が上回る多重数となる場合は
、符号分割多重を行わずＦＤＥを用いて受信できるフレームフォーマットで送信を行えば
良く、送信選択スイッチ３の選択方向はユニークワード挿入器４側とする。一方、要求さ
れる伝送条件において低速でも高品位な情報伝送を要求される場合、適当な符号分割多重
（例えば、Ｗａｌｓｈ多重数ＭＷ が４以下）を行って、Ｒａｋｅ受信できるフレームフォ
ーマットで送信を行えば良く、送信選択スイッチ３の選択方向はパイロット信号挿入器７
側とする。
なお、ＦＤＥを用いて受信できるフレームフォーマットで送信を行う場合、複数のユーザ
の情報を同時に送信するような場合は、符号分割多重を用いて情報を多重しても良い。
【００５３】
次に、図２を用いて、本実施の形態の受信機を備えた移動機について説明する。
（移動機の受信機）
図２において、受信アンテナ２１から受信された信号は、受信選択スイッチ２２により２
方向に選択出力される。具体的には、受信選択スイッチ２２の選択出力の一方は、サイク
リックプリフィックス削除器（ CP removal）２３へ入力される。サイクリックプリフィッ
クス削除器２３では、受信信号から、図３（ａ）に示すフレームフォーマットにおいて、
ユニークワード（ UW）と送信データ（ Data）のサイクリックプリフィックス（ CP）に相当
する部分を削除する。
【００５４】
次に、サイクリックプリフィックス削除器２３の出力信号は、ＦＤＥ（ FDE ）２４へ入力
され、ＦＤＥ（ Frequency Domain Equalizer）を作動させた信号の受信が行われる。ＦＤ
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Ｅ２４は、伝送路の遅延分散により発生する信号の周波数特性の劣化に対し、周波数軸上
で信号の波形等化を行うイコライザであって、遅延プロファイル（ Delay profile ）を測
定することもできる。なお、ＦＤＥ２４の詳細については後述する。
【００５５】
一方、受信選択スイッチ２２の選択出力のもう一方は、Ｒａｋｅ受信機（ Rake receiver 
）２５に入力される。Ｒａｋｅ受信機２５は、基地局で用いられるＲａｋｅ受信機１０と
同様のダイバーシチ受信機であって、移動機側では、Ｒａｋｅ受信機２５において、基地
局（送信）側で拡散された複素ＰＮ符号により逆拡散し、最大比合成した信号を用いてＣ
ＩＲを算出する。なお、受信選択スイッチ２２の動作は後述する。また、Ｒａｋｅ受信機
２５の詳細についても後述する。
【００５６】
次に、ＦＤＥ２４もしくはＲａｋｅ受信機２５によって伝送路の遅延分散により発生する
信号の劣化を補償された信号は、拡散多重復調器（  Walsh demultiplexer）２６へ入力さ
れる。拡散多重復調器２６は、基地局で用いられる拡散多重復調器１１と同様に、基地局
（送信）側で施されたＷａｌｓｈ符号による符号分割多重を分解して信号を取り出す逆拡
散部（拡散復調器）であって、拡散多重復調器２６の出力信号は、データ復調器（ Demodu
lator ）２７へ入力される。
【００５７】
また、データ復調器２７は、データ復調器１２と同様に、基地局から移動機へ送られる搬
送波に重畳された送信データや制御信号を抽出するための復調器であって、基地局から移
動機へ送信された、例えばデータ（ Received binary data）及び基地局側で決定した、送
信する信号に対する符号分割多重の有無及びその多重数（ Number of walsh multiplex ）
及び決定された符号分割多重の有無及びその多重数に基づいて決定された信号のフレーム
フォーマットを示す伝送方式に関する情報（ Rake or FDE ）等が抽出される。
【００５８】
なお、データ復調器２７で復調された信号のフレームフォーマットを示す伝送方式に関す
る情報が、ＦＤＥ用いた受信を示している場合、受信選択スイッチ２２の選択方向はサイ
クリックプリフィックス削除器２３側とする。一方、Ｒａｋｅ受信を示している場合、受
信選択スイッチ２２の選択方向はＲａｋｅ受信機１０側とする。また、拡散多重復調器２
６は、データ復調器２７で復調された符号分割多重の有無及びその多重数に基づいて、符
号分割多重を分解して信号を取り出す。
【００５９】
（移動機の送信機）
一方、データ変調器（ Modulator ）２８は、基地局で用いられるデータ変調器（ Modulato
r ）１と同様に、移動機から基地局へ送られる送信データ（ Transmitted binary data ）
や、移動機側で測定した遅延プロファイル（ Delay profile ）及びＣＩＲ、更には移動機
（受信機）において必要とされる受信信号の誤り率（ Requesting BER ）等を搬送波に重
畳させるための変調器であって、データ変調器２８の出力信号は、拡散多重変調器（ Wals
h multiplexer ）２９へ入力される。
【００６０】
拡散多重変調器２９は、基地局で用いられる拡散多重変調器２と同様に、移動機から基地
局へ送られる送信データの伝送レートに合わせて、Ｗａｌｓｈ符号による符号分割多重に
より信号を多重し、必要な伝送レートを確保する拡散変調器である。また、拡散多重変調
器２９の出力信号は、パイロット信号挿入器（ Pilot insertion ）３０へ入力され、基地
局で用いられるパイロット信号挿入器７と同様に、基地局（受信）側でＲａｋｅ受信を行
う際に、伝送路推定を推定できるように送受信機間で予め整合した既知の信号であるパイ
ロット信号が挿入される。
【００６１】
また、パイロット信号挿入器３０の出力信号は、複素スクランブル変調器（ Complex scra
mbling）３１に入力され、基地局で用いる複素スクランブル変調器８と同様に、複素数で
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表された送信データ部分に、予め決められた複素ＰＮ符号により、拡散率１の拡散（スク
ランブル）が施される。そして、パイロット信号挿入器３０において、パイロット信号が
挿入され、複素スクランブル変調器３１により複素スクランブリングされた信号は、送信
アンテナ３２から基地局へ送信される。
【００６２】
（Ｒａｋｅ受信機）
次に、上述の基地局及び移動機において用いられるＲａｋｅ受信機１０及びＲａｋｅ受信
機２５の詳細について、図面を参照して説明する。なお、Ｒａｋｅ受信機１０及びＲａｋ
ｅ受信機２５は同一の構成を備えており、図４にその構成を示す。また、図４は、一例と
して先行波（主波）と遅延波の２波からなるマルチパス信号を受信する場合のＲａｋｅ受
信機を示す。
【００６３】
なお、図４における各記号については、表２にその内容を示す。
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６４】
図４において、まず受信波（ Received wave ）に、主波となる先行波（ Preceding wave）
と遅延波（ Delayed wave）の２波の信号が含まれる場合、先行波は、先行波と遅延波の時
間差である遅延時間（ delay time）τｓ だけ遅延され、レイクフィンガＡ（ Rake finger 
A ）１０１へ入力される。一方、遅延波は、遅延を行わずにレイクフィンガＢ（ Rake fin
ger B）１０２へ入力される。
レイクフィンガは、外符号の逆拡散器を備えると共に、受信したデータ信号にパイロット
信号部分により測定したチャネル推定値を用いた位相制御と重み付けを行う回路であって
、レイクフィンガＡ１０１とレイクフィンガＢ１０２は、同一の構成を持つ回路である。
【００６５】
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代表してレイクフィンガＢ１０２について説明すると、レイクフィンガＢ１０２に入力さ
れた遅延波を構成する遅延波の受信パイロットチップ（ Received pilot chip of delayed
 wave ）ｐｒ ２ と遅延波の受信データチップ（ Received data chip of delayed wave）ｄ

ｒ ２ は、逆拡散器１０３において、送信側で信号を拡散する時に用いられた拡散コード（
Spreading code）ｃの複素共役信号ｃ＊ により逆拡散が行われ、受信パイロットチップｐ

ｒ ２ は重み係数計算器１０４に入力される。なお、本実施の形態では、拡散コードｃは、
送信側の複素スクランブル変調器８、または複素スクランブル変調器３１で用いられた複
素ＰＮ符号である。
【００６６】
重み係数計算器１０４では、パイロットチップ数（ Number of pilot chips ）Ｎｐ を用い
た下記（２）式で示される計算が行われ、複素数で表された受信パイロットチップｐｒ ２

の逆拡散後データ（ De-spread Pr 2）ｐｒ ２ ’の平均値が、遅延波のチャネル推定値（ Est
imated channel of delayed wave ）「ａ２ のハット」として求められる。そして、係数
乗算器１０５において、チャネル推定値の複素共役数「ａ２

＊ のハット」が受信データｄ

ｒ ２ の逆拡散後データ（ De-spread dr 2  ）ｄｒ ２ ’に乗算され、重み付けされたデータ「
ｄｒ ２ のハット」（ Weighted dr 2）が求められる。
【００６７】
【数２】
　
　
　
　
　
　
　
【００６８】
また、同様に、レイクフィンガＡ１０１では、先行波の受信パイロットチップ（ Received
 pilot chip of preceding wave ）ｐｒ １ と先行波の受信データチップ（ Received data 
chip of preceding wave）ｄｒ １ とから、重み付けされたデータｄｒ １ （ Weighted dr1）
「ｄｒ １ のハット」が求められ、「ｄｒ １ のハット」と「ｄｒ ２ のハット」とが、加算器
１０６において合成されることで、最大合成後のデータチップ（ Maximal ratio combined
 data chip）「ｄｒ のハット」が求められ、Ｒａｋｅ受信機から出力される。
【００６９】
（ＦＤＥ）
次に、上述の移動機において用いられるＦＤＥ２４の詳細について、図面を参照して説明
する。図５は、上述の移動機に備えられたＦＤＥの構成を示すブロック図であって、一例
として周波数等化法にＭＭＳＥＣ周波数等化を用いた場合を示す。なお、ＦＤＥでは、フ
ーリエ変換後のユニークワードの振幅スペクトルが全周波数にわたって一定である特性を
利用した伝送路推定が行われる。
【００７０】
まず最初に、ＦＤＥの原理から説明すると、フーリエ変換後の送信ユニークワードシンボ
ルをＵｔ 、受信ユニークワードシンボルをＵｒ 、ユニークワードの長さをＮＵ とすると、
下記（３）式より周波数領域での伝送路推定値をＨｅ ｓ ｔ が算出される。
【数３】
　
　
　
　
　
　

10

20

30

40

50

(15) JP 3816450 B2 2006.8.30



但し、（３）式において、Ｕｔ
＊ はＵｔ の複素共役信号を表す。

次に、得られた伝送路推定値Ｈｅ ｓ ｔ は、雑音が付加された伝送路推定値であるので、雑
音の影響を取り除く必要がある。
【００７１】
以下に、等平均強度２パスレイリー環境下で、遅延時間τｓ が２チップ、ユニークワード
の長さが６４チップ、サイクリックプリフィックスが１６チップの場合を例として雑音除
去処理の過程を、図面を参照して詳細に述べる。図６は、雑音除去処理の過程を示す図で
あって、図６（ａ）には、横軸を周波数（ Frequency ）、縦軸を振幅スペクトラム（ Ampl
itude Spectrum）として、伝送路推定値Ｈｅ ｓ ｔ と雑音除去後の伝送路推定値Ｈｅ ｓ ｔ ’
を示す。一方、図６（ｂ）には、横軸に時間（ Time）、縦軸に振幅（ Amplitude ）として
、伝送路推定値Ｈｅ ｓ ｔ を逆フーリエ変換したｈｅ ｓ ｔ と、雑音除去後の伝送路推定値Ｈ

ｅ ｓ ｔ ’を逆フーリエ変換したｈｅ ｓ ｔ ’、及び雑音除去に利用するフィルタの係数（ Fi
lter Coefficient）を示す。
【００７２】
まず、図６（ａ）に示すように、伝送路推定値Ｈｅ ｓ ｔ には、多くの雑音成分が含まれて
いることがわかる。伝送路推定値Ｈｅ ｓ ｔ を逆フーリエ変換して得られるｈｅ ｓ ｔ は、推
定した受信信号の遅延プロファイルを示しており、図６（ｂ）に示すように、等平均強度
２パスレイリー環境下の遅延プロファイルｈｅ ｓ ｔ は、主波となる先行波の成分（ Compon
ent of preceding wave）と遅延波の成分（ Component of delayed wave）とを含むと共に
、雑音成分が時間領域に広がっていることがわかる。
【００７３】
これに対して、一般にサイクリックプリフィックスの長さ（ Size of CP）は伝送路の最大
遅延時間より大きく設定されるので、サイクリックプリフィックスより大きい時間領域で
の成分はすべて雑音成分であるとみなすことができる。従って、時間軸上の処理により、
サイクリックプリフィックス内の成分のみ取り出すフィルタｈＦ ｉ ｌ ｔ ｅ ｒ を遅延プロフ
ァイルｈｅ ｓ ｔ に乗じることにより、伝送路推定値Ｈｅ ｓ ｔ の雑音成分を除去することが
できる。具体的には、雑音除去後の伝送路推定値Ｈｅ ｓ ｔ ’は、下記（４）式により求め
られる。
【数４】
　
　
　
　
但し、（４）式において、Ｆ｛α｝はαのフーリエ変換を行うことを示す。
【００７４】
図６に示すように、図６（ｂ）に示すフィルタｈＦ ｉ ｌ ｔ ｅ ｒ によるフィルタリングを行
った後の信号ｈｅ ｓ ｔ ｈＦ ｉ ｌ ｔ ｅ ｒ をフーリエ変換して得られる、図６（ａ）に示す雑
音除去後の伝送路推定値Ｈｅ ｓ ｔ ’は、処理前の伝送路推定値Ｈｅ ｓ ｔ に比べて雑音の影
響が軽減されていることがわかる。
【００７５】
次に、伝送路推定値Ｈｅ ｓ ｔ ’を用いてデータ部分の波形等化を行う場合、データ部分が
ユニークワード部分より大きい時には、データ部分のデータ数と伝送路推定値のデータ数
とを合わせるため、伝送路推定値Ｈｅ ｓ ｔ ’の補間が必要となる。図７に、伝送路推定値
Ｈｅ ｓ ｔ ’の補間処理について示す。なお、図７は、簡単のためにユニークワード及びデ
ータの長さが、それぞれ６４及び１２８チップの場合を例として示す。
【００７６】
まず、図７（ａ）に示すように、上述の雑音除去処理において、雑音が除去された長さ６
４チップの遅延プロファイルｈｅ ｓ ｔ ’が得られたとすると、次に、遅延プロファイルｈ

ｅ ｓ ｔ ’の６４チップから１２８チップまでの領域には、１２８チップのデータに対応す
るデータが存在しないため、図７（ｂ）に示すように、遅延プロファイルｈｅ ｓ ｔ ’の補
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間領域（６４チップから１２８チップまで）を、データ「０」でパディング（ Padding wi
th zeros）することにより補間して信号ｈｅ ｓ ｔ ”を求める。
【００７７】
そして、図７（ｃ）に示すように、得られたｈｅ ｓ ｔ ”をフーリエ変換（ FFT ）すること
で、補間後の伝送路推定値Ｈｅ ｓ ｔ ”を得る。なお、図７（ａ）及び図７（ｂ）は、横軸
を時間（ Time）、縦軸を振幅（ Amplitude ）とし、図７（ｃ）は、横軸を周波数（ Freque
ncy ）、縦軸を振幅スペクトラム（ Amplitude Spectrum）とする。
【００７８】
次に、求められた伝送路推定値Ｈｅ ｓ ｔ ”を用いてＭＭＳＥＣ周波数等化を行う。ＭＭＳ
ＥＣ周波数等化では、まず伝送路推定値Ｈｅ ｓ ｔ ”の雑音電力密度を求める必要がある。
ここで、フーリエ変換後の送信ユニークワードチップをＵｔ （ｆ）、受信ユニークワード
チップをＵｒ （ｆ）、ユニークワードの長さをＮＵ 、周波数領域での伝送路推定値をＨｅ

ｓ ｔ （ｆ）”とすると、周波数領域での雑音電力密度Σ２ は下記（５）式により求められ
る。
【数５】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但し、（５）式において、ｆは周波数とし、０≦ｆ＜ＮＵ とする。
【００７９】
また、伝送路推定値Ｈｅ ｓ ｔ ”は、サイクリックプリフィックスより大きい時間領域の雑
音成分のみ除去した伝送路推定値であるので、推定された雑音電力密度は、サイクリック
プリフィックス内の雑音成分だけ小さくなっている。従って、補正後の雑音電力密度（Σ
’）２ は、サイクリックプリフィックスの長さをＮＣ Ｐ とすると、下記（６）式により求
められる。
【数６】
　
　
　
　
　
　
【００８０】
従って、伝送路が補償された受信データチップＤｒ ’は、受信されたフーリエ変換後のデ
ータチップＤｒ を用いて、下記（７）式により求められる。
【数７】
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但し、（７）式において、（Ｈｅ ｓ ｔ ”）＊ は、（Ｈｅ ｓ ｔ ”）の複素共役信号を表す。
そして、最後に伝送路が補償された受信データチップＤｒ ’を逆フーリエ変換することに
より、周波数等化された受信データチップを得ることができる。
【００８１】
以上がＦＤＥの原理であって、具体的には、図５において、受信信号がＦＤＥに入力され
ると、まず受信信号のユニークワード部分は、フーリエ変換処理部（ FFT ）２０１におい
てフーリエ変換された後、演算器２０２において、上述の（３）式に示された複素共役信
号Ｕｔ

＊ との演算が行われ、伝送路推定値Ｈｅ ｓ ｔ が算出される。次に、演算器２０２が
出力する伝送路推定値Ｈｅ ｓ ｔ は、逆フーリエ変換処理部（ Inverse FFT ）２０３により
逆フーリエ変換されて、遅延プロファイル（ Delay profile ）ｈｅ ｓ ｔ が算出される。な
お、算出された遅延プロファイルｈｅ ｓ ｔ は、受信信号の品質を示す情報として利用され
る。
【００８２】
一方、遅延プロファイルｈｅ ｓ ｔ は、ＣＰフィルタ２０４に入力され、上述の（４）式に
基づく時間軸上の処理により、サイクリックプリフィックス内の成分のみ取り出すフィル
タｈＦ ｉ ｌ ｔ ｅ ｒ によるフィルタリングが行われ、雑音が除去された遅延プロファイルｈ

ｅ ｓ ｔ ’を得ると共に、これを補間器（ Zero padding）２０５へ入力し、上述のように遅
延プロファイルｈｅ ｓ ｔ ’の補間領域を、データ「０」でパディングすることにより補間
して信号ｈｅ ｓ ｔ ”を求める。そして、フーリエ変換処理部（ FFT ）２０６により、得ら
れたｈｅ ｓ ｔ ”をフーリエ変換することで、補間後の伝送路推定値Ｈｅ ｓ ｔ ”を得る。
【００８３】
また、補間後の伝送路推定値Ｈｅ ｓ ｔ ”は、雑音電力密度算出器（ Noize power density 
computation）２０７とＭＭＳＥＣ等価器（ MMSEC　 Equalization）２０８へ入力される。
雑音電力密度算出器２０７では、ＭＭＳＥＣ周波数等化を行うために、上述の（５）式、
及び（６）式に基づいて、伝送路推定値Ｈｅ ｓ ｔ ”の雑音電力密度が算出され、求められ
た雑音電力密度は、ＭＭＳＥＣ等価器２０８へ入力される。
【００８４】
また、ＭＭＳＥＣ等価器２０８では、フーリエ変換処理部（ FFT ）２０９によりフーリエ
変換された受信信号のデータ部分から、上述の（７）式に基づいて、入力された補間後の
伝送路推定値Ｈｅ ｓ ｔ ”と伝送路推定値Ｈｅ ｓ ｔ ”の雑音電力密度とにより伝送路が補償
された受信データチップＤｒ ’が計算される。そして、ＭＭＳＥＣ等価器２０８が出力す
る伝送路が補償された受信データチップＤｒ ’は、逆フーリエ変換処理部（ Inverse FFT 
）２１０による逆フーリエ変換により、周波数等化された受信データチップとしてＦＤＥ
から出力される。
【００８５】
（本実施の形態の送信機及び受信機の動作）
次に、図１及び図２を参照して、本実施の形態の送信機を備えた基地局、及び本実施の形
態の受信機を備えた移動機の動作について説明する。
まず、基地局のデータ変調器１では、伝送方式決定回路１３で決定された、次の送信に用
いられる信号のフレームフォーマットを示す伝送方式に関する情報（ Rake or FDE ）と、
Ｗａｌｓｈ符号による符号分割多重の有無及びその多重数（ Number of walsh multiplex 
）とを、送信データと共に変調し送信信号を生成する。
【００８６】
なお、以下の説明では、「信号のフレームフォーマットを示す伝送方式に関する情報」と
「Ｗａｌｓｈ符号による符号分割多重の有無及びその多重数」とをまとめて「送信情報」
とする。また、次の送信に用いる「送信情報」を、「次の送信情報」、現在の送信に用い
る「送信情報」を「現在の送信情報」とする。
【００８７】
また、拡散多重変調器２は、「現在の送信情報」の「Ｗａｌｓｈ符号による符号分割多重
の有無及びその多重数」に基づいて、データ変調器１の出力信号に符号分割多重を行う。
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また、送信選択スイッチ３は、「現在の送信情報」の「信号のフレームフォーマットを示
す伝送方式に関する情報」に基づいてスイッチを切り換え、ユニークワード挿入器４また
はパイロット信号挿入器７のいずれかへ拡散多重変調器２が出力する送信信号を入力する
。
【００８８】
これにより、基地局は「現在の送信情報」に基づいてＷａｌｓｈ符号により符号分割多重
され、Ｒａｋｅ受信用フレームフォーマットまたはＦＤＥ受信用フレームフォーマットの
いずれかによって構成されたフレームを送信アンテナ６から移動機へ送信する。また、送
信後「現在の送信情報」を、「次の送信情報」により更新する。
【００８９】
一方、移動機の受信選択スイッチ２２では、基地局から指示された「現在の送信情報」の
「信号のフレームフォーマットを示す伝送方式に関する情報」に基づいてスイッチを切り
換え、サイクリックプリフィックス削除器２３またはＲａｋｅ受信機２５のいずれかへ、
受信アンテナ２１からの受信信号を入力し、ＦＤＥ受信かＲａｋｅ受信のどちらか一方を
実行する。
【００９０】
そして、拡散多重復調器２６において、「現在の送信情報」の「Ｗａｌｓｈ符号による符
号分割多重の有無及びその多重数」に基づいて、Ｗａｌｓｈ符号により符号分割多重され
たデータを分解し、データ復調器２７において、データと共に基地局から送信された「次
の送信情報」を復調する。また、復調後は「現在の送信情報」を、「次の送信情報」によ
り更新する。
【００９１】
また、移動機のデータ変調器２８は、ＦＤＥ２４において測定された遅延プロファイル、
及びＲａｋｅ受信機２５において測定されたＣＩＲ、更には移動機の受信機において必要
とされる受信信号の誤り率（例えば、希望のＢＥＲ）を、送信データと共に変調し、拡散
多重変調器２９、パイロット信号挿入器３０、複素スクランブル変調器３１を介して、送
信アンテナ３２から基地局へ送信する。
【００９２】
なお、以下の説明では、測定した遅延プロファイルとＣＩＲをまとめて「受信品質」とす
る。また、「受信品質」と移動機の受信機において必要とされる受信信号の誤り率（希望
のＢＥＲ）とをまとめて「品質情報」とする。
【００９３】
また、本実施の形態の送信機及び受信機を備えた基地局及び移動機では、基地局と移動機
との間の通信は同期している必要があり、基地局から移動機への下り方向のリンクでの通
信は、移動機毎に時分割多重されて行われるものとする。従って、Ｒａｋｅ受信用フレー
ムフォーマット、及びＦＤＥ受信用フレームフォーマットの、いずれのフレームフォーマ
ットを用いて通信を行っていても、基地局と他の移動機との間の通信で使用しているパイ
ロット信号（含む：ユニークワード）から、遅延プロファイルもしくはＣＩＲを推定する
ことができる。
【００９４】
基地局では、受信アンテナ９から受信した信号を、Ｒａｋｅ受信機１０、拡散多重復調器
１１を介して受信すると共に、データ復調器１２において移動機から送信された「品質情
報」を、データと共に復調する。そして、伝送方式決定回路１３のマッピング回路におい
て、「品質情報」含まれる３つの情報、すなわち、移動機で測定された遅延プロファイル
とＣＩＲ、及び移動機の受信機において必要とされる受信信号の誤り率（希望のＢＥＲ）
とから、最適な「送信情報」を決定し、「次の送信情報」を伝送方式決定回路１３により
決定した「送信情報」により更新する。
【００９５】
以上説明したように、本実施の形態の送信機及び受信機によると、受信機側では、ＦＤＥ
２４やＲａｋｅ受信機２５において受信信号から測定した遅延プロファイルやＣＩＲを含
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む受信品質を、受信機において必要とされる受信信号の誤り率（希望のＢＥＲ）と共に品
質情報として送信機側へ通知する。
【００９６】
送信機側では、通知された品質情報に含まれる遅延プロファイルやＣＩＲを含む受信品質
に基づいて、受信機側で必要とされる受信信号の誤り率が得られるように、伝送方式決定
回路１３において符号分割多重数や伝送方式（フレームフォーマット）を決定し、ＦＤＥ
受信用のフレームフォーマットを生成するユニークワード挿入器４及びサイクリックプリ
フィックス挿入器５、あるいはＲａｋｅ受信用のフレームフォーマットを生成するパイロ
ット信号挿入器７及び複素スクランブル変調器８のいずれかを、送信選択スイッチ３によ
り選択してデータを送信する。
【００９７】
従って、高スループットが要求されるデータの送受信においては、符号分割多重数に換算
して、ＦＤＥを用いた受信がＲａｋｅ受信よりも特性が上回る多重数となる場合、符号分
割多重を行わずＦＤＥを用いて受信することで、Ｒａｋｅ受信を用いた場合より受信品質
を向上させ、低速でも高品位な情報伝送を要求されるデータの送受信においては、適当に
符号分割多重（例えば、Ｗａｌｓｈ多重数ＭＷ が４以下）された信号をＲａｋｅ受信する
ことで、ＦＤＥを用いて受信する場合より受信品質を向上させることができ、要求される
多様な伝送条件に対応すると共に、各種の通信環境において満足する通信品質を得ること
ができる通信システムを構築することができるという効果が得られる。
【００９８】
また、特に本実施の形態では、受信機側で必要とされる受信信号の誤り率が得られる符号
分割多重数や伝送方式を、受信機側に負担をかけずに送信機側で決定することで、例えば
本実施の形態の受信機を備えた移動機側の受信機を簡略化し、移動機を小型化することが
できるという効果も得られる。
【００９９】
［第２の実施の形態］
次に、本発明の第２の実施の形態の送信機及び受信機について説明する。
図８及び図９は、本発明の第２の実施の形態の送信機及び受信機を、基地局と移動機との
間の下りリンクの通信に適用した場合のブロック図であって、図８は、本実施の形態の送
信機を備えた基地局の構成を、図９は、本実施の形態の受信機を備えた移動機の構成を示
すブロック図である。
【０１００】
本実施の形態の送信機及び受信機が、第１の実施の形態で説明した送信機及び受信機と異
なる部分は、受信機側で受信信号から測定した遅延プロファイルやＣＩＲを含む受信品質
、及び受信機において必要とされる受信信号の誤り率（希望のＢＥＲ）を用いて、マッピ
ング回路で送信機が送信する信号に対する符号分割多重の有無及びその多重数を決定する
と共に、決定された符号分割多重の有無及びその多重数に基づいて、信号のフレームフォ
ーマットを示す伝送方式に関する情報を決定する伝送方式決定回路が、第１の実施の形態
では送信機側に備えられていたのに対し、第２の実施の形態では受信機側に備えられてい
ることである。
【０１０１】
従って、ここでは第１の実施の形態の送信機及び受信機と、第２の実施の形態の送信機及
び受信機との違いについてのみ説明する。また、図８及び図９において、図１及び図２に
示す第１の実施の形態の送信機及び受信機を構成する構成要素と同じ符号を付与した構成
要素は、第１の実施の形態の送信機及び受信機を構成する構成要素と同じ動作をする構成
要素であるので、ここでは説明を省略する。
【０１０２】
本実施の形態の送信機について説明すると、本実施の形態の送信機を備えた基地局は、第
１の実施の形態の送信機を備えた基地局に設けられていた伝送方式決定回路１３が削除さ
れている。従って、拡散多重変調器２における、送信する信号に対する符号分割多重の有
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無及びその多重数（ Number of walsh multiplex ）、及び送信選択スイッチ３における切
り換え方向、すなわち信号のフレームフォーマットを示す伝送方式に関する情報（ Rake o
r FDE ）は、受信機側から送信してもらい、受信アンテナ９を介してＲａｋｅ受信機１０
、拡散多重復調器１１により受信すると共に、データ復調器１２において復調された情報
に基づいて、拡散多重変調器２及び送信選択スイッチ３を制御する。
【０１０３】
また、本実施の形態の受信機について説明すると、本実施の形態の受信機を備えた移動機
は、第１の実施の形態の送信機を備えた基地局に設けられていた伝送方式決定回路１３が
、伝送方式決定回路（ Decision circuit）３３として設けられている。従って、伝送方式
決定回路３３は、マッピング回路で、ＦＤＥ２４において測定された受信信号の遅延プロ
ファイルや、Ｒａｋｅ受信機２５において測定された受信信号のＣＩＲ、更には受信機に
おいて必要とされる受信信号の誤り率を用いて、送信する信号に対する符号分割多重の有
無及びその多重数（ Number of walsh multiplex ）を決定すると共に、決定された符号分
割多重の有無及びその多重数に基づいて、受信選択スイッチ２２の選択方向、すなわち信
号のフレームフォーマットを示す伝送方式に関する情報（ Rake or FDE ）も決定する。
【０１０４】
また、伝送方式決定回路３３において決定された信号のフレームフォーマットを示す伝送
方式に関する情報が、ＦＤＥ用いた受信を示している場合、受信選択スイッチ２２の選択
方向はサイクリックプリフィックス削除器２３側とする。一方、Ｒａｋｅ受信を示してい
る場合、受信選択スイッチ２２の選択方向はＲａｋｅ受信機１０側とする。また、拡散多
重復調器２６は、伝送方式決定回路３３において決定された符号分割多重の有無及びその
多重数に基づいて、符号分割多重を分解して信号を取り出す。
【０１０５】
一方、伝送方式決定回路３３において決定された符号分割多重の有無及びその多重数と、
信号のフレームフォーマットを示す伝送方式に関する情報は、データ変調器２８において
、移動機から基地局へ送られる送信データ（ Transmitted binary data ）と共に搬送波に
重畳された後、拡散多重変調器２９、パイロット信号挿入器３０、複素スクランブル変調
器３１を介して、送信アンテナ３２から基地局へ送信される。
【０１０６】
なお、伝送方式決定回路３３における、送信する信号に対する符号分割多重の有無及びそ
の多重数、及び信号のフレームフォーマットを示す伝送方式に関する情報の決定方法は、
伝送方式決定回路１３と同一であるので説明は省略する。
【０１０７】
（本実施の形態の送信機及び受信機の動作）
次に、図８及び図９を参照して、本実施の形態の送信機を備えた基地局、及び本実施の形
態の受信機を備えた移動機の動作について説明する。
第１の実施の形態と同様に、以下の説明では、「信号のフレームフォーマットを示す伝送
方式に関する情報」と「Ｗａｌｓｈ符号による符号分割多重の有無及びその多重数」とを
まとめて「送信情報」とする。また、次の送信に用いる「送信情報」を、「次の送信情報
」、現在の送信に用いる「送信情報」を「現在の送信情報」とする。
【０１０８】
まず、基地局のデータ変調器１が送信データを変調し、送信信号を生成すると共に、拡散
多重変調器２が、「現在の送信情報」の「Ｗａｌｓｈ符号による符号分割多重の有無及び
その多重数」に基づいて、データ変調器１の出力信号に符号分割多重を行う。また、送信
選択スイッチ３は、「現在の送信情報」の「信号のフレームフォーマットを示す伝送方式
に関する情報」に基づいてスイッチを切り換え、ユニークワード挿入器４またはパイロッ
ト信号挿入器７のいずれかへ拡散多重変調器２が出力する送信信号を入力する。
【０１０９】
これにより、基地局は「現在の送信情報」に基づいてＷａｌｓｈ符号により符号分割多重
され、Ｒａｋｅ受信用フレームフォーマットまたはＦＤＥ受信用フレームフォーマットの

10

20

30

40

50

(21) JP 3816450 B2 2006.8.30



いずれかによって構成されたフレームを送信アンテナ６から移動機へ送信する。
【０１１０】
一方、移動機の受信選択スイッチ２２では、「現在の送信情報」の「信号のフレームフォ
ーマットを示す伝送方式に関する情報」に基づいてスイッチを切り換え、サイクリックプ
リフィックス削除器２３またはＲａｋｅ受信機２５のいずれかへ、受信アンテナ２１から
の受信信号を入力し、ＦＤＥ受信かＲａｋｅ受信のどちらか一方を実行する。
【０１１１】
そして、拡散多重復調器２６において、「現在の送信情報」の「Ｗａｌｓｈ符号による符
号分割多重の有無及びその多重数」に基づいて、Ｗａｌｓｈ符号により符号分割多重され
たデータを分解し、データ復調器２７において、基地局から送信されたデータを復調する
。また、ＦＤＥ２４において遅延プロファイルを、Ｒａｋｅ受信機２５においてＣＩＲを
測定する。なお、以下の説明でも、第１の実施の形態と同様に、測定した遅延プロファイ
ルとＣＩＲをまとめて「受信品質」とする。また、「受信品質」と移動機の受信機におい
て必要とされる受信信号の誤り率（希望のＢＥＲ）とをまとめて「品質情報」とする。
【０１１２】
一方、伝送方式決定回路３３では、マッピング回路において、「品質情報」含まれる３つ
の情報、すなわち、移動機で測定された遅延プロファイルとＣＩＲ、及び移動機の受信機
において必要とされる受信信号の誤り率（希望のＢＥＲ）とから、最適な「次の送信情報
」を決定し、「現在の送信情報」を伝送方式決定回路３３により決定した「次の送信情報
」により更新する。
【０１１３】
なお、本実施の形態の送信機及び受信機を備えた基地局及び移動機でも、第１の実施の形
態と同様に、Ｒａｋｅ受信用フレームフォーマット、及びＦＤＥ受信用フレームフォーマ
ットの、いずれのフレームフォーマットを用いて通信を行っていても、時分割多重された
基地局と他の移動機との間の通信で使用しているパイロット信号（含む：ユニークワード
）から、遅延プロファイルもしくはＣＩＲを推定することができる。
【０１１４】
また、移動機のデータ変調器２８は、伝送方式決定回路３３により決定した「次の送信情
報」を、送信データと共に変調し、拡散多重変調器２９、パイロット信号挿入器３０、複
素スクランブル変調器３１を介して、送信アンテナ３２から基地局へ送信する。
一方、基地局では、受信アンテナ９から受信した信号を、Ｒａｋｅ受信機１０、拡散多重
復調器１１を介して受信すると共に、データ復調器１２において移動機から送信された「
次の送信情報」を、データと共に復調する。そして、「現在の送信情報」を復調された「
次の送信情報」により更新する。
【０１１５】
以上説明したように、本実施の形態の送信機及び受信機によると、受信機側では、ＦＤＥ
２４やＲａｋｅ受信機２５において受信信号から測定した遅延プロファイルやＣＩＲを含
む受信品質と、受信機において必要とされる受信信号の誤り率（希望のＢＥＲ）とを含む
品質情報から、受信機側で必要とされる受信信号の誤り率が得られるように、伝送方式決
定回路３３において符号分割多重数や伝送方式（フレームフォーマット）を決定し、送信
機側へ通知する。
【０１１６】
送信機側では、通知された符号分割多重数や伝送方式（フレームフォーマット）に基づい
て、ＦＤＥ受信用のフレームフォーマットを生成するユニークワード挿入器４及びサイク
リックプリフィックス挿入器５、あるいはＲａｋｅ受信用のフレームフォーマットを生成
するパイロット信号挿入器７及び複素スクランブル変調器８のいずれかを、送信選択スイ
ッチ３により選択してデータを送信する。
【０１１７】
従って、第１の実施の形態と同様に、高スループットが要求されるデータの送受信におい
ては、符号分割多重を行わずＦＤＥを用いて受信することで、Ｒａｋｅ受信を用いた場合
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より受信品質を向上させ、低速でも高品位な情報伝送を要求されるデータの送受信におい
てはＲａｋｅ受信を行うことで、ＦＤＥを用いて受信する場合より受信品質を向上させる
ことができ、要求される多様な伝送条件に対応すると共に、各種の通信環境において満足
する通信品質を得ることができる通信システムを構築することができるという効果が得ら
れる。
【０１１８】
また、特に本実施の形態では、受信機側で必要とされる受信信号の誤り率が得られる符号
分割多重数や伝送方式を、受信機側で決定することで、品質情報を受信機側から送信機側
へ通知する手順を省き、より速く送受信機の間で決定された符号分割多重数や伝送方式を
共有することができ、通信環境に合わせて短時間でこれらを切り換えることができるとい
う効果も得られる。
【０１１９】
なお、上述の第１、第２の実施の形態では、本発明を基地局と移動機との間の下りリンク
の通信に適用した場合について説明したが、この時移動機から基地局へ情報を伝送する上
りリンクの通信については、Ｒａｋｅ受信の代わりにＦＤＥを用いても良いし、本発明を
適用しても良い。また、確実に移動機から基地局へ情報を伝送できる通信方式あれば、ど
のような通信方式を用いても良い。
【０１２０】
また、上述の第１、第２の実施の形態では、受信信号から測定した遅延プロファイルやＣ
ＩＲを含む受信品質と、受信機において必要とされる受信信号の誤り率（希望のＢＥＲ）
とを含む品質情報から決定した符号分割多重数や伝送方式（フレームフォーマット）を、
送信機から受信機、あるいは受信機から送信機へ通知する例を説明したが、品質情報をお
互いが共有できれば、送信機と受信機のそれぞれに同じ伝送方式決定回路を設け、それぞ
れが品質情報から符号分割多重数や伝送方式（フレームフォーマット）を決定するように
しても良い。
【０１２１】
これにより、決定された符号分割多重数や伝送方式（フレームフォーマット）を受信機側
から送信機側へ通知する手順を省き、より速く送受信機の間で決定された符号分割多重数
や伝送方式を共有することができ、通信環境に合わせて短時間でこれらを切り換えること
ができるという効果も得られる。
【０１２２】
【発明の効果】
以上の如く、本発明によれば、送信機では、ＦＤＥ受信用のフレームフォーマットを用い
て信号を送信する第１の送信手段と、Ｒａｋｅ受信用のフレームフォーマットを用いて信
号を送信する第２の送信手段とのいずれかを用いて、要求される多様な伝送条件に対して
受信側で満足する通信品質を得られるように、信号を最適なフレームフォーマットにより
送信すると共に、受信機では、送信機が送信するフレームフォーマットに合わせて、ＦＤ
ＥあるいはＲａｋｅ受信機により、送信された信号を確実に受信することができる。
【０１２３】
従って、要求される伝送条件に基づいて、高スループットを実現することが可能なＦＤＥ
を用いて通信する方式と、低速でも高品位な情報伝送が可能なＲａｋｅ受信を用いて通信
する方式とを切り換えて情報伝送を行うことで、要求される多様な伝送条件に対応すると
共に、各種の通信環境において満足する通信品質を得ることができる通信システムを構築
することができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の実施の形態の送信機を備えた基地局の構成を示すブロック図で
ある。
【図２】　本発明の第１の実施の形態の受信機を備えた移動機の構成を示すブロック図で
ある。
【図３】　ＦＤＥを用いる場合のフレームフォーマットと、Ｒａｋｅ受信を行う場合のフ
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レームフォーマットを示す図である。
【図４】　基地局及び移動機で用いられるＲａｋｅ受信機の構成を示すブロック図である
。
【図５】　移動機で用いられるＦＤＥの構成を示すブロック図である。
【図６】　ＦＤＥによる雑音除去処理の過程を示す図である。
【図７】　ＦＤＥにおける伝送路推定値の補間処理について示す図である。
【図８】　本発明の第２の実施の形態の送信機を備えた基地局の構成を示すブロック図で
ある。
【図９】　本発明の第２の実施の形態の受信機を備えた移動機の構成を示すブロック図で
ある。
【図１０】　Ｗａｌｓｈ多重数ＭＷ をパラメータとし、Ｒａｋｅ受信とＦＤＥ受信とにつ
いて、Ｅｂ ／Ｎ０ に対するＢＥＲの特性を比較したグラフである。
【符号の説明】
１、２８　　データ変調器（ Modulator ）
２、２９　　拡散多重変調器（ Walsh multiplexer ）
３　　送信選択スイッチ
４　　ユニークワード挿入器（ UW insertion）
５　　サイクリックプリフィックス挿入器（ CP insertion）
６、３２　　送信アンテナ
７、３０　　パイロット信号挿入器（ Pilot insertion ）
８、３１　　複素スクランブル変調器（ Complex scrambling）
９、２１　　受信アンテナ
１０、２５　　Ｒａｋｅ受信機（ Rake receiver ）
１１、２６　　拡散多重復調器（ Walsh demultiplexer）
１２、２７　　データ復調器（ Demodulator ）
１３、３３　　伝送方式決定回路（ Decision circuit）
２２　　受信選択スイッチ
２３　　サイクリックプリフィックス削除器（ CP removal）
２４　　ＦＤＥ（ FDE）
１０１　　レイクフィンガＡ（ Rake finger A）
１０２　　レイクフィンガＢ（ Rake finger B）
１０３　　逆拡散器
１０４　　重み係数計算器
１０５　　係数乗算器
１０６　　加算器
２０１、２０６、２０９　　フーリエ変換処理部（ FFT）
２０２　　演算器
２０３、２１０　　逆フーリエ変換処理部（ Inverse FFT）
２０４　　ＣＰフィルタ
２０５　　補間器（ Zero padding）
２０７　　雑音電力密度算出器（ Noize power density computation）
２０８　　ＭＭＳＥＣ等価器（ MMSEC　 Equalization）
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

(25) JP 3816450 B2 2006.8.30



【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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