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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
直接拡散スペクトル拡散方式における符号ダイバーシチ通信方法であって、
送信機側で、直交化巡回シフトＭ系列の集合の和に、拡散用符号系列を乗じて定振幅と
なる系列を生成し、当該生成した系列に送信データを乗じて送信することを特徴とする符
号ダイバーシチ通信方法。
【請求項２】
直交化巡回シフトＭ系列の全ての系列による合成振幅の値により、前記直交化巡回シフ
トＭ系列の各チップの値を除算して送信電力の正規化を行うことを特徴とする請求項１記
載の符号ダイバーシチ通信方法。
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【請求項３】
直接拡散スペクトル拡散方式における符号ダイバーシチ通信方法であって、
請求項１又は２記載の符号ダイバーシチ通信方法により送信された信号を受信する受信
側では、拡散用符号系列と直交化巡回シフトＭ系列の部分集合の和系列によって逆拡散し
てブランチの相関を出力し、相関の分散から対応する重み係数を算出して、前記逆拡散し
た信号に対応する重み係数を乗算したものの和によって復調することを特徴とする符号ダ
イバーシチ通信方法。
【請求項４】
ブランチの相関出力から、干渉による相互相関の分散と雑音の分散の和を推定し、更に
符号長を用いて重み係数を算出することを特徴とする請求項３記載の符号ダイバーシチ通
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信方法。
【請求項５】
直交化巡回シフトＭ系列の集合をダイバーシチブランチ数で分割し、ブランチに割り当
てることを特徴とする請求項３又は４記載の符号ダイバーシチ通信方法。
【請求項６】
直交化巡回シフトＭ系列の部分集合について、相関の分散の小さいものから各ブランチ
に順に一系列ずつ割り当てることを特徴とする請求項３又は４記載の符号ダイバーシチ通
信方法。
【請求項７】
直交化巡回シフトＭ系列の部分集合について、相関の分散の小さいものから一つのブラ
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ンチに集中的に割り当てることを特徴とする請求項３又は４記載の符号ダイバーシチ通信
方法。
【請求項８】
相関の分散が最も大きいブランチを不使用とすることを特徴とする請求項７記載の符号
ダイバーシチ通信方法。
【請求項９】
直接拡散スペクトル拡散方式における符号ダイバーシチ通信システムであって、
直交化巡回シフトＭ系列の集合の和に、拡散用符号系列を乗じて定振幅となる系列を生
成し、当該生成した系列に送信データを乗じて送信する変調器を有することを特徴とする
送信機。

20

【請求項１０】
直接拡散スペクトル拡散方式における符号ダイバーシチ通信システムであって、
請求項１０記載の送信機から送信された信号を、拡散用符号系列と直交化巡回シフトＭ
系列の部分集合の和系列によって逆拡散する復調器と、逆拡散された信号を積分してブラ
ンチの相関を出力する積分器と、前記逆拡散した信号に、相関の分散に対応する重み係数
を乗算する乗算器と、乗算された信号を合成する合成器とを有することを特徴とする受信
機。
【請求項１１】
積分器と乗算器との間に、前記積分器からの相関出力について、相関の分散の小さいも
のから各ブランチに順に一系列ずつ割り当てる並び替え回路を設けたことを特徴とする請
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求項１０記載の受信機。
【請求項１２】
積分器と乗算器との間に、前記積分器からの相関出力について、相関の分散の小さいも
のから一つのブランチに集中的に割り当てる並び替え回路を設けたことを特徴とする請求
項１０記載の受信機。
【請求項１３】
並び替え回路が、相関の分散が最も大きいブランチを不使用とすることを特徴とする請
求項１２記載の受信機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、直接拡散スペクトル拡散（Direct Sequence/Spread Spectrum：DS/SS）方式
における符号ダイバーシチ通信方法及び符号ダイバーシチ通信システムに係り、特に、干
渉抑圧性能を向上させることができる符号ダイバーシチ通信方法及び符号ダイバーシチ通
信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、携帯電話や無線ＬＡＮ（Local Area Network）などの移動体通信の需要が急速に
高まってきており、様々な通信方式が検討されている。その中でも多様な通信形態が可能
なスペクトル拡散（Spread Spectrum：SS）通信方式が注目されている。このＳＳ方式の
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一つに、直接スペクトルを拡散させる直接拡散スペクトル拡散(Direct Sequence/SS：DS/
SS)方式がある。このＤＳ／ＳＳ方式では、符号を各局に割り当てて多元接続通信(DS/SSM
A)を行うことができるものである。
【０００３】
ＤＳ／ＳＳＭＡでは、あらかじめ割り当てられた拡散系列を用いて、複数のユーザが共
通の通信路を同時に利用するものである。しかしながら、このとき、多元接続による他局
信号は、自局信号に対する干渉成分となってしまう。通常、この干渉の影響は小さいため
、受信機では正しく自局信号を相関検出することができるが、干渉信号の電力が自局信号
に比べて大きい場合には、大幅な通信品質の劣化を招いてしまう。この問題を一般に遠近
問題という（非特許文献１、２参照）。
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【０００４】
この遠近問題に対して、他局間干渉除去方式（非特許文献１参照）が提案されているが
、これは、受信信号成分に含まれる干渉信号の複製を作成し、除去するので、すべての局
のＰＮ（Pseudo Noise：疑似雑音）系列を知る必要がある。
また、直交化フィルタを用いて、干渉系列を直交させ、干渉を減らす方法も提案されて
いる（非特許文献３、４参照）。しかし、この方法では、直交させるまでに収束時間がか
かってしまう。
【０００５】
この他にも、受信信号の部分部分で相互相関値を推定し、その区間に重み付けを行う部
分相関重み制御法（非特許文献５参照）、部分相関重み制御法にＬＭＳ（Least Mean Squ
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are：最小二乗平均）アルゴリズムを導入する方法（非特許文献６参照）などが提案され
ている。しかし、これらの方法は、制御が難しくシステムが複雑になってしまう。
【０００６】
そこで、他局のＰＮ系列を知ることなく、また、他局の系列を推定することなく干渉を
抑圧する一方式として、既存のシステムの応用による符号ダイバーシチ方式（非特許文献
７参照）が提案されている。この方式は、いくつかの符号系列和を拡散系列として使用し
、和を取る前の個々の系列でダイバーシチ受信するものであり、システム構成が簡単であ
る。
【０００７】
尚、直接拡散符号分割多元接続方式によるスペクトラム拡散通信を行う際に、直交化に
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よる干渉キャンセラを収束させるスペクトラム拡散通信装置については、平成９（１９９
７）年７月３１日公開の特開平９−２００１７８号公報がある（特許文献１参照）。
【０００８】
【特許文献１】特開平９−２００１７８号公報
【非特許文献１】R.Kohno, Pseudo‑noise sequence and interference cancellation tec
hniques for spread spectrum system‑spread spectrum theory and techniques in Japa
n, IEICE、 Trans., vol. E74, no.5, pp.1083‑1092, May 1991.
【非特許文献２】M.Okubo and M.Nakagawa, Countermeasure against SSMA near‑far pro
blem using unknown sequence estimator, IEEE ISSSTA94, vol.1PP.167‑170,July 1994.
【非特許文献３】吉田尚正、後川彰久、柳修三、古谷之綱、「移動通信環境に適したDS/C
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DMA適応干渉キャンセラ」、信学技報、RCS93‑76,pp.47‑54 (1993.11).
【非特許文献４】吉田尚正、後川彰久、柳修三、古谷之綱、「高速フェージング伝送路に
適した遅延検波形DS/CDMA適応干渉キャンセラ」、信学論、vol.J77‑B‑ II,no.11, pp.618
‑627 (1994.11).
【非特許文献５】]朝戸英樹、太刀川信一、丸林元、「部分相関重み制御法によるDS/SSMA
の他局間干渉抑圧」、信学論、 vol.J79‑A,no.3,pp.785‑794 (1996‑03).
【非特許文献６】梅香一也、太刀川信一、「DS/CDMA部分相関重み制御法とLMSアルゴリズ
ムの適用」、信学技報、 SST96‑99,pp.7‑12 (1997‑03).
【非特許文献７】T.Seki, M.Hamamura, S.Tachikawa, Suppression Effects of Multiple
Access Interference in DS/CDMA with Code‑Diversity, IEICE, Trans.,vol.E82‑A,no.

50

(4)

JP 4534038 B2 2010.9.1

12,pp.2720‑2727, December 1999.
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
しかしながら、従来の符号ダイバーシチ方式では、送信出力が多値レベルとなってしま
うため、送信機出力段で線形性を保った大きな増幅器が必要となり、送信機出力段の負担
を増大させるという問題点があり、更に、ノイズ除去のための振幅リミッタを使用した場
合に、特性が劣化するという問題点があった。
【００１０】
本発明は上記実情に鑑みて為されたもので、送信信号の振幅を一定に保つ定振幅合成系
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列の構成とすることで、送信機出力段の負担を増大させることなく、干渉抑圧性能を向上
できる符号ダイバーシチ通信方法及び符号ダイバーシチ通信システムを提供することを目
的とする。
【００１１】
また、本発明の別の目的は、遠近問題下における特性を評価し、さらにその特性の改善
を得るためにブランチの構成法を工夫した符号ダイバーシチ通信方法及び符号ダイバーシ
チ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】
【００１２】
上記従来例の問題点を解決するための本発明は、直接拡散スペクトル拡散方式における
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符号ダイバーシチ通信方法であって、送信機側で、直交化巡回シフトＭ系列の集合の和に
、拡散用符号系列を乗じて定振幅となる系列を生成し、当該生成した系列に送信データを
乗じて送信することを特徴とする。
【００１３】
本発明は、上記符号ダイバーシチ通信方法において、直交化巡回シフトＭ系列の全ての
系列による合成振幅の値により、直交化巡回シフトＭ系列の各チップの値を除算して送信
電力の正規化を行うことを特徴とする。
【００１４】
本発明は、直接拡散スペクトル拡散方式における符号ダイバーシチ通信方法であって、
上記符号ダイバーシチ通信方法により送信された信号を受信する受信側では、拡散用符号
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系列と直交化巡回シフトＭ系列の部分集合の和系列によって逆拡散してブランチの相関を
出力し、相関の分散から対応する重み係数を算出して、逆拡散した信号に対応する重み係
数を乗算したものの和によって復調することを特徴とする。
【００１５】
本発明は、上記符号ダイバーシチ通信方法において、直交化巡回シフトＭ系列の集合を
ダイバーシチブランチ数で分割し、ブランチに割り当てることを特徴とする。
【００１６】
本発明は、上記符号ダイバーシチ通信方法において、直交化巡回シフトＭ系列の部分集
合について、相関の分散の小さいものから各ブランチに順に一系列ずつ割り当てることを
特徴とする。
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【００１７】
本発明は、上記符号ダイバーシチ通信方法において、直交化巡回シフトＭ系列の部分集
合について、相関の分散の小さいものから一つのブランチに集中的に割り当てることを特
徴とする。
【００１８】
本発明は、上記符号ダイバーシチ通信方法において、相関の分散が最も大きいブランチ
を不使用とすることを特徴とする。
【００１９】
本発明は、直接拡散スペクトル拡散方式における符号ダイバーシチ通信システムであっ
て、送信機が、直交化巡回シフトＭ系列の集合の和に、拡散用符号系列を乗じて定振幅と
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なる系列を生成し、当該生成した系列に送信データを乗じて送信する変調器を有すること
を特徴とする。
【００２０】
本発明は、直接拡散スペクトル拡散方式における符号ダイバーシチ通信システムであっ
て、受信機が、上記送信機から送信された信号を、拡散用符号系列と直交化巡回シフトＭ
系列の部分集合の和系列によって逆拡散する復調器と、逆拡散された信号を積分してブラ
ンチの相関を出力する積分器と、逆拡散した信号に、相関の分散に対応する重み係数を乗
算する乗算器と、乗算された信号を合成する合成器とを有することを特徴とする。
【００２１】
本発明は、上記受信機において、積分器と乗算器との間に、前記積分器からの相関出力
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について、相関の分散の小さいものから各ブランチに順に一系列ずつ割り当てる並び替え
回路を設けたことを特徴とする。
【００２２】
本発明は、上記受信機において、積分器と乗算器との間に、前記積分器からの相関出力
について、相関の分散の小さいものから一つのブランチに集中的に割り当てる並び替え回
路を設けたことを特徴とする。
【００２３】
本発明は、上記受信機において、並び替え回路が、相関の分散が最も大きいブランチを
不使用とすることを特徴とする。
【発明の効果】
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【００２４】
本発明によれば、直接拡散スペクトル拡散方式における符号ダイバーシチ通信方法であ
って、送信機側で、直交化巡回シフトＭ系列の集合の和に、拡散用符号系列を乗じて定振
幅となる系列を生成し、当該生成した系列に送信データを乗じて送信する符号ダイバーシ
チ通信方法としているので、送信機の出力段で負担を増大させることがないという効果が
ある。また、受信機前段に振幅リミッタを設けても、信号波形の劣化が少ないという効果
がある。
【００２５】
本発明によれば、直交化巡回シフトＭ系列の全ての系列による合成振幅の値により、直
交化巡回シフトＭ系列の各チップの値を除算して送信電力の正規化を行う上記符号ダイバ

30

ーシチ通信方法としているので、送信電力を抑えることができる効果がある。
【００２６】
本発明によれば、直接拡散スペクトル拡散方式における符号ダイバーシチ通信方法であ
って、上記符号ダイバーシチ通信方法により送信された信号を受信する受信側では、拡散
用符号系列と直交化巡回シフトＭ系列の部分集合の和系列によって逆拡散してブランチの
相関を出力し、相関の分散から対応する重み係数を算出して、逆拡散した信号に対応する
重み係数を乗算したものの和によって復調する符号ダイバーシチ通信方法としているので
、性能が劣化することもなく、干渉抑圧性能を向上できる効果がある。
【００２７】
本発明によれば、直接拡散スペクトル拡散方式における符号ダイバーシチ通信システム
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であって、直交化巡回シフトＭ系列の集合の和に、拡散用符号系列を乗じて定振幅となる
系列を生成し、当該生成した系列に送信データを乗じて送信する変調器を有する送信機と
しているので、送信機の出力段で負担を増大させることがないという効果がある。
【００２８】
本発明によれば、直接拡散スペクトル拡散方式における符号ダイバーシチ通信システム
であって、上記送信機から送信された信号を、拡散用符号系列と直交化巡回シフトＭ系列
の部分集合の和系列によって逆拡散する復調器と、逆拡散された信号を積分してブランチ
の相関を出力する積分器と、逆拡散した信号に、相関の分散に対応する重み係数を乗算す
る乗算器と、乗算された信号を合成する合成器とを有する受信機としているので、性能が
劣化することもなく、干渉抑圧性能を向上できる効果がある。
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【００２９】
本発明によれば、積分器と乗算器との間に、前記積分器からの相関出力について、相関
の分散の小さいものから各ブランチに順に一系列ずつ割り当てる並び替え回路を設けた上
記受信機としているので、自局系列と他局系列の初期位相のずれがあっても、特性を改善
することができる効果がある。
【００３０】
本発明によれば、積分器と乗算器との間に、前記積分器からの相関出力について、相関
の分散の小さいものから一つのブランチに集中的に割り当てる並び替え回路を設けた上記
受信機としているので、自局系列と他局系列の初期位相のずれがあっても、特性を改善す
ることができる効果がある。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
［本発明の実施の形態の概要］
本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
本発明の実施の形態に係る直接拡散スペクトル拡散方式における符号ダイバーシチ通信
方法及び符号ダイバーシチ通信システムは、送信機側では、直交化巡回シフトＭ系列の集
合の和に、拡散用ＰＮ系列を乗じて±１で定振幅となる系列をつくり、それにデータを乗
じて送信し、受信側では、拡散用ＰＮ系列と直交化巡回シフトＭ系列の一部の系列によっ
て逆拡散して相関をとり、相関の分散から重み係数を求め、重み係数を乗じて各ダイバー
シチのブランチの加算を得るようにしたものである。これにより、送信機の出力段で負担
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を増大させることがなく、また、受信機の振幅リミッタを設けても、性能が劣化すること
もなく、干渉抑圧性能を向上できる。
【００３２】
［定振幅合成系列の構成］
まず、本発明の実施の形態に係る直接拡散スペクトル拡散方式における符号ダイバーシ
チ通信方法の原理及び構成法について図１及び図２を参照しながら説明する。図１は、本
発明の実施の形態に係る符号ダイバーシチ方式における直交化巡回シフトＭ系列の集合の
和を示す説明図であり、図２は、本発明の実施の形態に係る符号ダイバーシチ方式におけ
る３つの信号系列の和を示す説明図である。尚、図２との対比において図１１に従来の３
つの信号系列の和を示す。
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【００３３】
本発明の実施の形態に係る符号ダイバーシチ方式において、拡散に用いる定振幅合成系
列を構成するためには、ＯＭとＰＮ1 の二つの系列が必要となる（実際には、ＰＮ1 のみ
でよいがその点は後述する）。ここで、ＯＭはそれぞれ直交化した巡回シフトＭ系列の和
であり、ＰＮ1 は別のＭ系列である。この直交化巡回シフトＭ系列の構成を示したのが図
１である。
【００３４】
図１のOrth Ｍ の各行の系列は、系列長Ｎの全てのチップに対して直交化係数αを加算
して直交化している。そのため、行列式中のａは、通常のチップ値にαを加算したａ1 ＝
１＋αのような値である。その直交化係数αは以下の［数１］に示す。但し、式中の±は
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、＋又は−の片方のみをとるものである。
【００３５】
【数１】

【００３６】
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このようにして表される直交化巡回シフトＭ系列の全ての系列による合成振幅（各列の
和）は、ある一定値（図１ではｃ）となる。これは、各列において、Ｍ系列の性質上、−
１が一つ多いということと、全てのチップ数Ｎに直交化係数αを加えていることから明ら
かである。その関係を次式［数２］に表す。
【００３７】
【数２】

10

【００３８】
この各チップが一定値となる直交化巡回シフトＭ系列和（ＯＭ）とＭ系列を各チップ積
算するので、定振幅となる合成系列を実現することができる。しかし、このままでは、通
常のＤＳ／ＳＳ方式で通信しているものよりも、送信電力が大きくなってしまうため、次
式［数３］で表される係数ｋを各チップに乗ずることにより、電力の正規化を行う。
図１では、各列の和ｃが一定値になるので、１／ｃを乗算することで原理的に正規化を
図っている。
【００３９】
【数３】

20

【００４０】
このときのｓi は送信信号の各チップの振幅成分を表している。ただ、本発明の実施の
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形態に係る符号ダイバーシチ方式における電力の正規化とは、直交化巡回シフトＭ系列の
各チップの値を全て１にすることと同義である。
従って、本発明の実施の形態に係る符号ダイバーシチ方式において、データ送信時にお
けるチップの値は、図４のように±の定振幅となり、これは、ＰＮ1 のみによるＤＳ／Ｓ
Ｓ方式と等価となる。図４は、従来の符号ダイバーシチと提案する（本発明の実施の形態
に係る）符号ダイバーシチでの送信時のチップ値の比較のグラフである。
図４に示すように、従来符号ダイバーシチはバー内部を斜線で示しており、提案符号ダ
イバーシチはバー内部を点線で示している。提案符号ダイバーシチの場合は、チップ値が
±１の定振幅となるものである。
【００４１】
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このことは、図２に示すように、拡散系列（３つの系列の和）が、±１の定振幅となる
ものである。これに対して、従来の符号ダイバーシチでは、図１１に示すように、拡散系
列（３つの系列の和）が、多レベルとなるものであった。
【００４２】
［システム構成］
次に、本発明の実施の形態に係る符号ダイバーシチ通信システムについて図３を参照し
ながら説明する。図３は、本発明の実施の形態に係る符号ダイバーシチ通信システムの構
成ブロック図である。
本発明の実施の形態に係る符号ダイバーシチ通信システム（本システム）は、図３に示
すように、送信機（Transmitter）１０と、受信機（Receiver）２０とから基本的に構成
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されている。
尚、送信機１０と受信機２０との間の伝送路に、図３では加算器が設けられているが、
これは、擬似的に発生させた干渉（Interference）と雑音（AWGN[Additive White Gaussi
an Noise：相加性白色ガウス雑音]）が送信信号に混入されることを示しているものであ
る。
また、図示はしていないが、伝送路にインパルス性バースト雑音等が含まれる場合には
、一般に、受信機２０の前段に、振幅リミッタが設けられる。
【００４３】
［送信機］
本システムの送信機１０は、定振幅合成系列を構成する系列ＯＭ×ＰＮ1 によって送信

10

するデータ（DATA）を拡散して出力する変調器１１を備えている。ここで、ＯＭは、直交
化した巡回シフトＭ系列の和であり、ＰＮ1 は、別のＭ系列である。変調器１１は、ＤＳ
Ｐ（Digital Signal Processor）等で実現できる。
【００４４】
また、送信機１０では、図示はしていないが、原理的には、直交巡回シフトＭ系列を形
成するために、各チップの値ａ1 〜ａN を巡回シフトさせる巡回シフトレジスタと、当該
シフトレジスタで巡回シフトさせて図１のように行列式となるよう内容を記憶する記憶部
と、図１における行列式の各列（縦方向）の和を演算する各列和の演算手段と、当該和（
一定値）の値から電力の正規化のための係数ｋを求める正規化係数演算手段と、係数ｋを
各チップに乗算する乗算手段により得られるものである。
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しかし、結果として、ＯＭは、＋１（又は−１）の一定値となる。そのため実際上は、
送信機に限っては、ＯＭの生成過程を省略でき、従来のＰＮ1 のみによるＤＳ／ＳＳ方式
としてよい。
【００４５】
［受信機］
受信機２０は、送信側で用いる合成系列ＯＭに対して、それを構成する個々の系列をブ
ランチに割り当て、各ブランチで相関演算を行うために、Ｍ個の逆拡散を行う復調器２１
と、逆拡散された信号を積分するＭ個の積分器２２と、積分結果に重み付けするＭ個の乗
算器２３と、各重み付けされた信号を合成する合成器２４と、±１の情報を判定するデー
タ判定器２５とを備えている。
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【００４６】
受信機２０では、図１の直交化巡回シフトＭ系列の集合（Ｎ個）をダイバーシチブラン
チ数でほぼ等分割し、その等分割した集合がＯＭ1 〜ＯＭM となり、各復調器２１でＯＭ
×ＰＮ1 〜ＯＭM ×ＰＮ1 で各々逆拡散される。

1

そして、各積分器２２では、逆拡散された信号を積分することで相関を得るものである
。
【００４７】
ＯＭ1 〜ＯＭM の生成は、図示はしていないが、直交巡回シフトＭ系列を形成するため
に、各チップの値ａ1 〜ａN を巡回シフトさせる巡回シフトレジスタと、当該シフトレジ
スタで巡回シフトさせて図１のように行列式となる内容を記憶する記憶部と、図１におけ
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る行列式の各列（縦方向）の部分集合の和を演算する各列和の演算手段とを備えている。
上記各手段等をまとめてＤＳＰ等で実現するものである。
尚、各部分系列（ＯＭ1 ×ＰＮ1 ，…，ＯＭM ×ＰＮ1 ）を受信機２０の外部の装置、
例えば、コンピュータ等の演算装置で演算して、受信機２０の復調器２１に提供するよう
にしてもよい。
具体的には、巡回シフトレジスタで各チップの値を巡回させ、巡回結果を記憶部に記憶
する。そして、ＯＭ1 ，…，ＯＭM を構成するのに必要な各部分集合の和を演算させる。
尚、受信機２０では、巡回シフトレジスタの個々の系列の振幅を一定として演算すれば、
全体の電力を正規化する必要がない。
【００４８】
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積分器２２における相関値が自局のみによる値に近い場合、他局系列との干渉による相
互相関の影響が小さいものであるから、乗算器２３で係数ｇを用いて大きな重み付けを行
うようにすれば、最も安定したデータ復調が行われるものである。
積分器２２における相関値が自局のみによる値と大きく異なる場合、他局系列との干渉
による相互相関の影響が大きいものであるから、乗算器２３で係数ｇを用いて小さな重み
付けを行うようにする。
つまり、干渉が多いと係数ｇは小さな値となり、干渉が少ないと係数ｇは大きな値とな
る。
【００４９】
そして、合成器２４で各ブランチの重み付けされた相関出力を合成して、データ判定器
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２５を介して出力する。
尚、乗算器２３における重み係数ｇについては、以下説明するが、各ブランチの相関出
力から相互相関の分散と雑音の分散を推定して、重み係数ｇを決定するものであるから、
受信機２０には、図示していないが、各ブランチの相関出力を入力し、重み係数ｇを算出
する制御部を備えており、その制御部から重み係数ｇが各乗算器２３に出力されるもので
ある。重み係数ｇの算出は、［数９］の式にて求められ、制御部では当該式を用いて重み
係数ｇを算出する手段を備えている。
【００５０】
［重み係数式の導出］
符号ダイバーシチでは、送信側で用いる合成系列に対して、受信側ではそれを構成する
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個々の系列をブランチに割り当て、各ブランチで相関演算を行う。このとき、各ブランチ
に割り当てられている系列はそれぞれパターンが異なるため、干渉による相互相関の影響
も各ブランチで異なる。
【００５１】
従って、相互相関の影響が最も少ない相関出力に対して大きな重み付けを行えば、最も
安定したデータ復調が行われることになる。そのために、各ブランチの相関出力から相互
相関の分散と雑音の分散を推定する方法と、重み係数ｇM の決定法を示す。
【００５２】
まず、ブランチがいくつかある中の一つのブランチｋに着目する。このブランチにおけ
る積分後の出力を次式［数４］のように定義する。
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【００５３】
【数４】

【００５４】
Ｓk は各ブランチにおける自局信号成分、Ｉk は干渉成分、Ｎk は雑音成分である。こ
こで、Ｅ［・］を・の平均を表すものとし、自局、他局のデータはランダムで平均が０と
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すると、それは次式［数５］で表される。
【００５５】
【数５】

【００５６】
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また、Ｓk 、Ｉk 、Ｎk は互いに独立であるから、その積による平均は、それぞれ独立
の平均の積と考えることができる。よって、以下の式［数６］で表される。
【００５７】
【数６】

【００５８】

10

従って、式［数４］の２乗平均は、次式［数７］のようになる。
【００５９】
【数７】
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【００６０】
ここで、自局信号のみの積分出力の二乗平均Ｅ［Ｓ2 ］が既知であるとすると、式［数
７］を変形することによって、以下の式［数８］のように、干渉成分の分散と雑音成分の
分散の和、つまり妨害成分の分散の大きさを推定することが出来る。
【００６１】
【数８】

30

【００６２】
このとき、各ブランチに入力する雑音の大きさは同じであるため、雑音の分散値は各ブ
ランチとも同じである。従って、式［数８］より、それぞれのブランチに割り当てられた
系列と干渉系列との相互相関の影響の大きさを知ることができる。これにより、各ブラン
チにおける他局系列との相互相関の影響も含んだ積分出力に対応する係数ｇM を以下の式
［数９］のように定義する。ここで、ｋはブランチ番号（１、２、・・・Ｍ）、μは信号
成分の積分出力である。
尚、係数ｇM は、干渉が多いほど値が小さくなるものである。
【００６３】
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【数９】

【００６４】
［ブランチ構成法］
符号ダイバーシチでは、送信側で用いる合成系列（各系列で互いに直交関係が成り立っ
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ている）に対して、受信側では、それを構成する個々の系列を割り当てる。従来の符号ダ
イバーシチでは、いくつかの符号系列を各チップ加算したもので拡散系列を構成し、受信
側では拡散系列に用いた±１の定振幅系列ごとにブランチを設ける。
【００６５】
しかし、この方法では、使用する符号系列を固定するため、自局系列と他局系列の初期
位相のずれによっては、特性の改善効果に大きな差が生じることが考えられる。このとき
、もし特性が悪い場合には、使用する拡散系列を変える、もしくは増やす必要があるため
、送信機での系列制御が必要となってしまう。
【００６６】
それに対して、本発明の実施の形態に係る符号ダイバーシチ方式の場合には、直交化巡
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回シフトＭ系列を利用した定振幅合成系列を用いているため、受信側では、Ｎ（系列長）
個の系列を利用することができる。
このＮ個の系列を、干渉系列による相互相関の影響を小さくするように、ブランチごと
に組み合わせることができれば、他局系列の初期位相がどの点であっても、より特性を改
善することが期待できる。
【００６７】
以下に、本発明の実施の形態で検討するブランチ構成法を５通り示す（（ａ）〜（ｄ）
）。ここで、（ｂ）〜（ｄ）では、逆拡散に使用する全ての系列（Ｎ個）を各位相ずれご
とに相互相関の分散が小さい順に並べ、それらから構成する方法である。
また、図５に（ａ）のブランチ構成の例を示す。図５は、ブランチ構成法（ａ）の一例
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を示す概略図である。図５では、系列長Ｎ＝３１、ブランチ数Ｍ＝３の場合を示している
。図中のβは、図１の行列式で表される系列にＰＮ1 を積したものである。（ｂ）以後で
は、合成する要素の系列が変わるものである。
【００６８】
ブランチ構成法（ａ）は、直交化巡回シフトＭ系列の集合（Ｎ個）をダイバーシチブラ
ンチ数でほぼ等分割し、ブランチに割り当てる方法である。
【００６９】
ブランチ構成法（ｂ）は、分散が小さいものから各ブランチに一系列ずつ割り当てる方
法（（ａ）の割り当て方法と似ている）である。
【００７０】
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ブランチ構成法（ｃ）は、分散が小さいものから一つのブランチに集中的に割り当てる
方法（あるブランチは分散が小さいものの集まり、あるブランチは分散が大きいものの集
まりとなる）である。
【００７１】
ブランチ構成法（ｄ）は、（ｃ）において分散が最も大きいブランチを不使用とする方
法である。
【００７２】
上記ブランチ構成法（ｂ）〜（ｄ）をもう少し具体的に説明すると、例えば、図１のＯ
Ｍの行列における行（横方向）の各系列を行系列とよぶと、まず、その各行系列の相関値
の分散値（以下、分散と記す）を求める。
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そして、ブランチが３だとすると、第１のブランチに行系列の中で最も分散の小さいも
のを割り当て、次に分散が小さい行系列を第２のブランチに割り当て、次に分散が小さい
行系列を第３のブランチに割り当て、更に、次に分散が小さい行系列を第１のブランチに
割り当て、以下、同様に繰り返して、割り当てるのがブランチ構成法（ｂ）である。
【００７３】
ブランチ構成法（ｃ）は、第１のブランチに各行系列の中で分散の小さい行系列を集中
的に複数割り当て、第２のブランチに次に分散の小さい行系列を複数割り当てるようにし
たものである。
尚、ブランチ構成法（ｄ）は、上記（ｃ）で第１〜３のブランチに各行系列を割り当て
た後に、分散が最も大きいブランチ、つまり第３のブランチを利用しないようにしたもの
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である。
【００７４】
［別のシステム構成］
ブランチ構成法（ａ）については、図３のシステム構成で実現可能であるが、ブランチ
構成法（ｂ）〜（ｄ）については、特殊であるため、図３のシステム構成では実現できな
い。そこで、ブランチ構成法（ｂ）〜（ｄ）を実現する本発明の別の実施の形態に係る符
号ダイバーシチ通信システム（別のシステム）の構成を図６を参照しながら説明する。図
６は、本発明の別の実施の形態に係る符号ダイバーシチ通信システムの構成ブロック図で
ある。
20

【００７５】
別のシステムは、図６に示すように、基本的には、図３と同様であり、相違するのは、
受信機２０において、

行系列（Ｎ個）毎の復調器２１と積分器２２を設け、また、積分

器２２と乗算器２３との間に並び替え回路２６が設けられている点である。
【００７６】
並び替え回路２６は、復調器２１と積分器２２で、各行系列の相関値を入力し、相関値
によって分散の大小を決定して、ブランチ数に相当する乗算器２３にブランチ構成法（ｂ
）〜（ｄ）による割り当てを行い、乗算器２３で重み係数を乗算して合成器２４で合成し
、データ判定器２５を介して出力するようになっている。
【００７７】
従って、並び替え回路２６には、相関値から分散の大小を決定する判定手段と、ブラン
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チ構成法（ｂ）〜（ｄ）のアルゴリズムに従って行系列を割り当て、その合成による相関
値を算出する手段を有している。
【００７８】
［シミュレーション］
提案する定振幅合成系列による符号ダイバーシチと、従来の符号ダイバーシチの特性を
比較する。そして、受信機におけるブランチ構成方法の違いによる特性の変化を示す。
【００７９】
［符号ダイバーシチの特性］
定振幅合成系列による符号ダイバーシチと、従来の符号ダイバーシチの特性を比較する
。シミュレーション諸元を図７に示し、得られたＢＥＲ（Bit Error Rate：誤り率）特性
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を図８に示す。図７は、シミュレーション諸元を示す図であり、図８は、提案法（本発明
の実施の形態）と従来法のＢＥＲ特性の比較を示すグラフである。このとき、従来法のブ
ランチ数は５、提案法のブランチ構成法は（ａ）を用いるものとする。
また、式［数９］の重み係数設定のために、１０００［bits］のＥ［Ｉi2］＋Ｅ［Ｎi2
］の推定時間を設けた。
【００８０】
図８より、ＳＩＲ（Signal Interference Rate）＝−１０［dB］（他局信号電力が自局
信号電力の１０倍）において、本発明の実施の形態に係る符号ダイバーシチ方式（提案方
式）の特性が、従来の符号ダイバーシチ方式と同等の特性傾向を示し、干渉を抑圧できて
いることがわかる。
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【００８１】
具体的な数値にすると、Ｅｂ／Ｎｏが１０［dB］において、ＤＳ／ＳＳ方式によるＢＥ
Ｒは３．８×１０‑2であるのに対し、提案方式では、最大８．５×１０‑3まで改善するこ
とができた。
【００８２】
また、ブランチ数が２、３、５の特性を比較すると、ブランチ数が増えるに従い、特性
の改善効果が大きくなっているが、ブランチ数が８になると、逆にその特性は若干悪くな
っていることがわかる。これについては、合成後のＳＮＲ（Signal Noise Rate）と各ブ
ランチのＳＩＲとのトレードオフの関係から、ブランチ数には最適値が存在することが知
られている。

10

【００８３】
このように、提案方式が従来の符号ダイバーシチと同等の性能を持つのであれば、従来
のＤＳ／ＳＳ方式のように、一つのＭ系列などによって送信することができる提案方式の
方が、ハードウェア構成上から見ても回路規模を小さくできるメリットがある。
【００８４】
［ブランチ構成法による特性の変化］
ここでは、受信機におけるブランチ構成方法の違いによる特性の違いを比較する。検証
するブランチ構成パターンは、（ｂ）〜（ｄ）とし、シミュレーション環境は図７と同様
である。
【００８５】
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但し、対象とするブランチ数は、（ｂ）〜（ｄ）においては、３，５ブランチとした。
また、（ｂ）〜（ｄ）による結果を図９、図１０に示す。図９は、ブランチ数３における
ブランチ構成法（ｂ）〜（ｄ）の特性を示すグラフであり、図１０は、ブランチ数５にお
けるブランチ構成法（ｂ）〜（ｄ）の特性を示すグラフである。
【００８６】
図９、図１０の結果より、分散の小さい系列からブランチに集中的に割り当てる（ｃ）
のブランチ構成方法が最もＢＥＲ特性がよいことがわかる。この理由としては、干渉系列
との相互相関の分散が小さい系列で構成されているブランチの重み係数は大きくなり、相
互相関の分散が大きい系列で構成されているブランチは重み係数が小さくなるため、正し
い判定が行われているブランチがうまく強調されることになり、誤りが少なくなると考え
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られる。
【００８７】
これに対して、同様のブランチ構成方法でも、（ｄ）のように最も悪いブランチを不使
用とする方法が（ｃ）よりも劣化する理由は、次のように考えられる。まず、（ｄ）の方
法ではブランチの一つを捨てているので、各ブランチで使用する系列数が（ｃ）に比べて
少なくなる。そのため、各ブランチにおける信号成分は（ｃ）の方が大きいので、（ｄ）
の特性は（ｃ）よりも劣化すると考えられる（干渉干渉成分の劣化より、幾分でも信号成
分としての寄与が大きいブランチは残した方がよいことになる）。
【００８８】
このように、本提案方式では、従来の符号ダイバーシチ方式のように送信機側で符号系
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列を変えるのではなく、受信機においてブランチの構成を変更することによって特性の改
善を図ることができるものである。
【００８９】
［まとめ］
本発明の実施の形態では、定振幅となる合成系列を用いた符号ダイバーシチ方式を提案
し、その原理および構成法を説明した。また、本提案方式が、従来の符号ダイバーシチ方
式と同等の干渉抑圧性能を有することを確認し、ブランチの構成方法によっては、さらに
干渉抑圧性能を向上させることができることを確認した。
【００９０】
これらのことから、本提案方式は、送信機構成に関しては従来のＤＳ／ＳＳシステムで
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よく、干渉抑圧性能を向上させるために、受信機のブランチ構成を変更し、ダイバーシチ
受信するという、受信機側における工夫だけでよいという利点がある。
【００９１】
［実施の形態の効果］
本発明の実施の形態に係る符号ダイバーシチ通信方法及び符号ダイバーシチ通信システ
ムによれば、送信機側では、直交化巡回シフトＭ系列全ての和に、拡散用ＰＮ系列を乗じ
て±１で定振幅となる系列をつくり、それにデータを乗じて送信し、受信側では、拡散用
ＰＮ系列と直交化巡回シフトＭ系列の一部の系列によって相関をとり、相関の分散から重
み係数を求め、重み係数を乗じて各ダイバーシチのブランチの加算を得るようにしている
ので、送信機の出力段で負担を増大させることがなく、受信機の振幅リミッタによって性
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能が劣化することもなく、干渉抑圧性能を向上できる効果がある。
【００９２】
また、本発明の別の実施の形態に係る符号ダイバーシチ通信方法及び符号ダイバーシチ
通信システムによれば、ブランチの構成法を工夫して上記ブランチ構成法（ｂ）〜（ｄ）
を採用することにより、自局系列と他局系列の初期位相のずれがあっても、特性を改善す
ることができる効果がある。
【産業上の利用可能性】
【００９３】
本発明は、送信信号の振幅を一定に保つ定振幅合成系列の構成とすることで、干渉抑圧
性能を向上できる符号ダイバーシチ通信方法及び符号ダイバーシチ通信システムに好適で
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ある。
【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】本発明の実施の形態に係る符号ダイバーシチ方式における直交化巡回シフトＭ系
列の集合の和を示す説明図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る符号ダイバーシチ方式における３つの信号系列の和を
示す説明図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る符号ダイバーシチ通信システムの構成ブロック図であ
る。
【図４】従来の符号ダイバーシチと提案する（本発明の実施の形態に係る）符号ダイバー
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シチでの送信時のチップ値の比較のグラフである。
【図５】ブランチ構成法（ａ）の一例を示す概略図である。
【図６】本発明の別の実施の形態に係る符号ダイバーシチ通信システムの構成ブロック図
である。
【図７】シミュレーション諸元を示す図である。
【図８】提案法（本発明の実施の形態）と従来法のＢＥＲ特性の比較を示すグラフである
。
【図９】ブランチ数３におけるブランチ構成法（ｂ）〜（ｄ）の特性を示すグラフでであ
る。
【図１０】ブランチ数５におけるブランチ構成法（ｂ）〜（ｄ）の特性を示すグラフであ
る。
【図１１】従来の符号ダイバーシチ方式における３つの信号系列の和を示す説明図である
。
【符号の説明】
【００９５】
１０…送信機、

１１…変調器、

２０…受信機、

２１…復調器、

２３…乗算器、

２４…合成器、

２５…データ判定器、

２２…積分器、

２６…並び替え回路
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