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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のアンテナ装置と光ケーブルを介して接続された基地局装置とを備えるマルチアン
テナシステムであって、
　アンテナダイバーシチを行なう第１及び第２のアンテナ装置が、電気信号を伝送するこ
との可能な電気ケーブルで互いに接続され、
　前記第１及び第２のアンテナ装置の各々は、前記基地局装置から前記光ケーブルを介し
て受信した基準パルスと、前記電気ケーブルで接続された他方のアンテナ装置から受信し
た基準パルスとの時間差を求め、
　前記第１及び第２のアンテナ装置の少なくとも一方は、前記第１及び第２のアンテナ装
置で求めた時間差に基づいて、信号を送信するタイミングを調整する
　ことを特徴とするマルチアンテナシステム。
【請求項２】
　複数のアンテナ装置が、前記基地局装置から基準パルスを受信すると、光ケーブルを介
して基準パルスを送信する手段を有し、
　前記基地局装置は、複数のアンテナ装置との間で基準パルスの往復時間を計時するタイ
マー手段と、計時された複数の往復時間に基づいて、各アンテナ装置に対する遅延時間を
求める手段とを有する
　ことを特徴とする請求項１記載のマルチアンテナシステム。
【請求項３】
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　前記複数のアンテナ装置が、前記基地局装置から基準パルスを受信すると、前記基地局
に基準パルスを返送する
　ことを特徴とする請求項２記載のマルチアンテナシステム。
【請求項４】
　前記複数のアンテナ装置の少なくとも１つのアンテナ装置が、前記基地局装置から基準
パルスを受信すると、別のアンテナ装置に基準パルスを転送する
　ことを特徴とする請求項２記載のマルチアンテナシステム。
【請求項５】
　更に、
　前記基地局装置から複数のアンテナ装置への下り信号を複製するディジタル複製手段と
、
　前記ディジタル複製手段及び前記基地局装置の間に設けられた帯域制限フィルタと、
　複数のアンテナ装置に接続され、複数の上り信号を加算するディジタル加算手段と、
　前記ディジタル加算手段及び前記基地局装置の間に設けられた帯域制限フィルタと
　を備えることを特徴とする請求項１記載のマルチアンテナシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に無線通信の技術分野に関連し、特に、複数のセクタに設けられた複数
のアンテナ装置と、複数のアンテナ装置に光ケーブルを介して接続された基地局装置とを
備えるマルチアンテナシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動端末との通信を可能にする通信システムでは、通信サービスを行なう空間はセルや
セクタに分割され、セクタ等に位置する移動端末との無線通信が行われる。
【０００３】
　図１は、この種の分野で一般に使用され得るＣＤＭＡ（符号分割多重接続）方式の通信
システムの部分概略図を示す。図１には、複数のアンテナ装置（ＡＵ）１０４と、各アン
テナ装置１０４に接続された信号変換部１０６と、各信号変換部１０６に接続された光ケ
ーブル１０８と、基地局装置１１０とが描かれている。基地局装置１１０は、複数の光ケ
ーブル１０８にそれぞれ接続された信号変換部１１２と、各信号変換部１１２に接続され
たベースバンド処理部１１４とを有する。
【０００４】
　アンテナ装置１０４は、セクタ毎に設けられ、セクタ内の移動端末（図示せず）への無
線信号を送信する及びそこからの無線信号を受信するために使用される。更に、アンテナ
装置１０４は、受信時には無線信号をディジタル信号に変換し、送信時にはディジタル信
号をアナログ信号に変換する。
【０００５】
　信号変換部１０６は、アンテナ装置１０４でディジタル形式の電気信号に変換された受
信信号（上り信号）を光信号に変換し、及び送信内容を含む光信号（下り信号）を電気形
式の信号に変換する。
【０００６】
　光ケーブル１０８は、アンテナ装置１０４及び基地局装置１１０間で光信号を伝送する
。電気信号でなく光信号で信号を伝送するので、低損失且つ高品質に信号を伝送すること
が可能になる。
【０００７】
　信号変換部１１２は、光信号（上り信号）を電気信号に変換し、及び送信内容を含む電
気信号（下り信号）を光信号に変換する。
【０００８】
　ベースバンド処理部１１４は、送信信号に対する符号拡散等の処理、及び受信信号に対
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する符号逆拡散等のベースバンドにおける処理を行なう。ベースバンド処理部１１４は、
不図示の上位の装置又はコアネットワークのような要素と通信を行う。
【０００９】
　このような既存の基地局装置等については、例えば特許文献１，２に開示されている。
【００１０】
　ところで、移動端末は、セクタ間をハンドオーバすることで、通信を継続しながらサー
ビスエリア内を移動することができる。従って、各セクタに設けられるアンテナ装置１０
４に出入りする信号は、互いに同期している必要がある。この点に関し、特許文献１記載
発明では、遅延量の測定や調整を人手を介して行なうことを前提としている。従って、基
地局装置の設置時や増設時に加えて、通信経路（光ファイバの経路）が変更される場合や
、経年変化等によって変化する場合にも人的調整作業が必要になり、保守管理の負担が大
きく、コストの増加を招いてしまうという問題点がある。
【００１１】
　特許文献２記載発明では、試験電波を空中に（エア上に）放射することで遅延量が測定
される。しかしながら、通信環境は刻々と変化するので、試験電波のメインパスが障害物
でたまたま遮られる場合もある。従って、この発明では遅延量の測定は常には高精度に行
なうことができないという問題点がある。また、移動端末が送受信する運用電波は、基地
局装置側のアンテナ装置と移動端末間を伝搬する程度の電力しか要しないが、あるアンテ
ナ装置からの試験電波は隣接するセクタのアンテナ装置まで伝搬する程度に強い電力を有
する。従って、この発明では、試験電波が運用電波に対する大きな干渉波となってしまう
問題点がある。
【００１２】
　更に、図１に示されるような構成では、１つのアンテナ装置１０４と１つのベースバン
ド処理部１１４が１体１に対応している。従って、セクタ数を増やすとアンテナ装置１０
４及びベースバンド処理部１１４も増やす必要がある。このような構成では、セクタ（ア
ンテナ装置）及びベースバンド処理部等のリソースを増やすことで、より多くのユーザを
収容するような用途には望ましい。しかしながら、アンテナ装置１０４の数を増やして通
信可能な空間を拡張する必要はあるが、複数のセクタ全体に収容されるユーザ数を増やす
ことは必要とされないような用途（ベースバンド処理部当たりのエリア面積を増やすべき
用途）には不向きである。通信可能な空間を拡張するためにアンテナ装置１０４を増やす
と、過剰なリソースや演算処理能力を備えることになるからである。そのような用途とし
ては、例えば、山間部、過疎地、トンネルの中、建物の中、地下街等での通信が挙げられ
る。
【００１３】
　図２は、ベースバンド処理部当たりのエリア面積を増やすべき用途の一例を示す。この
システムでは、５階建てのビル内で高々１００人が通信を行う可能性があり、１つのベー
スバンド処理部１１４が、１００人のユーザに対する送受信のベースバンド処理を行ない
得るとする。この場合に、総てのフロアで通信が可能であるようにするには、各フロアに
アンテナ装置１０４を設ける必要がある。図１のシステム構成では、例えば地下室に設け
られる基地局装置１１０に、５つのベースバンド処理部１１４が必要になるが、高々１０
０人のユーザを収容するには過剰な演算処理能力を備えることになる。
【特許文献１】特開２００２－３３５５６０号公報
【特許文献２】特開２００２－１１８８７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、上記の問題点の少なくとも１つに対処するためになされるものである。本発
明の課題は、複数のセクタにそれぞれ設けられたアンテナ装置と、複数のアンテナ装置に
光ケーブルを介して接続された基地局装置とを備えるマルチアンテナシステムにおいて、
複数のアンテナ装置間で正確に同期をとることである。
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【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明によるマルチアンテナシステムは、複数のセクタにそれぞれ設けられたアンテナ
装置と、複数のアンテナ装置に光ケーブルを介して接続された基地局装置とを備える。ア
ンテナダイバーシチを行なう第１及び第２のアンテナ装置は、電気信号を伝送することの
可能な電気ケーブルで接続される。第１及び第２のアンテナ装置の各々は、基地局装置か
ら受信した基準パルスと、電気ケーブルで接続されたアンテナ装置から受信した基準パル
スとの時間差を求める。第１及び第２のアンテナ装置の少なくとも一方は、第１及び第２
のアンテナ装置で求めた時間差に基づいて、信号を送信するタイミングを調整する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、複数のセクタにそれぞれ設けられたアンテナ装置と、複数のアンテナ
装置に光ケーブルを介して接続された基地局装置とを備えるマルチアンテナシステムにお
いて、複数のアンテナ装置間で正確に同期をとることが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。
【実施例１】
【００１８】
　図３は、本発明の一実施例による通信システムの概略図を示す。本システムは、センタ
装置（基地局装置）３０２と、セクタ又はセル毎に設けられたアンテナ装置（ＡＵ）３０
４と、センタ装置３０２及び各アンテナ装置３０４を接続する光ケーブル３０６とを有す
る。センタ装置３０２は、通信回線の制御を行なう不図示の上位の装置又はネットワーク
要素に接続される。アンテナ装置３０４は、本実施例ではセル毎に設けられ、セル内の移
動端末（図示せず）と通信を行う。
 図４は、アンテナ装置３０４のブロック図を示す。アンテナ装置３０４は、波長分割多
重（ＷＤＭ：ｗａｖｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ）フィルタ４０２と、光
電変換部（Ｏ／Ｅ）４０４と、直並列変換部（Ｓ／Ｐ）４０６と、遅延部４０８と、送信
部４１０と、デュプレクサ４１２とを有する。更に、アンテナ装置３０４は、受信部４１
４と、選択部４１６と、遅延部４１８と、並直列変換部（Ｐ／Ｓ）４２０と、電光変換部
（Ｅ／Ｏ）４２２と、制御部（ＣＯＮＴ）４２４とを有する。
【００１９】
　ＷＤＭフィルタ４０２は、光ケーブル３０６を伝送してきた下り信号である光信号（波
長λ１）を受信し、光電変換部４０４に与える。また、ＷＤＭフィルタ４０２は、電光変
換部４２２から受信した上り信号である光信号（波長λ２）を光ケーブル３０６に送信す
る。光ケーブル３０６では、複数の波長の光が多重化されて伝送される。
【００２０】
　光電変換部４０４は、光信号を電気信号に変換する。
【００２１】
　直並列変換部４０６は、シリアル信号をディジタル振幅情報に変換する。
【００２２】
　遅延部４０８は、制御部４０４からの指示内容に応じた遅延量だけ送信タイミングを遅
らせる。
【００２３】
　送信部４１０は、送信するディジタル信号をアナログ信号に変換し、周波数変換や電力
増幅等の送信処理を行なう。送信信号は、デュプレクサ４１２を介してアンテナ素子から
放射される。
【００２４】
　受信部４１４は、アンテナ素子及びデュプレクサを介して受信した信号に、周波数変換
等の信号処理を施し、ディジタル信号に変換する。
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【００２５】
　選択部４１６は、制御部４２４からの指示内容に応じて、遅延部４０８からの信号及び
受信部４１４からの信号の一方を選択し、遅延部４１８に与える。
【００２６】
　遅延部４１８は、制御部４０４からの指示内容に応じた遅延量だけ信号を遅延させる。
【００２７】
　並直列変換部４２０は、ディジタル振幅情報をシリアル信号に変換する。
【００２８】
　電光変換部４２２は、電気信号を光信号に変換する。
【００２９】
　図５は、図３の通信システムに使用されるセンタ装置（基地局装置）３０２のブロック
図を示す。センタ装置３０２は、制御部（Ｍ－ＣＯＮＴ）５０２と、ベースバンド処理部
（ＢＢ）５０４と、送信部５０６と、並直列変換部（Ｐ／Ｓ）５０８と、電光変換部（Ｅ
／Ｏ）５１０と、ＷＤＭフィルタ５１２とを有する。センタ装置３０２は、光電変換部（
Ｏ／Ｅ）５１４と、直並列変換部（Ｓ／Ｐ）５１６と、ディジタル加算部５１８と、受信
部５２０と、遅延制御部５２２と、遅延調整部５２４とを有する。並直列変換部５０８と
、電光変換部５１０と、ＷＤＭフィルタ５１２と、光電変換部（Ｏ／Ｅ）５１４と、直並
列変換部（Ｓ／Ｐ）５１６と、遅延調整部５２４とは、アンテナ装置３０４毎に設けられ
る。
【００３０】
　制御部５０２（Ｍ－ＣＯＮＴ）は、上位の回線制御装置と通信を行いながら、複数のア
ンテナ装置３０４との間の通信を制御する。
【００３１】
　ベースバンド部（ＢＢ）は、符号拡散及び逆拡散その他のベースバンドの信号処理を行
なう。
【００３２】
　送信部５０６は、下り信号であるディジタル形式の電気信号を、各アンテナ装置３０４
に配信するための信号形式に整える。この送信部５０６及び受信部５２０にて、帯域制限
処理が行なわれる。帯域制限処理は、ルートナイキストフィルタ、ルートレイズドコサイ
ンフィルタ（ＲＲＣ：ｒｏｏｔ　ｒａｉｓｅｄ　ｃｏｓｉｎｅ　ｆｉｌｔｅｒ）相当のイ
ンパルス応答フィルタを利用して行なわれる。
【００３３】
　並直列変換部（Ｐ／Ｓ）５０８は、ディジタル振幅情報のバスをシリアル信号に変換す
る。
【００３４】
　電光変換部（Ｅ／Ｏ）５１０は、電気信号を光信号に変換する。
【００３５】
　ＷＤＭフィルタ５１２は、ある波長の下り信号を光ケーブルに送信し、別の波長の上り
信号を光ケーブルから受信する。
【００３６】
　光電変換部（Ｏ／Ｅ）５１４は、光信号を電気信号に変換する。
【００３７】
　直並列変換部（Ｓ／Ｐ）５１６は、シリアル信号をディジタル振幅情報に変換する。
【００３８】
　ディジタル加算部５１８は、各アンテナ装置からの上り信号をディジタル加算する。
【００３９】
　受信部５２０は、各アンテナ装置からの上り信号であるディジタル形式の電気信号を受
信し、帯域制限処理を行なうことで、信号形式を整える。
【００４０】
　本実施例では、アナログ信号を複数の経路に分岐させる合波器を使用せずに、送信部５
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０６からのディジタル信号を複製して（分岐させて）いるので低損失でアンテナ装置に信
号を与えることが可能になる。
【００４１】
　帯域制限処理は、送信側及び受信側の双方で行なわれるところ、送信側の帯域制限処理
は、センタ装置３０２及びアンテナ装置３０４の何れの側で行なわれてもよいが、受信側
の帯域制限処理はセンタ装置３０２側で（受信部５０２で）行なわれる点に留意を要する
。従来の装置構成では、受信側の帯域制限処理は、各アンテナ装置の例えばフロントエン
ド部（図示せず）で行なわれる。この場合に、各アンテナ装置からの上り信号を単にディ
ジタル加算すると、エア上の伝搬時差を含め全ての移動機からのアンテナ入力信号が完全
に同期していない限り、シンボル間干渉により信号品質を著しく低下させてしまう。この
ため、従来の装置構成では、例えば、各アンテナ装置からの帯域制限後の上り信号を時間
多重化して１本の光ケーブルでセンタ装置へ伝送していた。センタ装置は、多重化された
信号を個々に分離し、アンテナ装置に対応するベースバンド処理部に上り信号を与え、そ
して、個々のアンテナ装置からの上り信号が個々のベースバンド処理部で処理される。そ
の結果、アンテナ装置数とベースバンド処理部数は符合している必要があることに加えて
、時間多重化することに起因して台数増加に伴うスループットの低下が懸念されていた。
本実施例のように構成すると、アンテナ装置数とベースバンド処理部数は符合している必
要はなく、各アンテナ装置からの上り信号を時間多重する必要もない。
【００４２】
　遅延制御部５２２，５２４は、以下に説明するように、各アンテナ装置３０４に接続さ
れる光ケーブル３０６の長短に起因する信号伝送の遅延量を制御する動作を行なう。
【００４３】
　以下、遅延量を調整するための手順が説明される。
【００４４】
　先ず、遅延制御部５２２は、遅延調整部５２４に、下り信号にタイムマーク（ＴＭ）を
挿入するよう指示する。タイムマークは、遅延時間測定を行なうための基準信号であり、
具体的には、あるパルス信号である。遅延時間調整部５２４は、タイムマークの送信以降
の時間を計時するために、タイマー又はカウンタ（図示せず）を起動する。タイムマーク
は、電光変換部５１０、ＷＤＭフィルタ５１２及び光ケーブル３０６を経てアンテナ装置
３０４に至る。
【００４５】
　各アンテナ装置３０４は、ＷＤＭフィルタ４０２（図４）にてタイムマークを受信し、
タイムマークは、光電変換部４０４、直並列変換部４０６、遅延調整部４０８（この時点
では、遅延量は既知の初期値（例えば、０秒）に設定されている。）を介して選択部４１
６に入力される。タイムマークは、送信部４１０を通じてエアに放射されない点に留意を
要する。
【００４６】
　選択部４１６は、制御部４２４からの指示に応じて、遅延部４０８からの信号、即ちタ
イムマークを選択し、遅延部４１８に与える。遅延調整部４０８の遅延量も、この時点で
は既知の初期値（例えば、０秒）に設定されている。以後、タイムマークは、並直列変換
部４２０、電光変換部４２２、ＷＤＭフィルタ４０２及び光ケーブル３０６を経てセンタ
装置に返送される。
【００４７】
　図５に戻って、各アンテナ装置３０４から返送されたタイムマークは、ＷＤＭフィルタ
５１２、光電変換部５１４及び直並列変換部５１６に与えられ、遅延調整部５２４に到着
する。遅延調整部５２４は、タイムマークの送信時刻及び到着時刻の差分（又はその間の
カウント値）を求めることで、アンテナ装置毎の遅延量を算出する。算出された遅延量は
、遅延制御部５２２に通知される。
【００４８】
　遅延制御部５２２では、各アンテナ装置に対する遅延量（τ１，τ２，．．．，τＮ）
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を互いに比較し、最大値又は最大遅延量（τｍａｘ）を与えるアンテナ装置を特定する。
但し、Ｎはアンテナ装置３０４の数を表す。遅延制御部５２２は、最大遅延量（τｍａｘ

）を遅延調整部５２４の各々に与える。
【００４９】
　遅延調整部５２４の各々は、各自の遅延量の測定値（τｉ）（ｉ＝１，．．，Ｎ）と遅
延制御部５２２から受信した最大遅延量（τｍａｘ）との差分（Δτｉ）を求め、各自の
関連するアンテナ装置３０４にて、その差分（Δτｉ）に相当する遅延が遅延部４０８，
４１８（図４）に設定されるようにする。このため、時間差（Δτｉ）を表す信号が、光
ケーブルを介してアンテナ装置に通知される。より正確には、この時間差（Δτｉ）は伝
送経路の往復時間を含むので、（Δτｉ）÷２に相当する値が、アンテナ装置に設定され
る。
【００５０】
　以後、アンテナ装置では、送信信号（下り信号）は、遅延部４０８で各自の時間差（Δ
τｉ）だけ遅延させられた後に送信される。受信時には、選択部４１６にて、受信信号（
上り信号）が選択され、遅延部４１８にて各自の時間差（Δτｉ）だけ遅延させられた後
に次の要素に送信される。このように、各アンテナ装置３０４にて、時間差（Δτｉ）だ
け遅延させられ、光ケーブルの長短に起因する時間差を調整することが可能になる。セン
タ装置側から見れば、どのアンテナ装置も最大遅延量（τｍａｘ）を与えるアンテナ装置
と等距離にあるものとして信号の送受信管理をすることが可能になる。従って、光ケーブ
ル長の長短に起因する時間差を調整しない場合に比べて、ハンドオーバ時のレイク受信や
パスサーチにおける時間ウインドウを短縮することが可能になる。
【００５１】
　本実施例によれば、試験電波をエア上に無線送信しないので、運用電波に対する干渉を
抑制することが可能になる。
【００５２】
　尚、上記の例では、タイムマークの送出及び到着の時間は、自身のタイマ又はカウンタ
を用いて計時されていたが、本発明はそのような態様に限定されない。例えば、図６，図
７に示されるように、ＧＰＳ受信機を有する場合には、標準時間の時間情報を利用しなが
ら、各アンテナ装置に対する遅延量を求めることも可能である。
【実施例２】
【００５３】
　図８は、アンテナダイバーシチを行なう通信システムの概略図を示す。第１実施例で説
明した方法を用いれば、光ケーブルの長短に起因する時間差を概ね修正することが可能で
ある。一方、アンテナダイバーシチと呼ばれる技術は、複数のアンテナから同一の信号を
位相や電力比を変化させて送信又は受信し、指向性や利得の向上によって信号品質やセル
容量を向上させる。また、異なるブランチから同一データを送信している為、最悪の場合
、あるブランチが故障したとしても通信は可能となり（但し、セル容量は減少してしまう
）、信頼性の為の冗長性にも貢献する。そこで、図８に示されるように、光ケーブル３０
６で複数のアンテナ装置３０４を接続し、アンテナダイバーシチを行ない、信号品質を向
上させることを考察する。図示の例では、セル１，２，３の各々に２つのダイバーシチブ
ランチＢｒ０，Ｂｒ１が設けられている。
【００５４】
　ダイバーシチを行なう場合には、ブランチ毎に送受信するデータ位相差により伝搬方向
を制御する為、ダイバーシチブランチの信号の各々は正確に同期している必要がある。し
かし、目下考察している通信システムでは、光信号と電気信号との間で信号変換を行なう
必要があり、この信号変換時のクロック乗り換えに起因して、ダイバーシチブランチとな
っている２つのアンテナ装置３０４を互いに正確に同期させることは困難である。第１実
施例の方法では、ハンドオーバ時のレイク受信における時間ウインドウを短縮できる程度
に各アンテナ装置を同期させることは可能であるが、ダイバーシチブランチ同士の絶対位
相を合わせる程正確に同期させることは困難である。本発明の第２実施例は、主にこの問
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題を解決しようとするものである。
【００５５】
　図９は、本発明の一実施例による通信システムの概略図を示す。本システムは、センタ
装置（基地局装置）９０２と、セクタ又はセル毎に設けられたアンテナ装置（ＡＵ）９０
４，９０６と、センタ装置９０２及び各アンテナ装置９０４，９０６を接続する光ケーブ
ル９０８とを有する。更に、ダイバーシチブランチを構成するアンテナ装置９０４，９０
６同士の間は、電気信号を伝送することの可能な電気ケーブル９０５で互いに接続されて
いる。センタ装置９０２は、通信回線の制御を行なう不図示の上位の装置又はネットワー
ク要素に接続される。アンテナ装置９０４，９０６は、本実施例ではセル毎に設けられ、
セル内の移動端末（図示せず）とダイバーシチを行ないながら通信を行う。
【００５６】
　図１０は、アンテナ装置９０４のブロック図を示す。アンテナ装置９０６は、アンテナ
装置９０４とほぼ同一構成を有するが、後述するように若干機能が異なる。アンテナ装置
９０４は、ＷＤＭフィルタ１００２と、光電変換部（Ｏ／Ｅ）１００４と、直並列変換部
（Ｓ／Ｐ）１００６と、遅延部１００８と、送信部１０１０と、デュプレクサ１０１２と
を有する。アンテナ装置９０４は、受信部１０１４と、選択部１０１６と、遅延部１０１
８と、並直列変換部（Ｐ／Ｓ）１０２０と、電光変換部（Ｅ／Ｏ）１０２２と、制御部（
ＣＯＮＴ）１０２４とを有する。更に、アンテナ装置９０４は、位相差制御部１０２６と
、合成部１０２８とを有する。
【００５７】
　ＷＤＭフィルタ９０２は、下り信号である光信号（波長λ１）を受信し、光信号を電気
信号に変換する光電変換部９０４に与える。また、ＷＤＭフィルタ９０２は、電気信号を
光信号に変換する電光変換部９２２から受信した光信号（波長λ２）を光ケーブル９０８
に送信する。
【００５８】
　直並列変換部１００６及び並直列変換部１０２０は、振幅情報の多重化及び分離を行な
う。
【００５９】
　遅延部１００８，１０１８は、制御部１０２４からの指示内容に応じた遅延量に加えて
、位相差制御部１０２６からの指示内容に応じた遅延量だけ送信タイミングを遅らせるこ
とが可能である。
【００６０】
　送信部１０１０は、送信するディジタル信号をアナログ信号に変換し、必要があれば周
波数変換や電力増幅等の送信処理を行なう。送信信号は、デュプレクサ１０１２を介して
アンテナ素子から放射される。
【００６１】
　受信部１０１４は、アンテナ素子及びデュプレクサを介して受信した信号に、必要があ
れば周波数変換や電力増幅等の信号処理を施し、ディジタル信号に変換する。
【００６２】
　選択部１０１６は、制御部１０２４からの指示内容に応じて、位相差制御部１０２６か
らの信号及び受信部１０１４からの信号の一方を選択し、遅延部１０１８に与える。
【００６３】
　図１１は、図９の通信システムに使用されるセンタ装置（基地局装置）９０２のブロッ
ク図を示す。センタ装置９０２は、制御部（Ｍ－ＣＯＮＴ）１１０２と、ベースバンド処
理部（ＢＢ）１１０４と、ブランチＢｒ０用の送信部１１０６と、ブランチＢｒ１用の送
信部１１０７と、並直列変換部（Ｐ／Ｓ）１１０８と、電光変換部（Ｅ／Ｏ）１１１０と
、ＷＤＭフィルタ１１１２とを有する。センタ装置９０２は、光電変換部（Ｏ／Ｅ）１１
１４と、直並列変換部（Ｓ／Ｐ）１１１６と、ブランチＢｒ０用のディジタル加算部１１
１８と、ブランチＢｒ１用のディジタル加算部１１１９と、ブランチＢｒ０用の受信部１
１２０と、ブランチＢｒ１用の受信部１１２１とを有する。更に、センタ装置９０２は、
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遅延制御部１１１２２と遅延調整部１１２４とを有する。並直列変換部１１０８と、電光
変換部１１１０と、ＷＤＭフィルタ１１１２と、光電変換部（Ｏ／Ｅ）１１１４と、直並
列変換部（Ｓ／Ｐ）１１１６と、遅延調整部１１２４は、ブランチＢｒ０，Ｂｒ１毎に設
けられる。
【００６４】
　制御部（Ｍ－ＣＯＮＴ）１１０２は、上位の回線制御装置と通信を行いながら、複数の
アンテナ装置３０４との間の通信を制御する。
【００６５】
　ベースバンド部（ＢＢ）１１０４は、符号拡散及び逆拡散その他のベースバンドの信号
処理を行なう。
【００６６】
　送信部１１０６，１１０７は、ブランチ毎にディジタル形式の電気信号に直交変復調及
び帯域制限を施す。各アンテナ装置９０４，９０６に配信するための信号形式に整える。
この送信部１１０６，１１０７及び受信部１１２０，１１２１にて、帯域制限処理が行な
われる。
【００６７】
　並直列変換部（Ｐ／Ｓ）１１０８，１１１６は、振幅情報の多重化及び分離を行なう。
【００６８】
　電光変換部（Ｅ／Ｏ）１１１０は、電気信号を光信号に変換し、光電変換部（Ｏ／Ｅ）
１１１４は光信号を電気信号に変換する。
【００６９】
　ＷＤＭフィルタ１１１２は、ある波長の下り信号を光ケーブルに送信し、別の波長の上
り信号を光ケーブルから受信する。
【００７０】
　ディジタル加算部１１１８，１１１９は、各アンテナ装置からの上り信号をブランチ毎
にディジタル加算する。
【００７１】
　受信部１１２０，１１２１は、各アンテナ装置からの上り信号であるディジタル形式の
電気信号を受信し、帯域制限処理を行なうことで、信号形式を整える。
【００７２】
　遅延制御部１１２２，１１２４は、第１実施例で説明したように、各アンテナ装置９０
４，９０６に接続される光ケーブル９０８の長短に起因する信号伝送の遅延量を概ね調整
する動作を行なう。本実施例では、更に、アンテナ装置９０４，９０６間の位相が微調整
される。この位相調整は、主にアンテナ装置９０４，９０６の側で行なわれる。
【００７３】
　図１２は、アンテナ装置９０４，９０６間の位相を調整する動作を説明するための図で
ある。先ず、センタ装置（基地局装置）９０２から、基準信号であるタイムマークが各ア
ンテナ装置９０４，９０６に送信される。タイムマークは、図示されるようなパルス信号
とすることが可能であるが、時間の基準となり得る他の任意の信号を採用することが可能
である。
【００７４】
　タイムマーク（基準パルス）は、光ケーブル９０８を介してダイバーシチブランチの一
方であるアンテナ装置９０４に、時間ｔ１だけ経過した後に到着する。アンテナ装置９０
４で受信されたこのタイムマークを、第１受信パルスと呼ぶ。また、アンテナ装置９０４
を「マスター装置」と呼ぶ。第１受信パルスは、更に、電気ケーブル９０５を介して他方
のダイバーシチブランチのアンテナ装置９０６に伝送される。この場合に、電気ケーブル
９０５の長さに起因して、第１受信パルスは、Δｔだけ遅延してアンテナ装置９０６に到
着する。
【００７５】
　尚、アンテナ装置９０４，９０６同士を接続するケーブルは、電気信号を伝送すること
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の可能なケーブルであることを要する。光信号で伝送しようとすると、このケーブルを伝
送する際に、電気信号と光信号との間でのクロック乗り換えが必要になり、正確な位相合
わせが困難になるからである。
【００７６】
　一方、他方のブランチであるアンテナ装置９０６でも、センタ装置９０２からのタイム
マークが、光ケーブル９０８を介して時間ｔ２だけ経過した後に到着する。アンテナ装置
９０６で受信されたこのタイムマークを、第２受信パルスと呼ぶ。また、アンテナ装置９
０６を「スレーブ装置」と呼ぶ。第２受信パルスも、電気ケーブル９０５を介して一方の
ダイバーシチブランチのアンテナ装置９０４に伝送される。この場合に、電気ケーブル９
０５の長さに起因して、第２受信パルスも、Δｔだけ遅延してアンテナ装置９０４に到着
する。
【００７７】
　マスター装置９０４は、第１受信パルスと、スレーブ装置９０６から受信した第２受信
パルスとの時間差を求める。この時間差（ｔ１－（ｔ２＋Δｔ））は、「第１時間差」と
呼ばれる。スレーブ装置９０６も、マスター装置９０６から受信した第１受信パルスと、
第２受信パルスとの時間差を求める。この時間差（ｔ２－（ｔ１＋Δｔ））は、「第２時
間差」と呼ばれる。第２時間差は、電気ケーブル９０５を介してマスター装置９０４に通
知される。この場合において、第２時間差は、パルス信号としてではなく、データとして
伝送される。マスター装置９０４は、第１時間差と第２時間差との差を求めて２で除算す
ることで、マスタ装置９０４及びスレーブ装置９０６間の時間差（ｔ１－ｔ２）を知るこ
とが可能になる。
【００７８】
　このようにして求められた時間差（ｔ１－ｔ２）に応じて、マスタ装置９０４及びスレ
ーブ装置９０６の遅延部１００８，１０１８に設定される値を調整することで、ダイバー
シチブランチ９０４，９０６間の時間差を調整することが可能になる。これにより、マス
ター装置９０４及びスレーブ装置９０６の間で、第１実施例の場合よりも更に精密に位相
差を合わせることが可能になる。
【００７９】
　図１３は、本実施例の動作に関連するハードウエア要素の一例を示す。図中、センタ装
置９０２内の２つの信号ＴＸＤＡＴ０，ＴＸＤＡＴ１は、図１０のベースバンド処理部か
ら、各ブランチへの信号として送信部１１０６，１１０７に与えられる信号に相当する。
信号の内容は、タイムマークである。センタ装置９０２におけるＴＸＤＡＴ０，ＴＸＤＡ
Ｔ１は、それぞれＦＩＦＯメモリによって、電気信号用クロックと相対同期しているが分
周比により絶対同期していない光伝送用のクロックに乗せ換えられ、電光変換されて送信
される。マスタ装置及びスレーブ装置９０４，９０６は、受信した光信号を電気信号に変
換し、ＦＩＦＯメモリによって、電気信号用のクロックに乗せ換えられ、電気ケーブル９
０５を介して他方の装置に与えられる。上記の時間差は、位相比較によって求められる。
ここで、ｔ０は、第１時間差に相当し、ＴＸＤＡＴ０－（ＴＸＤＡＴ１＋ΔＴ）であり、
ｔ１は、第２時間差に相当し、ＴＸＤＡＴ１－（ＴＸＤＡＴ０＋ΔＴ）である。ΔＴは電
気ケーブル９０５を伝送することで導入される遅延である。
【実施例３】
【００８０】
　図１４は、第３実施例によるセンタ装置１４０２及びアンテナ装置１４０４を示す。図
１４では、本実施例に特に関連する要素のみが描かれており、他の要素（例えば、送信用
の電力増幅器等）は省略されている。また、図１４では、送信ダイバーシチ（下り信号に
対するダイバーシチ）を行なう場合の要素が描かれているが、受信ダイバーシチを行なう
場合にも同様な手法を使用することが可能である。但し、ベースバンド部でエア上の遅延
も込みでシンボルレベルの同期検波（ＲＡＫＥの為のパス推定）を行なう必要がある。本
実施例では、センタ装置１４０２は、ベースバンド処理部（ＢＢ）１４０６と、並直列変
換部１４０８と、電光変換部１４１０とを有する。センタ装置１４０２及びアンテナ装置
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１４０４は、光ケーブル１４０３を介して接続される。アンテナ装置１４０４は、光電変
換部１４１２と、直並列変換部１４１４とを有する。
【００８１】
　ベースバンド処理部１４０６は、信号の符号拡散、逆拡散その他のベースバンドにおけ
る信号処理に加えて、２つのダイバーシチブランチＢｒ０，Ｂｒ１のための信号を並列に
出力する。
【００８２】
　並直列変換部１４０８は、ダイバーシチブランチ毎の並列信号を直列信号に変換する。
【００８３】
　電光変換部１４１０は、電気信号を光信号に変換する。
【００８４】
　光電変換部１４１２は、光信号を電気信号に変換する。
【００８５】
　直並列変換部１４１４は、直列信号をダイバーシチブランチ毎の並列信号に変換する。
【００８６】
　本実施例では、ダイバーシチブランチの各々に対する信号を時間多重化及び分離するこ
とで、光ケーブル１４０３を１本にすることができる。このため本実施例は、ダイバーシ
チアンテナの各々に関連する光ケーブルの長短に起因する位相差に配慮することを要しな
い点で有利である。但し、光ケーブル１４０３は、２つのダイバーシチアンテナに対して
１本しかないので、冗長性を設けて故障時に対処する等の観点からは、第２実施例の方が
有利である。
【実施例４】
【００８７】
　図１５は、本発明の一実施例による通信システムの概略図を示す。第１実施例では、複
数のアンテナ装置は、センタ装置に並列に接続されていたが、本発明はそのような態様に
限定されない。図１５に示されるように、複数のアンテナ装置が直列にセンタ装置に接続
されることも可能である。
【００８８】
　図１６は、本実施例で使用されるアンテナ装置のブロック図を示す。図１５に図示され
ている複数のアンテナ装置は、同一構成にすることが可能である。図１６に示されるアン
テナ装置は、前段装置と後段装置の間に接続されるものとし、前段装置は、センタ装置又
はアンテナ装置である。アンテナ装置は、ＷＤＭフィルタ１６０２と、光電変換部（Ｏ／
Ｅ）１６０４と、直並列変換部（Ｓ／Ｐ）１６０６と、遅延部１６０８と、送信部１６１
０と、デュプレクサ１６１２とを有する。アンテナ装置は、受信部１６１４と、選択部１
６１６と、遅延部１６１８と、並直列変換部（Ｐ／Ｓ）１６２０と、電光変換部（Ｅ／Ｏ
）１６２２と、制御部（ＣＯＮＴ）１６２４とを有する。更に、アンテナ装置は、並直列
変換部１６２６と、電光変換部１６２８と、ＷＤＭフィルタ１６３０と、光電変換部１６
３２と、直並列変換部１６３４と、加算部１６３６とを有する。
【００８９】
　ＷＤＭフィルタ１６０２は、下り信号である光信号（波長λ１）を受信し、光電変換部
１６０４に与える。また、ＷＤＭフィルタ４０２は、電光変換部１６２２から受信した光
信号（波長λ２）を前段装置側の光ケーブルに送信する。
【００９０】
　ＷＤＭフィルタ１６３０は、光信号を後段装置に及びそこから送信及び受信する。
【００９１】
　光電変換部１６０４，１６３２は光信号を電気信号に変換し、電光変換部１６２２，１
６２８は電気信号を光信号に変換する。
【００９２】
　直並列変換部１６０６，１６３４は、振幅情報を分離し、並直列変換部１６２０，１６
２６はそれらを多重化する。
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【００９３】
　遅延部１６０８は、制御部１６０４からの指示内容に応じた遅延量だけ送信タイミング
を遅らせる。
【００９４】
　送信部１６１０は、送信するディジタル信号をアナログ信号に変換し、周波数変換や電
力増幅等の送信処理を行なう。送信信号は、デュプレクサ１６１２を介してアンテナ素子
から放射される。
【００９５】
　受信部１６１４は、アンテナ素子及びデュプレクサを介して受信した信号に、周波数変
換等の信号処理を施し、ディジタル信号に変換する。
【００９６】
　選択部１６１６は、制御部１６２４からの指示内容に応じて、遅延部１６０８からの信
号及び加算部１６３６からの信号の一方を選択し、遅延部１６１８に与える。
【００９７】
　遅延部１６１８は、制御部１６０４からの指示内容に応じた遅延量だけ信号を遅延させ
る。
【００９８】
　同期については、並列に接続されたアンテナ装置ＡＵ１，ＡＵ４，ＡＵ７等は、第１実
施例で説明したのと同じ手順で同期をとることが可能である。直列に接続されたアンテナ
装置ＡＵ１，ＡＵ２，ＡＵ３等の間の同期は、例えば、次のようにして確保することが可
能である。
【００９９】
　先ず前段装置からＷＤＭフィルタ１６０２で受信したタイムマークは、Ｏ／Ｅ１６０４
、Ｓ／Ｐ１６０６、ＤＬ１６０８、選択部１６１６、ＤＬ１６１８、Ｐ／Ｓ１６２０、Ｅ
／Ｏ１６２２及びＷＤＭフィルタ１６０２を介して前段装置に返送される。これにより、
このアンテナ装置に対する遅延量を、センタ装置で測定することが可能になる。更に、タ
イムマークは、Ｐ／Ｓ１６２６、Ｅ／Ｏ１６２８及びＷＤＭフィルタ１６３０を介して後
段装置に伝送される。後段装置から返送されてきたタイムマークは、ＷＤＭフィルタ１６
３０で受信され、Ｏ／Ｅ１６３２、Ｓ／Ｐ１６３４を経て加算部１６３６に与えられ、選
択部１６１６に与えられる。後段装置からのタイムマークは、以後、ＤＬ１６１８、Ｐ／
Ｓ１６２０、Ｅ／Ｏ１６２２及びＷＤＭフィルタ１６０２を介して前段装置に返送される
。これにより、後段のアンテナ装置に対する遅延量を、センタ装置で測定することが可能
になる。センタ装置は、第１実施例と同様に最大遅延量（τｍａｘ）を求め、各アンテナ
装置に対する遅延量を調整することで、同期をとることが可能になる。
【０１００】
　尚、図１９に示されるように、ＧＰＳ受信機を有する場合には、標準時間の時間情報を
利用しながら、各アンテナ装置に対する遅延量を求めることも可能である。
【実施例５】
【０１０１】
　図１７は、本発明の一実施例による通信システムの概略図を示す。本実施例は、第４実
施例に示されるような通信システムにてアンテナダイバーシチを行なう様子を示す。即ち
、第２実施例と第４実施例を組み合わせたものに相当する。
【０１０２】
　図１８は、本実施例で使用されるアンテナ装置のブロック図を示す。アンテナ装置は、
ＷＤＭフィルタ１８０２と、光電変換部（Ｏ／Ｅ）１８０４と、直並列変換部（Ｓ／Ｐ）
１８０６と、遅延部１８０８と、送信部１８１０と、デュプレクサ１８１２とを有する。
アンテナ装置は、受信部１８１４と、選択部１８１６と、遅延部１８１８と、並直列変換
部（Ｐ／Ｓ）１８２０と、電光変換部（Ｅ／Ｏ）１８２２と、制御部（ＣＯＮＴ）１８２
４とを有する。アンテナ装置は、並直列変換部１８２６と、電光変換部１８２８と、ＷＤ
Ｍフィルタ１８３０と、光電変換部１８３２と、直並列変換部１８３４と、加算部１８３
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６とを有する。更に、アンテナ装置は、位相差制御部１８３８と、加算部１８４０とを有
する。
【０１０３】
　ＷＤＭフィルタ１８０２は、下り信号である光信号を受信し、光電変換部１８０４に与
え、電光変換部１８２２から受信した光信号を前段装置側の光ケーブルに送信する。
【０１０４】
　ＷＤＭフィルタ１８３０は、光信号を後段装置に及びそこから送信及び受信する。
【０１０５】
　光電変換部１８０４，１８３２は光信号を電気信号に変換し、電光変換部１８２２，１
８２８は電気信号を光信号に変換する。
【０１０６】
　直並列変換部１８０６，１８３４は、振幅情報を分離し、並直列変換部１８２０，１８
２６はそれらを多重化する。
【０１０７】
　遅延部１８０８，１８１８は、制御部１８０４及び位相差制御部１８３８からの指示内
容に応じた遅延量だけ送信タイミングを遅らせる。
【０１０８】
　送信部１８１０は、送信するディジタル信号をアナログ信号に変換し、周波数変換や電
力増幅等の送信処理を行なう。送信信号は、デュプレクサ１８１２を介してアンテナ素子
から放射される。
【０１０９】
　受信部１８１４は、アンテナ素子及びデュプレクサを介して受信した信号に、周波数変
換等の信号処理を施し、ディジタル信号に変換する。
【０１１０】
　選択部１８１６は、制御部１８２４からの指示内容に応じて、位相差制御部１８３８か
らの信号及び加算部１８３６からの信号の一方を選択し、遅延部１８１８に与える。
【０１１１】
　同期については、第４実施例で説明したのと同様な手順で大凡の同期をとることが可能
である。更に、第２実施例で説明したのとどうような手順でダイバーシチブランチ間の位
相を正確に合わせることが可能である。 
　以上、本発明の好ましい実施例を説明したが、本発明はこれに限定されるわけではなく
、本発明の要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
【０１１２】
　以下、本発明により教示される手段を例示的に列挙する。
【０１１３】
　（付記１）
　複数のセクタにそれぞれ設けられたアンテナ装置と、複数のアンテナ装置に光ケーブル
を介して接続された基地局装置とを備えるマルチアンテナシステムであって、
　アンテナダイバーシチを行なう第１及び第２のアンテナ装置が、電気信号を伝送するこ
との可能な電気ケーブルで接続され、
　前記第１及び第２のアンテナ装置の各々は、前記基地局装置から受信した基準パルスと
、電気ケーブルで接続されたアンテナ装置から受信した基準パルスとの時間差を求め、
　前記第１及び第２のアンテナ装置の少なくとも一方は、前記第１及び第２のアンテナ装
置で求めた時間差に基づいて、信号を送信するタイミングを調整する
　ことを特徴とするマルチアンテナシステム。
【０１１４】
　（付記２）
　複数のアンテナ装置が、前記基地局装置から基準パルスを受信すると、光ケーブルを介
して基準パルスを送信する手段を有し、
　前記基地局装置は、複数のアンテナ装置との間で基準パルスの往復時間を計時するタイ
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マー手段と、計時された複数の往復時間に基づいて、各アンテナ装置に対する遅延時間を
求める手段とを有する
　ことを特徴とする付記１記載のマルチアンテナシステム。
【０１１５】
　（付記３）
　前記複数のアンテナ装置が、前記基地局装置から基準パルスを受信すると、前記基地局
に基準パルスを返送する
　ことを特徴とする付記２記載のマルチアンテナシステム。
【０１１６】
　（付記４）
　前記複数のアンテナ装置の少なくとも１つのアンテナ装置が、前記基地局装置から基準
パルスを受信すると、別のアンテナ装置に基準パルスを転送する
　ことを特徴とする付記２記載のマルチアンテナシステム。
【０１１７】
　（付記５）
　更に、
　前記基地局装置から複数のアンテナ装置への下り信号を複製するディジタル複製手段と
、
　前記ディジタル複製手段及び前記基地局装置の間に設けられた帯域制限フィルタと、
　複数のアンテナ装置に接続され、複数の上り信号を加算するディジタル加算手段と、
　前記ディジタル加算手段及び前記基地局装置の間に設けられた帯域制限フィルタと
　を備えることを特徴とする付記１記載のマルチアンテナシステム。
【０１１８】
　（付記６）
　複数のアンテナ装置に共通に使用されるベースバンド処理部が、前記基地局装置に設け
られる
　ことを特徴とする付記１記載のマルチアンテナシステム。
【０１１９】
　（付記７）
　複数のセクタにそれぞれ設けられたアンテナ装置と、複数のアンテナ装置に光ケーブル
を介して接続された基地局装置とを備えるマルチアンテナシステムであって、
　複数のアンテナ装置の少なくとも１つのアンテナ装置が、アンテナダイバーシチを行な
うための複数のアンテナと、複数のアンテナに接続された直並列変換手段と、光電変換手
段とを有し、
　前記基地局装置が、ベースバンド処理手段と、ベースバンド処理手段に接続された並直
列変換手段と、並直列変換手段に接続された電光変換手段とを有する
　ことを特徴とするマルチアンテナシステム。
【図面の簡単な説明】
【０１２０】
【図１】通信システムの部分概略図を示す。
【図２】通信システムの一例を示す図である。
【図３】本発明の一実施例による通信システムの概略図を示す。
【図４】図３の通信システムに使用されるアンテナ装置のブロック図を示す。
【図５】図３の通信システムに使用されるセンタ装置のブロック図を示す。
【図６】アンテナ装置の変形例を示す図である。
【図７】センタ装置の変形例を示す図である。
【図８】アンテナダイバーシチを行なう通信システムの概略図を示す。
【図９】本発明の一実施例による通信システムの概略図を示す。
【図１０】図９の通信システムに使用されるアンテナ装置のブロック図を示す。
【図１１】図９の通信システムに使用されるセンタ装置のブロック図を示す。
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【図１２】位相調整の様子を説明するための説明図を示す。
【図１３】図９の通信システムのハードウエア構成例を示す。
【図１４】通信システムの変形例を示す図である。
【図１５】本発明の一実施例による通信システムの概略図を示す。
【図１６】図１５の通信システムで使用されるアンテナ装置のブロック図を示す。
【図１７】本発明の一実施例による通信システムの概略図を示す。
【図１８】図１７の通信システムで使用されるアンテナ装置のブロック図を示す。
【図１９】アンテナ装置の変形例を示す図である。
【符号の説明】
【０１２１】
　１０４　アンテナ装置
　１０６　信号変換部
　１０８　光ケーブル
　１１０　基地局装置
　１１２　信号変換部
　１１４　ベースバンド処理部
　３０２　センタ装置
　３０４　アンテナ装置
　３０６　光ケーブル
　４０２　ＷＤＭフィルタ
　４０４　光電変換部
　４０６　直並列変換部
　４０８　遅延部
　４１０　送信部
　４１２　デュプレクサ
　４１４　受信部
　４１６　選択部
　４１８　遅延部
　４２０　並直列変換部
　４２２　電光変換部
　４２４　制御部
　５０２　制御部
　５０４　ベースバンド処理部
　５０６　送信部
　５０８　直並列変換部
　５１０　電光変換部
　５１２　ＷＤＭフィルタ
　５１４　光電変換部
　５１６　並直列変換部
　５１８　ディジタル加算部
　５２０　受信部
　５２２　遅延制御部
　５２４　遅延調整部
　９０２　センタ装置
　９０４，９０６　ダイバーシチ用アンテナ装置
　９０５　電気ケーブル
　１００２　ＷＤＭフィルタ
　１００４　光電変換部
　１００６　直並列変換部
　１００８　遅延部
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　１０１０　送信部
　１０１２　デュプレクサ
　１０１４　受信部
　１０１６　選択部
　１０１８　遅延部
　１０２０　並直列変換部
　１０２２　電光変換部
　１０２４　制御部
　１０２６　位相差制御部
　１０２８　合成部
　１１０２　制御部
　１１０４　ベースバンド処理部
　１１０６，１１０７　送信部
　１１０８　直並列変換部
　１１１０　電光変換部
　１１１２　ＷＤＭフィルタ
　１１１４　光電変換部
　１１１６　並直列変換部
　１１１８　ディジタル加算部
　１１２０，１１２１　受信部
　１１２２　遅延制御部
　１１２４　遅延調整部
　１４０２　センタ装置
　１４０４　アンテナ装置
　１４０６　ベースバンド処理部
　１４０８　直並列変換部
　１４１０　電光変換部
　１４１２　光電変換部
　１４１４　並直列変換部
　１６０２　ＷＤＭフィルタ
　１６０４　光電変換部
　１６０６　直並列変換部
　１６０８　遅延部
　１６１０　送信部
　１６１２　デュプレクサ
　１６１４　受信部
　１６１６　選択部
　１６１８　遅延部
　１６２０　並直列変換部
　１６２２　電光変換部
　１６２４　制御部
　１６２６　並直列変換部
　１６２８　電光変換部
　１６３０　ＷＤＭフィルタ
　１６３２　光電変換部
　１６３４　直並列変換部
　１６３６　加算部
　１８０２　ＷＤＭフィルタ
　１８０４　光電変換部
　１８０６　直並列変換部
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　１８０８　遅延部
　１８１０　送信部
　１８１２　デュプレクサ
　１８１４　受信部
　１８１６　選択部
　１８１８　遅延部
　１８２０　並直列変換部
　１８２２　電光変換部
　１８２４　制御部
　１８２６　並直列変換部
　１８２８　電光変換部
　１８３０　ＷＤＭフィルタ
　１８３２　光電変換部
　１８３４　直並列変換部
　１８３６　加算部
　１８３８　位相差制御部
　１８４０　加算部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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