
JP 4611182 B2 2011.1.12

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＯＦＣＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ａｎｄ Ｃｏｄｅ Ｄｉｖｉｓ
ｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）方式に対応した無線端末装置のハードウェアリソー
スを備え、前記ＯＦＣＤＭ方式に対応した無線端末装置のハードウェアリソースによって
ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅｘｉｎｇ）方式とＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ａｃｃ
ｅｓｓ）方式との両方式に対応する構成に再構成する無線端末装置であって、
　前記ＯＦＣＤＭ方式に対応した無線端末装置は、前記ＯＦＤＭ方式と前記ＣＤＭＡ方式
との両方式に対応した同期検出を行う同期検出部を有する無線端末装置。
【請求項２】
　ＯＦＣＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ａｎｄ Ｃｏｄｅ Ｄｉｖｉｓ
ｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）方式に対応した無線端末装置のハードウェアリソー
スを備え、前記ＯＦＣＤＭ方式に対応した無線端末装置のハードウェアリソースによって
ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅｘｉｎｇ）方式とＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ａｃｃ
ｅｓｓ）方式との両方式に対応する構成に再構成する無線端末装置であって、
　前記ＯＦＣＤＭ方式に対応した無線端末装置は、前記ＯＦＤＭ方式と前記ＣＤＭＡ方式
との両方式に対応したチャネル推定を行うチャネル推定部を有する無線端末装置。
【請求項３】
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　前記ＯＦＣＤＭ方式に対応した無線端末装置は、更に、フーリエ変換部を有し、
　前記フーリエ変換部は、前記ＯＦＤＭ方式に対応したフーリエ変換あるいは逆フーリエ
変換を行う請求項１または２記載の無線端末装置。
【請求項４】
　前記ＯＦＣＤＭ方式に対応した無線端末装置は、更に、フーリエ変換部を有し、
　前記フーリエ変換部は、前記ＯＦＤＭ方式として複数のＯＦＤＭ方式に対応したフーリ
エ変換あるいは逆フーリエ変換を行う請求項１または２記載の無線端末装置。
【請求項５】
　前記ＯＦＣＤＭ方式に対応した無線端末装置は、更に、逆拡散部を有し、
　前記逆拡散部は、前記ＣＤＭＡ方式に対応した逆拡散を行う請求項１または２記載の無
線端末装置。
【請求項６】
　前記ＯＦＣＤＭ方式に対応した無線端末装置は、更に、フィルタ部を有し、
　前記フィルタ部は、前記ＯＦＤＭ方式に対応したフィルタ動作を行う請求項１または２
記載の無線端末装置。
【請求項７】
　前記ＯＦＣＤＭ方式に対応した無線端末装置は、前記ＯＦＣＤＭ方式の通信エリアから
外れた場合に、前記ＯＦＣＤＭ方式に対応した無線端末装置のハードウェアリソースが前
記ＯＦＤＭ方式と前記ＣＤＭＡ方式との両方式に対応する構成に再構成される請求項１ま
たは２記載の無線端末装置。
【請求項８】
　前記ＯＦＣＤＭ方式に対応した無線端末装置は、前記ＯＦＣＤＭ方式の通信エリアから
外れた場合に、前記同期検出部が前記ＯＦＤＭ方式と前記ＣＤＭＡ方式との両方式に対応
する構成に再構成される請求項１記載の無線端末装置。
【請求項９】
　前記ＯＦＣＤＭ方式がＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式である請求項１または２記載の無線端末
装置。
【請求項１０】
　前記ＣＤＭＡ方式がＷ－ＣＤＭＡ方式である請求項１または２記載の無線端末装置。
【請求項１１】
　前記ＯＦＤＭ方式がＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式である請求項１または２記載の無線端
末装置。
【請求項１２】
　前記ＯＦＤＭ方式がＩＳＤＢ－Ｔ方式である請求項１または２記載の無線端末装置。
【請求項１３】
　ＯＦＣＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ａｎｄ Ｃｏｄｅ Ｄｉｖｉｓ
ｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）方式に対応した無線端末装置のハードウェアリソー
スを備えた無線端末装置において、前記ＯＦＣＤＭ方式に対応した無線端末装置のハード
ウェアリソースを用いてＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｄｉｖｉ
ｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）方式とＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅ Ａｃｃｅｓｓ）方式との両方式に対応する構成に再構成する通信方式切
り換え方法であって、
　前記ＯＦＣＤＭ方式に対応した無線端末装置に含まれる同期検出部は、前記ＯＦＤＭ方
式と前記ＣＤＭＡ方式との両方式に対応した同期検出を行う通信方式切替方法。
【請求項１４】
　ＯＦＣＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ａｎｄ Ｃｏｄｅ Ｄｉｖｉｓ
ｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）方式に対応した無線端末装置のハードウェアリソー
スを備えた無線端末装置において、前記ＯＦＣＤＭ方式に対応した無線端末装置のハード
ウェアリソースを用いてＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｄｉｖｉ
ｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）方式とＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍ
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ｕｌｔｉｐｌｅ Ａｃｃｅｓｓ）方式との両方式に対応する構成に再構成する通信方式切
り換え方法であって、
　前記ＯＦＣＤＭ方式に対応した無線端末装置に含まれるチャネル推定部は、前記ＯＦＤ
Ｍ方式と前記ＣＤＭＡ方式との両方式に対応したチャネル推定を行う通信方式切替方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の通信方式に対応可能な無線端末装置及び通信方式切り換え方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数の通信方式に対応する無線端末装置として、複数の変復調方式に柔軟に対応
できるようにした変調回路、復調回路及び無線装置が知られている（例えば、特許文献１
参照）。
【０００３】
　図１６は、前記特許文献１に記載された従来の複数の通信方式に対応する無線装置とし
ての送信機を示すブロック図である。図１６において、送信機は、多種類の変調機能を実
現する変調回路１１００と、変調回路１１００から出力されるベースバンド信号（Ｉ信号
とＱ信号とからなる）の帯域制限を行うＬＰＦ１１１７と、帯域制限されたベースバンド
信号をＩＦ信号に変換する直交変調器１１１８と、直交変調器１１１８で変換されたＩＦ
信号をローカル発振器１１２０からのローカル信号に基づき送信周波数に周波数変換する
アップコンバータ１１１９と、送信周波数に周波数変換された送信信号を電力増幅する電
力増幅器１１２１と、送信アンテナ１１２２とを備えている。
【０００４】
　変調回路１１００は、ＱＰＳＫ変調回路１１０２と、８ＰＳＫ変調回路１１０３と、６
４ＱＡＭ変調回路１１０４と、拡散変調回路１１０７と、第１ＯＦＤＭ変調回路１１１０
及び第２ＯＦＤＭ変調回路１１１１と、各変調回路の接続関係を切り換える各スイッチ１
１０１、１１０５、１１０６、１１０８、１１０９、１１１２と、各スイッチを制御して
変調回路を切り換えることにより複数の変調方式に柔軟に対応できるようにする変調制御
回路１１１５と、各変調回路への電源供給を制御する電源制御回路１１１４と、Ｄ／Ａ変
換器１１１３とを備えている。
【０００５】
　また、次世代の移動体通信サービス（いわゆる第４世代移動体通信サービス）に向けた
通信方式の開発が開始されており、基地局からユーザに向けた下り方向にＶＳＦ－ＯＦＣ
ＤＭ方式を用い、上り方向にキャリア数が２のＭＣ（マルチキャリア）／ＤＳ－ＣＤＭＡ
方式を用いることが提案されている（非特許文献１参照）。
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－３１８９９９号公報（図１）
【非特許文献１】「日経エレクトロニクス」　２００２年１０月７日号　第１２９－１３
８頁
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、前記特許文献１に記載の従来の無線装置は、複数の通信方式に対応する
ために複数の変復調部を有し、ある通信方式で通信を行っている際にはその通信方式に対
応しない変復調部は使用されないため、冗長度の大きいハードウェア構成になってしまう
という課題を有していた。例えば、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ Ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ：直交周波数分割多重）方式とＣＤＭＡ
（Ｃｏｄｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ａｃｃｅｓｓ：符号分割多元接続）方
式の両方式に対応するには、双方の通信方式に対応可能な冗長度の大きいハードウェア構
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成が必要となる。
【０００８】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、一方式に対応したハードウェアリソース
を用いて、複数の方式に対応するための冗長度の小さい構成を実現できる無線端末装置及
び通信方式切り換え方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の無線端末装置は、ＯＦＣＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ａ
ｎｄ Ｃｏｄｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）方式に対応した無線端末
装置のハードウェアリソースを備え、この無線端末装置のハードウェアリソースによって
ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅｘｉｎｇ）方式とＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ａｃｃ
ｅｓｓ）方式との両方式に対応する構成に再構成するものである。
【００１０】
　上記構成により、一つの方式に対応したハードウェアリソースを用いて、複数の通信方
式に対応するために冗長度の小さい構成が可能になる。
【００１１】
　また、本発明は、上記の無線端末装置であって、前記ＯＦＣＤＭ方式に対応した無線端
末装置が同期検出部を有し、前記同期検出部は、前記ＯＦＤＭ方式と前記ＣＤＭＡ方式と
の両方式に対応した同期検出を行うものとする。
【００１２】
　上記構成により、同期検出部においてＯＦＤＭ方式とＣＤＭＡ方式の両方式に対応した
同期検出処理を行うことができるので、複数の通信方式に対応するために冗長度の小さい
構成が可能になる。
【００１３】
　また、本発明は、上記の無線端末装置であって、前記ＯＦＣＤＭ方式に対応した無線端
末装置がフーリエ変換部を有し、前記フーリエ変換部は、前記ＯＦＤＭ方式に対応したフ
ーリエ変換あるいは逆フーリエ変換を行うものとする。
【００１４】
　上記構成により、フーリエ変換部においてＯＦＤＭ方式に対応したフーリエ変換あるい
は逆フーリエ変換処理を行うことができるので、複数の通信方式に対応するために冗長度
の小さい構成が可能になる。
【００１５】
　また、本発明は、上記の無線端末装置であって、前記ＯＦＣＤＭ方式に対応した無線端
末装置がフーリエ変換部を有し、前記フーリエ変換部は、前記ＯＦＤＭ方式として複数の
ＯＦＤＭ方式に対応したフーリエ変換あるいは逆フーリエ変換を行うものとする。
【００１６】
　上記構成により、フーリエ変換部において複数のＯＦＤＭ方式に対応したフーリエ変換
あるいは逆フーリエ変換処理を行うことができるので、複数の通信方式に対応するために
冗長度の小さい構成が可能になる。
【００１７】
　また、本発明は、上記の無線端末装置であって、前記ＯＦＣＤＭ方式に対応した無線端
末装置が逆拡散部を有し、前記逆拡散部は、前記ＣＤＭＡ方式に対応した逆拡散を行うも
のとする。
【００１８】
　上記構成により、逆拡散部においてＣＤＭＡ方式に対応した逆拡散処理を行うことがで
きるので、複数の通信方式に対応するために冗長度の小さい構成が可能になる。
【００１９】
　また、本発明は、上記の無線端末装置であって、前記ＯＦＣＤＭ方式に対応した無線端
末装置がチャネル推定部を有し、前記チャネル推定部は、前記ＯＦＤＭ方式と前記ＣＤＭ
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Ａ方式の両方式に対応したチャネル推定を行うものとする。
【００２０】
　上記構成により、チャネル推定部においてＯＦＤＭ方式とＣＤＭＡ方式に対応した逆拡
散処理を行うことができるので、複数の通信方式に対応するために冗長度の小さい構成が
可能になる。
【００２１】
　また、本発明は、上記の無線端末装置であって、前記ＯＦＣＤＭ方式に対応した無線端
末装置がフィルタ部を有し、前記フィルタ部は、前記ＯＦＤＭ方式に対応したフィルタ動
作を行うものとする。
【００２２】
　上記構成により、フィルタ部においてＯＦＤＭ方式に対応したフィルタ動作を行うこと
ができるので、複数の通信方式に対応するために冗長度の小さい構成が可能になる。
【００２３】
　また、本発明は、上記の無線端末装置であって、前記ＯＦＣＤＭ方式に対応した無線端
末装置が前記ＯＦＣＤＭ方式の通信エリアから外れた場合に、この無線端末装置のハード
ウェアリソースが前記ＯＦＤＭ方式と前記ＣＤＭＡ方式との両方式に対応する構成に再構
成されるものとする。
【００２４】
　上記構成により、ＯＦＣＤＭ方式の通信エリアから外れた場合にＣＤＭＡ方式とＯＦＤ
Ｍ方式の両方式に対応した無線通信を行うことが可能である。
【００２５】
　また、本発明は、上記の無線端末装置であって、前記ＯＦＣＤＭ方式に対応した無線端
末装置が前記ＯＦＣＤＭ方式の通信エリアから外れた場合に、前記同期検出部が前記ＯＦ
ＤＭ方式と前記ＣＤＭＡ方式との両方式に対応する構成に再構成されるものとする。
【００２６】
　上記構成により、ＯＦＣＤＭ方式の通信エリアから外れた場合にＣＤＭＡ方式とＯＦＤ
Ｍ方式の両方式に対応した無線通信を行うことが可能である。
【００２７】
　また、本発明は、上記の無線端末装置であって、前記ＯＦＣＤＭ方式がＶＳＦ－ＯＦＣ
ＤＭ方式であるものとする。
　これにより、ＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式に対応したハードウェアリソースを用いて、ＯＦ
ＤＭ方式とＣＤＭＡ方式の両方式に対応する構成に再構成し、冗長度の小さい構成でＯＦ
ＤＭ方式とＣＤＭＡ方式の両方式の無線通信を行うことが可能となる。
【００２８】
　また、本発明は、上記の無線端末装置であって、前記ＣＤＭＡ方式がＷ－ＣＤＭＡ方式
であるものとする。
　これにより、冗長度の小さい構成でＯＦＤＭ方式と共にＷ－ＣＤＭＡ方式に対応した無
線通信を行うことが可能となる。
【００２９】
　また、本発明は、上記の無線端末装置であって、前記ＯＦＤＭ方式がＩＥＥＥ８０２．
１１ａ方式であるものとする。
　これにより、冗長度の小さい構成でＣＤＭＡ方式と共にＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式に
対応した無線通信を行うことが可能となる。
【００３０】
　また、本発明は、上記の無線端末装置であって、前記ＯＦＤＭ方式がＩＳＤＢ－Ｔ方式
であるものとする。
　これにより、冗長度の小さい構成でＣＤＭＡ方式と共にＩＳＤＢ－Ｔ方式に対応した無
線通信を行うことが可能となる。
【００３１】
　本発明の通信方式切り換え方法は、ＯＦＣＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ Ｆｒｅｑｕｅ
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ｎｃｙ ａｎｄ Ｃｏｄｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）方式に対応した
無線端末装置のハードウェアリソースを備えた無線端末装置における通信方式切り換え方
法であって、この無線端末装置のハードウェアリソースを用いてＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇ
ｏｎａｌ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）方式とＣ
ＤＭＡ（Ｃｏｄｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ａｃｃｅｓｓ）方式との両方式
に対応する構成に再構成するものである。
【００３２】
　これにより、一つの方式（ＯＦＣＤＭ方式）に対応したハードウェアリソースを用いて
、複数の通信方式（ＯＦＤＭ方式とＣＤＭＡ方式）に対応するように通信方式を切り換え
ることができ、冗長度の小さい構成で複数の通信方式の無線通信が可能である。
【００３３】
　また、本発明は、上記の通信方式切り換え方法であって、前記ＯＦＣＤＭ方式に対応し
た無線端末装置が前記ＯＦＣＤＭ方式の通信エリアから外れた場合に、前記ＯＦＤＭ方式
と前記ＣＤＭＡ方式との両方式に対応する構成に再構成するものとする。
【００３４】
　これにより、ＯＦＣＤＭ方式の通信エリアから外れた場合にＣＤＭＡ方式とＯＦＤＭ方
式の両方式に対応するように通信方式を切り換えることができ、ＣＤＭＡ方式とＯＦＤＭ
方式の無線通信を行うことが可能である。
【００３５】
　また、本発明は、上記の通信方式切り換え方法であって、前記ＯＦＣＤＭ方式に対応し
た無線端末装置が前記ＯＦＣＤＭ方式の通信エリアから外れた場合に、前記同期検出部が
前記ＯＦＤＭ方式と前記ＣＤＭＡ方式との両方式に対応する構成に再構成するものとする
。
【００３６】
　これにより、ＯＦＣＤＭ方式の通信エリアから外れた場合にＣＤＭＡ方式とＯＦＤＭ方
式の両方式に対応するように通信方式を切り換えることができ、ＣＤＭＡ方式とＯＦＤＭ
方式の無線通信を行うことが可能である。
【発明の効果】
【００３７】
　本発明によれば、一方式に対応したハードウェアリソースを用いて、複数の方式に対応
するための冗長度の小さい構成を実現できる無線端末装置及び通信方式切り換え方法を提
供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　以下の実施形態では、ＯＦＣＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ａｎｄ
 Ｃｏｄｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ：直交周波数・符号分割多重）
方式のハードウェアリソースを用いて、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ Ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ：直交周波数分割多重）方式とＣＤ
ＭＡ（Ｃｏｄｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ａｃｃｅｓｓ：符号分割多元接続
）方式の両方式に対応するように再構成する無線端末装置の例を示す。
【００３９】
　（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態における無線端末装置の構成を示すブロック図である
。図１において、第１の実施形態の無線端末装置１００Ａは、ＲＦ送信部１１０Ａと、Ｒ
Ｆ受信部１２０Ａと、ベースバンド部１３０Ａとを有して構成される。
【００４０】
　ＲＦ送信部１１０Ａは、第１のＲＦ送信部１１１と、第２のＲＦ送信部１１２と、第３
のＲＦ送信部１１３と、第１のＤ／Ａ部１１４と、第２のＤ／Ａ部１１５と、第３のＤ／
Ａ部１１６とを有している。
【００４１】
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　ＲＦ受信部１２０Ａは、第１のＲＦ受信部１２１と、第２のＲＦ受信部１２２と、第３
のＲＦ受信部１２３と、第１のＡ／Ｄ部１２４と、第２のＡ／Ｄ部１２５と、第３のＡ／
Ｄ部１２６とを有している。
【００４２】
　ベースバンド部１３０Ａは、スイッチ１３１と、スイッチ１３２と、スイッチ１３３と
、スイッチ１３４と、スイッチ１３５と、スイッチ１３６と、スイッチ１３７と、合成部
１４１と、フィルタ部１４２と、フィルタ部１４３と、フィルタ部１９０と、フィルタ部
１９１と、フィルタ部１９２と、変調部１４４と、変調部１４５と、誤り訂正符号部１４
６と、誤り訂正符号部１４７と、拡散コード生成部１４８と、乗算部１４９と、ガードイ
ンターバル挿入部（ＧＩ挿入部）１５０と、信号処理部１５１と、直列並列変換部１５２
と、制御部１６０と、ガードインターバル削除部（ＧＩ削除部）１６１と、同期検出部１
６２と、パスサーチ部１６３と、拡散コード生成部１６４と、チャネル推定部１６５と、
乗算部１６６と、乗算部１６７と、乗算部１６８と、乗算部１６９と、遅延部１７０と、
合成部１７１と、Ｒａｋｅ合成部１７２と、並列直列変換部１７４と、復調部１７５と、
誤り訂正復号部１７６と、復調部１７８と、誤り訂正復号部１７９を有している。
【００４３】
　本実施形態は、ＯＦＣＤＭ方式としてＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ（Ｖａｒｉａｂｌｅ Ｓｐｒ
ｅａｄｉｎｇ Ｆａｃｔｏｒ：可変拡散率）方式に対応し、ＣＤＭＡ方式としてＷ－ＣＤ
ＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ－Ｃｏｄｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ａｃｃｅｓｓ
：広帯域符号分割多元接続）方式に対応し、ＯＦＤＭ方式としてＩＥＥＥ８０２．１１ａ
方式に対応している。
【００４４】
　ＲＦ送信部１１０Ａにおける第１のＲＦ送信部１１１及び第１のＤ／Ａ部１１４は、Ｖ
ＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式に対応したＲＦ部である。第１のＤ／Ａ部１１４は入力されたＶＳ
Ｆ－ＯＦＣＤＭ方式で変調されたデジタル信号をアナログ信号に変換して出力し、第１の
ＲＦ送信部１１１は入力された前記アナログ信号を無線周波数信号に変換して出力する。
第２のＲＦ送信部１１２及び第２のＤ／Ａ部１１５は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式に対
応したＲＦ部である。第２のＤ／Ａ部１１５は入力されたＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式で
変調されたデジタル信号をアナログ信号に変換して出力し、第２のＲＦ送信部１１２は入
力された前記アナログ信号を無線周波数信号に変換して出力する。第３のＲＦ送信部１１
３及び第３のＤ／Ａ部１１６は、Ｗ－ＣＤＭＡ方式に対応したＲＦ部である。第３のＤ／
Ａ部１１６は入力されたＷ－ＣＤＭＡ方式で変調されたデジタル信号をアナログ信号に変
換して出力し、第３のＲＦ送信部１１３は入力された前記アナログ信号を無線周波数信号
に変換して出力する。
【００４５】
　ＲＦ受信部１２０Ａにおける第１のＲＦ受信部１２１及び第１のＡ／Ｄ部１２４は、Ｖ
ＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式に対応したＲＦ部である。第１のＲＦ受信部１２１は入力されたＶ
ＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式の無線周波数信号を中間周波数のアナログ信号に変換して出力し、
第１のＡ／Ｄ部１２４は入力された前記アナログ信号をデジタル信号に変換して出力する
。第２のＲＦ受信部１２２及び第２のＡ／Ｄ部１２５は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式に
対応したＲＦ部である。第２のＲＦ受信部１２２は入力されたＩＥＥＥ８０２．１１ａ方
式の無線周波数信号を中間周波数のアナログ信号に変換して出力し、第２のＡ／Ｄ部１２
５は入力された前記アナログ信号をデジタル信号に変換して出力する。第３のＲＦ受信部
１２３及び第３のＡ／Ｄ部１２６は、Ｗ－ＣＤＭＡ方式に対応したＲＦ部である。第３の
ＲＦ受信部１２３は入力されたＷ－ＣＤＭＡ方式の無線周波数信号を中間周波数のアナロ
グ信号に変換して出力し、第３のＡ／Ｄ部１２６は入力された前記アナログ信号をデジタ
ル信号に変換して出力する。
【００４６】
　各スイッチ１３１、１３２、１３３、１３４、１３５、１３６、１３７は、図１では接
続が省略されているが制御部１６０によって制御されている。スイッチ１３３、１３４、
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１３５、１３６、１３７は、無線端末装置１００ＡがＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行
う場合はＨであり、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式で通信を行う場合
はＬに切り換わる。スイッチ１３６及びスイッチ１３７は、Ｈのとき信号処理部１５１か
ら出力される信号に対して拡散コード生成部１６４から出力される逆拡散用のコードを掛
け合わせるようにし、Ｌのとき信号処理部１５１から出力される信号に対して何も掛け合
わさないようにする。スイッチ１３１は、無線端末装置１００ＡがＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方
式で通信を行う場合は第１のＤ／Ａ部１１４とスイッチ１３３とが接続され、ＩＥＥＥ８
０２．１１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式で通信を行う場合は第２のＤ／Ａ部１１５とフィ
ルタ部１９０とが接続され、第３のＤ／Ａ部１１６とスイッチ１３３とが接続されるよう
に切り換わる。スイッチ１３２は、無線端末装置１００ＡがＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通
信を行う場合は第１のＡ／Ｄ部１２４とフィルタ部１９１とが接続され、ＩＥＥＥ８０２
．１１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式で通信を行う場合は第２のＡ／Ｄ部１２５とフィルタ
部１９１とが接続され、第３のＡ／Ｄ部１２６とフィルタ部１９２とが接続されるように
切り換わる。
【００４７】
　また、信号処理部１５１と、ガードインターバル削除部１６１と、同期検出部１６２と
、拡散コード生成部１６４と、チャネル推定部１６５と、フィルタ部１９１も制御部１６
０によって制御されている。
【００４８】
　信号処理部１５１はフーリエ変換及び逆フーリエ変換を行うブロックであり、無線端末
装置１００ＡがＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う場合は、ガードインターバル削除部
１６１から入力された信号に対して１０２４ポイントのフーリエ変換を行い乗算部１６６
（スイッチ１３６）に出力する。ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式で通
信を行う場合は、直列並列変換部１５２から入力された信号に対して６４ポイントの逆フ
ーリエ変換を行いガードインターバル挿入部１５０に出力し、ガードインターバル削除部
１６１から入力された信号に対して６４ポイントのフーリエ変換を行いスイッチ１３６に
出力する。信号処理部１５１は、１０２４ポイントのフーリエ変換と、６４ポイントのフ
ーリエ変換及び逆フーリエ変換に対応すればいいので、例えば、基数４のバタフライ演算
で実行が可能である。
【００４９】
　図２に信号処理部１５１の構成例を示す。図２において、信号処理部１５１はバタフラ
イ演算部１５１１と、バタフライ演算部１５１２とを有しており、バタフライ演算部１５
１１及び１５１２は基数４のバタフライ演算を実行する。無線端末装置１００ＡがＶＳＦ
－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う場合、バタフライ演算部１５１１及び１５１２は１０２４
ポイントのＦＦＴ（Ｆａｓｔ Ｆｏｕｒｉｅｒ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ：高速フーリエ変換）
を行う。ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式で通信を行う場合、バタフラ
イ演算部１５１１は６４ポイントのＩＦＦＴ（Ｉｎｖｅｒｓｅ Ｆａｓｔ Ｆｏｕｒｉｅｒ
 Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ：逆高速フーリエ変換）を行い、バタフライ演算部１５１２は６４
ポイントのＦＦＴを行う。ただし、信号処理部１５１は、基数４のバタフライ演算に限ら
ず、６４ポイントの逆フーリエ変換及びフーリエ変換、１０２４ポイントのフーリエ変換
が可能な構成であれば、図２の構成例に限らない。
【００５０】
　図１に示すように、ガードインターバル削除部１６１は、同期検出部１６２から入力さ
れるタイミング情報に基づき、フィルタ部１９１を通して第１のＡ／Ｄ部１２４あるいは
第２のＡ／Ｄ部１２５から入力されるデジタル信号からガードインターバルを取り除く機
能を有する。無線端末装置１００ＡがＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う場合はフィル
タ部１９１を通して第１のＡ／Ｄ部１２４から入力されるデジタル信号から２２６ポイン
トのガードインターバルを取り除き、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式
で通信を行う場合はフィルタ部１９１を通して第２のＡ／Ｄ部１２５から入力されるデジ
タル信号から１６ポイントのガードインターバルを取り除く。
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【００５１】
　同期検出部１６２は、ガードインターバルの除去あるいは逆拡散を行うのに必要なシン
ボルなどのタイミングを検出する機能を有する。図３に同期検出部１６２の構成例を示す
。図３は相互相関でタイミングを検出する構成であり、ＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を
行う場合の同期処理を行うために必要なタップ数（＝Ａ）が、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方
式及びＷ－ＣＤＭＡ方式で通信を行う場合のＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式の同期処理を行
うために必要なタップ数（＝Ｎ）とＷ－ＣＤＭＡ方式の同期処理を行うために必要なタッ
プ数（＝Ｍ）の合計タップ数が等しい（Ａ＝Ｎ＋Ｍ）ときの場合である。
【００５２】
　図３において、同期検出部１６２は、ＯＦＤＭ用同期検出部１６２１と、ＣＤＭＡ用同
期検出部１６２２と、加算部１６２５とを有している。ＯＦＤＭ用同期検出部１６２１は
、タップ係数１６２１１と、加算部１６２１２と、遅延部１６２１３と、乗算部１６２１
４と、スイッチ１６２１５と、スイッチ１６２１６とを有している。ＣＤＭＡ用同期検出
部１６２２は、タップ係数１６２２１と、加算部１６２２２と、遅延部１６２２３と、乗
算部１６２２４と、スイッチ１６２２５と、スイッチ１６２２６とを有している。各スイ
ッチ１６２１５、１６２１６、１６２２５、１６２２６は、無線端末装置１００ＡがＶＳ
Ｆ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う場合はＨであり、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式及びＷ－
ＣＤＭＡ方式で通信を行う場合はＬに切り換わる。また、タップ係数１６２１１、１６２
２１は、スイッチの切り換えとともにそれぞれの通信方式に対応した係数に切り換わる。
ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式で通信を行う場合は、遅延部１６２１
３にフィルタ部１９１から出力されるデジタル信号（ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式）が入
力され、遅延部１６２２３にフィルタ部１９２から出力されるデジタル信号（Ｗ－ＣＤＭ
Ａ方式）が入力され、ＯＦＤＭ用同期検出部１６２１及びＣＤＭＡ用同期検出部１６２２
のスイッチ１６２１６およびスイッチ１６２２６からそれぞれタイミングに関する情報が
出力される。ＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う場合は、遅延部１６２１３および遅延
部１６２２３にフィルタ部１９１から入力されるデジタル信号（ＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式
）が入力され、ＯＦＤＭ用同期検出部１６２１及びＣＤＭＡ用同期検出部１６２２から出
力される信号を加算部１６２５において加算しタイミングに関する情報を出力する。
【００５３】
　また、タップ数ＡがＮ＋Ｍよりも大きいとき（Ａ＝Ｎ＋Ｍ＋Ｌ）の同期検出部１６２の
構成例を図４に示す。図４に示す同期検出部１６２は、図３の構成例と比べて、さらに、
タップ係数１６２３１と、加算部１６２３２と、遅延部１６２３３と、乗算部１６２３４
と、スイッチ１６２３５と、スイッチ１６２３６とを有している。スイッチ１６２３５、
１６２３６は、無線端末装置１００ＡがＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う場合はＨで
あり、遅延部１６２１３、遅延部１６２３３および遅延部１６２２３にフィルタ部１９１
から出力されるデジタル信号（ＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式）が入力され、ＩＥＥＥ８０２．
１１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式で通信を行う場合はＬに切り換わり、遅延部１６２１３
にフィルタ部１９１から出力されるデジタル信号（ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式）が入力
され、遅延部１６２２３にフィルタ部１９２から出力されるデジタル信号（Ｗ－ＣＤＭＡ
方式）が入力される。
【００５４】
　また、タップ数ＡがＮ＋Ｍよりも小さいとき（Ａ＝Ｎ＋Ｐ）の同期検出部１６２の構成
例を図５に示す。図５に示す同期検出部１６２は、図３の構成例と比べて、さらに、加算
部１６２６と、加算部１６２６２と、遅延部１６２６３と、スイッチ１６２６７とを有し
ている。スイッチ１６２６７は、無線端末装置１００ＡがＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信
を行う場合はＨであり、遅延部１６２１３および遅延部１６２２３にフィルタ部１９１か
ら出力されるデジタル信号（ＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式）が入力され、ＩＥＥＥ８０２．１
１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式で通信を行う場合はＬに切り換わり、遅延部１６２１３に
フィルタ部１９１から出力されるデジタル信号（ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式）が入力さ
れ、遅延部１６２２３および遅延部１６２６３にフィルタ部１９２から出力されるデジタ
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ル信号（Ｗ－ＣＤＭＡ方式）が入力される。
【００５５】
　ただし、同期検出部１６２は、タップ係数の代わりに遅延部に入力されるデジタル信号
を用いることにより、自己相関でタイミングを検出する構成も可能である。
【００５６】
　図１に示すように、拡散コード生成部１６４は、無線端末装置１００ＡがＶＳＦ－ＯＦ
ＣＤＭ方式で通信を行う場合、同期検出部１６２で検出されたタイミング情報に基づいて
逆拡散用のコードを生成し、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式で通信を
行う場合、Ｗ－ＣＤＭＡ方式に対応し、遅延プロファイルから受信に必要なパスを選択す
るパスサーチ部１６３から出力されたタイミング情報に基づいて逆拡散用のコードを生成
する。ＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式とＷ－ＣＤＭＡ方式で使用される前記コードは共通である
ので、拡散コード生成部１６４は前記２つの方式に対して共用することが可能である。
【００５７】
　乗算部１６６及び１６８は、前記逆拡散用のコードと入力された信号とを掛け合わせた
値を出力する。ＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式の信号の逆拡散に使用する乗算部１６６のほうが
Ｗ－ＣＤＭＡ方式の信号の逆拡散に使用する乗算部１６８よりも数が多いので、図６に示
すように、ベースバンド部１３０Ａが、スイッチ１３８およびスイッチ１３９を有する構
成にすることにより、乗算部１６６を前記２つの方式で共用することが可能である。スイ
ッチ１３８、１３９は、無線端末装置１００ＡがＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う場
合はＨであり、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式で通信を行う場合はＬ
である。
【００５８】
　チャネル推定部１６５は、既知のパイロットシンボルあるいはプリアンブル信号を用い
て伝送路の歪み（振幅、位相）を推定する機能を有している。チャネル推定部１６５は、
同期検出部１６２と同様に、基本的には遅延部とタップ係数から構成され、ＶＳＦ－ＯＦ
ＣＤＭ方式の信号のチャネル推定に使用するチャネル推定部と、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ
方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式の信号のチャネル推定に使用するチャネル推定部とで遅延部の
数が多い方式にチャネル推定部１６５の遅延部の数を合わせることによって図３や図４、
図５と同様の構成にすることで、チャネル推定部を前記３つの方式で共用することが可能
である。
【００５９】
　復調部１７５は、入力された信号に対してデマッピング処理を行う。無線端末装置１０
０ＡがＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う場合はＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭに
対応し、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式で通信を行う場合はＩＥＥＥ
８０２．１１ａ方式のＢＰＳＫ、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭに対応する。復調部
１７５をＢＰＳＫ、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭに対応する構成にすることで、前
記２つの方式に対して共用することが可能である。復調部１７８も復調部１７５と同様の
機能を有し、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式で通信を行う場合のＷ－
ＣＤＭＡ方式のＱＰＳＫに対応する。
【００６０】
　誤り訂正復号部１７６は、入力された信号に対し復号化処理を行う。無線端末装置１０
０ＡがＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う場合はターボ復号化及びビタビ復号化を行い
、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式で通信を行う場合は、ＩＥＥＥ８０
２．１１ａ方式に対応したビタビ復号化を行う。誤り訂正復号部１７６を、ＦＰＧＡ（Ｆ
ｉｅｌｄ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｇａｔｅ Ａｒｒａｙ）などの再構成可能なデバイ
スで構成し、ターボ復号化及びビタビ復号化に対応することにより、前記２つの方式に対
して共用することが可能である。誤り訂正復号部１７９も誤り訂正復号部１７６と同様の
機能を有し、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式で通信を行う場合のＷ－
ＣＤＭＡ方式のターボ復号化及びビタビ復号化に対応する。
【００６１】
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　フィルタ部１４２、１４３、１９２は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ
方式で通信を行う場合のＷ－ＣＤＭＡ方式に対応するルートナイキストフィルタである。
フィルタ部１９０は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式で通信を行う場
合のＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式に対応するフィルタである。フィルタ部１９１は、フィ
ルタ特性が可変となる構成にすることにより、ＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う場合
と、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式で通信を行う場合のＩＥＥＥ８０
２．１１ａ方式に対して共用することが可能である。
【００６２】
　変調部１４４は、入力された信号に対してマッピング処理を行う。無線端末装置１００
ＡがＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う場合はＱＰＳＫに対応し、ＩＥＥＥ８０２．１
１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式で通信を行う場合はＷ－ＣＤＭＡ方式のＱＰＳＫに対応す
るので、２つの方式に対して共用することが可能である。変調部１４５も変調部１４４と
同様の機能を有し、ＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う場合はＱＰＳＫに対応し、ＩＥ
ＥＥ８０２．１１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式で通信を行う場合はＩＥＥＥ８０２．１１
ａ方式のＢＰＳＫ、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭに対応する。変調部１４５をＢＰ
ＳＫ、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭに対応する構成にすることで、前記２つの方式
に対して共用することが可能である。
【００６３】
　誤り訂正符号部１４６は、入力された信号に対し符号化処理を行う。無線端末装置１０
０ＡがＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う場合はターボ符号化及び畳み込み符号化を行
い、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式で通信を行う場合はＷ－ＣＤＭＡ
方式に対応したターボ符号化及び畳み込み符号化を行うので、２つの方式に対して共用す
ることが可能である。誤り訂正符号部１４６を、ＦＰＧＡなどの再構成可能なデバイスで
構成し、ターボ符号化及び畳み込み符号化に対応することにより、複数の符号化率にも対
応することが可能である。誤り訂正符合部１４７も誤り訂正符号部１４６と同様の機能を
有し、ＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う場合はターボ符号化及び畳み込み符号化を行
い、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式で通信を行う場合のＩＥＥＥ８０
２．１１ａ方式の畳み込み符号化に対応する。誤り訂正符合部１４７をターボ符号化及び
畳み込み符号化に対応する構成にすることで、前記２つの方式に対して共用することが可
能である。
【００６４】
　上述した第１の実施形態の構成によれば、ＯＦＣＤＭ方式に対応するハードウェアのリ
ソースを用いて、ＣＤＭＡ方式とＯＦＤＭ方式に対応する構成に再構成することにより、
冗長度の小さい複数の通信方式に対応した無線端末装置を構成することが可能である。
【００６５】
　なお、フィルタの機能を第１のＤ／Ａ部１１４、第２のＤ／Ａ部１１５、第３のＤ／Ａ
部１１６、第１のＡ／Ｄ部１２４、第２のＡ／Ｄ部１２５、第３のＡ／Ｄ部１２６に持た
せることにより、フィルタ部１４２、１４３、１９０、１９１、１９２を省く構成も可能
である。
【００６６】
　また、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式で通信を行う場合は、拡散コ
ード生成部１６４から出力される拡散コードを１とすることで、乗算部１６６において逆
拡散を行わないようにすることにより、スイッチ１３６、１３７を省く構成も可能である
。
【００６７】
　（第２の実施形態）
　図７は、本発明の第２の実施形態における無線端末装置の構成を示すブロック図である
。第２の実施形態の無線端末装置１００Ｂは、第１の実施形態におけるＩＥＥＥ８０２．
１１ａ方式の送受信機能の代わりに、ＩＳＤＢ－Ｔ方式の受信機能を持つ。ＩＳＤＢ－Ｔ
方式はデジタル放送の規格であり、ＯＦＤＭ方式の１種である。本実施形態では、ＩＳＤ
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Ｂ－Ｔ方式の１セグメント受信を行う場合について説明する。
【００６８】
　図７に示す第２の実施形態と図１に示す第１の実施形態との違いは、ＩＳＤＢ－Ｔ方式
に対する送信機能は必要ないので、ガードインターバル挿入部１５０、直列並列変換部１
５２などを省いている点である。
【００６９】
　ＲＦ送信部１１０Ｂにおける第１のＲＦ送信部１１１及び第１のＤ／Ａ部１１４は、Ｖ
ＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式に対応したＲＦ部である。第１のＤ／Ａ部１１４は入力されたＶＳ
Ｆ－ＯＦＣＤＭ方式で変調されたデジタル信号をアナログ信号に変換して出力し、第１の
ＲＦ送信部１１１は入力された前記アナログ信号を無線周波数信号に変換して出力する。
　第３のＲＦ送信部１１３及び第３のＤ／Ａ部１１６は、Ｗ－ＣＤＭＡ方式に対応したＲ
Ｆ部である。第３のＤ／Ａ部１１６は入力されたＷ－ＣＤＭＡ方式で変調されたデジタル
信号をアナログ信号に変換して出力し、第３のＲＦ送信部１１３は入力された前記アナロ
グ信号を無線周波数信号に変換して出力する。
【００７０】
　ＲＦ受信部１２０Ｂにおける第１のＲＦ受信部１２１及び第１のＡ／Ｄ部１２４は、Ｖ
ＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式に対応したＲＦ部である。第１のＲＦ受信部１２１は入力されたＶ
ＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式の無線周波数信号を中間周波数のアナログ信号に変換して出力し、
第１のＡ／Ｄ部１２４は入力された前記アナログ信号をデジタル信号に変換して出力する
。第２のＲＦ受信部１２２Ｂ及び第２のＡ／Ｄ部１２５Ｂは、ＩＳＤＢ－Ｔ方式に対応し
たＲＦ部である。第２のＲＦ受信部１２２Ｂは入力されたＩＳＤＢ－Ｔ方式の無線周波数
信号を中間周波数のアナログ信号に変換して出力し、第２のＡ／Ｄ部１２５Ｂは入力され
た前記アナログ信号をデジタル信号に変換して出力する。第３のＲＦ受信部１２３及び第
３のＡ／Ｄ部１２６は、Ｗ－ＣＤＭＡ方式に対応したＲＦ部である。第３のＲＦ受信部１
２３は入力されたＷ－ＣＤＭＡ方式の無線周波数信号を中間周波数のアナログ信号に変換
して出力し、第３のＡ／Ｄ部１２６は入力された前記アナログ信号をデジタル信号に変換
して出力する。
【００７１】
　各スイッチ１３１、１３２、１３３、１３４、１３６、１３７は、図７では接続が省略
されているが制御部１６０によって制御されている。スイッチ１３３、１３４、１３６、
１３７は、無線端末装置１００ＢがＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う場合はＨであり
、ＩＳＤＢ－Ｔ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式で通信を行う場合はＬに切り換わる。スイッチ
１３６及びスイッチ１３７は、Ｈのとき信号処理部１５１から出力される信号に対して拡
散コード生成部１６４から出力される逆拡散用のコードを掛け合わせるようにし、Ｌのと
き信号処理部１５１から出力される信号に対して何も掛け合わさないようにする。スイッ
チ１３１は、無線端末装置１００ＢがＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う場合は第１の
Ｄ／Ａ部１１４とスイッチ１３３とが接続され、ＩＳＤＢ－Ｔ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式
で通信を行う場合は第３のＤ／Ａ部１１６とスイッチ１３３とが接続されるように切り換
わる。スイッチ１３２は、無線端末装置１００ＢがＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う
場合は第１のＡ／Ｄ部１２４とフィルタ部１９１とが接続され、ＩＳＤＢ－Ｔ方式及びＷ
－ＣＤＭＡ方式で通信を行う場合は第２のＡ／Ｄ部１２５Ｂとフィルタ部１９１とが接続
され、第３のＡ／Ｄ部１２６とフィルタ部１９２とが接続されるように切り換わる。
【００７２】
　信号処理部１５１は、フーリエ変換及び逆フーリエ変換を行うブロックであり、無線端
末装置１００ＢがＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う場合は、ガードインターバル削除
部１６１から入力された信号に対して１０２４ポイントのフーリエ変換を行い乗算部１６
６（スイッチ１３６）に出力する。ＩＳＤＢ－Ｔ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式で通信を行う
場合は、ガードインターバル削除部１６１から入力された信号に対して１２８ポイント（
Ｍｏｄｅ１）、２５６ポイント（Ｍｏｄｅ２）あるいは５１２ポイント（Ｍｏｄｅ３）の
フーリエ変換を行いスイッチ１３６に出力する。信号処理部１５１は、１０２４ポイント
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と、１２８ポイント、２５６ポイントあるいは５１２ポイントのフーリエ変換に対応すれ
ばいいので、基数４のバタフライ演算（Ｍｏｄｅ２のとき）あるいは基数２のバタフライ
演算（Ｍｏｄｅ１、Ｍｏｄｅ３のとき）で実行が可能である。基数が４の場合は図２と同
じ構成になる。無線端末装置１００ＢがＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う場合、バタ
フライ演算部１５１１及び１５１２は１０２４ポイントのＦＦＴを行う。ＩＳＤＢ－Ｔ方
式及びＷ－ＣＤＭＡ方式で通信を行う場合、バタフライ演算部１５１１及び１５１２は２
５６ポイントのＦＦＴを行う。ただし、信号処理部１５１は、基数４のバタフライ演算に
限らず、１２８ポイント、２５６ポイントあるいは５１２ポイントのフーリエ変換及び１
０２４ポイントのフーリエ変換が可能な構成であれば、別の構成も可能である。
【００７３】
　ガードインターバル削除部１６１は、第１の実施形態と同様の機能を有する。無線端末
装置１００ＢがＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う場合はフィルタ部１９１を通して第
１のＡ／Ｄ部１２４から入力されるデジタル信号から２２６ポイントのガードインターバ
ルを取り除き、ＩＳＤＢ－Ｔ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式で通信を行う場合はフィルタ部１
９１を通して第２のＡ／Ｄ部１２５Ｂから入力されるデジタル信号から３２ポイントのガ
ードインターバルを取り除く（Ｍｏｄｅ２でガードインターバル長が１／８の場合）。
【００７４】
　上述した第２の実施形態の構成によれば、ＯＦＣＤＭ方式に対応するハードウェアのリ
ソースを用いて、ＣＤＭＡ方式とＯＦＤＭ方式に対応する構成に再構成することにより、
冗長度の小さい複数の通信方式に対応した無線端末装置を構成することが可能である。
【００７５】
　（第３の実施形態）
　図８は、本発明の第３の実施形態における無線端末装置の構成を示すブロック図である
。第３の実施形態の無線端末装置１００Ｃは、第１の実施形態におけるＷ－ＣＤＭＡ方式
の送受信機能の代わりに、ＩＳＤＢ－Ｔ方式の受信機能を持つ。
【００７６】
　図８に示す第３の実施形態と図１に示す第１の実施形態との違いは、Ｗ－ＣＤＭＡ方式
に対する受信機能は必要ないので、パスサーチ部１６３、Ｒａｋｅ合成部１７２などを省
いている点と、ＩＳＤＢ－Ｔ方式に対する送信機能は必要ないので、第３のＲＦ送信部１
１２、第３のＤ／Ａ部１１６などを省いている点である。
【００７７】
　ＲＦ送信部１１０Ｃにおける第１のＲＦ送信部１１１及び第１のＤ／Ａ部１１４は、Ｖ
ＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式に対応したＲＦ部である。第１のＤ／Ａ部１１４は入力されたＶＳ
Ｆ－ＯＦＣＤＭ方式で変調されたデジタル信号をアナログ信号に変換して出力し、第１の
ＲＦ送信部１１１は入力された前記アナログ信号を無線周波数信号に変換して出力する。
　第２のＲＦ送信部１１２及び第２のＤ／Ａ部１１５は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式に
対応したＲＦ部である。第２のＤ／Ａ部１１５は入力されたＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式
で変調されたデジタル信号をアナログ信号に変換して出力し、第２のＲＦ送信部１１２は
入力された前記アナログ信号を無線周波数信号に変換して出力する。
【００７８】
　ＲＦ受信部１２０Ｃにおける第１のＲＦ受信部１２１及び第１のＡ／Ｄ部１２４は、Ｖ
ＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式に対応したＲＦ部である。第１のＲＦ受信部１２１は入力されたＶ
ＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式の無線周波数信号を中間周波数のアナログ信号に変換して出力し、
第１のＡ／Ｄ部１２４は入力された前記アナログ信号をデジタル信号に変換して出力する
。第２のＲＦ受信部１２２及び第１のＡ／Ｄ部１２５は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式に
対応したＲＦ部である。第２のＲＦ受信部１２２は入力されたＩＥＥＥ８０２．１１ａ方
式の無線周波数信号を中間周波数のアナログ信号に変換して出力し、第２のＡ／Ｄ部１２
５は入力された前記アナログ信号をデジタル信号に変換して出力する。第３のＲＦ受信部
１２３Ｃ及び第３のＡ／Ｄ部１２６ＣはＩＳＤＢ－Ｔ方式に対応したＲＦ部である。第３
のＲＦ受信部１２３Ｃは入力されたＩＳＤＢ－Ｔ方式の無線周波数信号を中間周波数のア
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ナログ信号に変換して出力し、第３のＡ／Ｄ部１２６Ｃは入力された前記アナログ信号を
デジタル信号に変換して出力する。
【００７９】
　各スイッチ１３１、１３２、１３５、１３６、１３７は、図８では接続が省略されてい
るが制御部１６０によって制御されている。スイッチ１３５、１３６、１３７は、無線端
末装置１００ＣがＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う場合はＨであり、ＩＥＥＥ８０２
．１１ａ方式及びＩＳＤＢ－Ｔ方式で通信を行う場合はＬに切り換わる。スイッチ１３６
及びスイッチ１３７は、Ｈのとき信号処理部１５１から出力される信号に対して拡散コー
ド生成部１６４から出力される逆拡散用のコードを掛け合わせるようにし、Ｌのとき信号
処理部１５１から出力される信号に対して何も掛け合わさないようにする。スイッチ１３
１は、無線端末装置１００ＣがＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う場合は第１のＤ／Ａ
部１１４と合成部１４１とが接続され、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式及びＩＳＤＢ－Ｔ方
式で通信を行う場合は第２のＤ／Ａ部１１５とフィルタ部１９０とが接続されるように切
り換わる。スイッチ１３２は、無線端末装置１００ＣがＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を
行う場合は第１のＡ／Ｄ部１２４とフィルタ部１９１とが接続され、ＩＥＥＥ８０２．１
１ａ方式及びＩＳＤＢ－Ｔ方式で通信を行う場合は第２のＡ／Ｄ部１２５とフィルタ部１
９１とが接続され、第３のＡ／Ｄ部１２６Ｃとフィルタ部１９２Ｃとが接続されるように
切り換わる。
【００８０】
　信号処理部１５１Ｃは、フーリエ変換及び逆フーリエ変換を行うブロックであり、無線
端末装置１００ＣがＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う場合は、ガードインターバル削
除部１６１から入力された信号に対して１０２４ポイントのフーリエ変換を行い乗算部１
６６（スイッチ１３６）に出力する。ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式及びＩＳＤＢ－Ｔ方式
で通信を行う場合は、直列並列変換部１５２から入力された信号に対して６４ポイントの
逆フーリエ変換を行いガードインターバル挿入部１６０に出力し、ガードインターバル削
除部１６１から入力された信号に対して６４ポイントのフーリエ変換を行いスイッチ１３
６に出力し、ガードインターバル削除部１８０から入力された信号に対して１２８ポイン
ト（Ｍｏｄｅ１）、２５６ポイント（Ｍｏｄｅ２）あるいは５１２ポイント（Ｍｏｄｅ３
）のフーリエ変換を行う。信号処理部１５１Ｃは、Ｍｏｄｅ２の場合、１０２４ポイント
のフーリエ変換と、２５６ポイントのフーリエ変換と、６４ポイントのフーリエ変換及び
逆フーリエ変換に対応すればいいので、例えば、基数４のバタフライ演算で実行が可能で
ある。
【００８１】
　図９に信号処理部１５１Ｃの構成例を示す。図９において、信号処理部１５１Ｃはバタ
フライ演算部１５１１と、バタフライ演算部１５１２と、バタフライ演算部１５１３とを
有しており、バタフライ演算部１５１１、１５１２及び１５１３は基数４のバタフライ演
算を実行する。無線端末装置１００ＣがＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う場合、バタ
フライ演算部１５１１、１５１２及び１５１３は１０２４ポイントのＦＦＴを行う。ＩＥ
ＥＥ８０２．１１ａ方式及びＩＳＤＢ－Ｔ方式で通信を行う場合、バタフライ演算部１５
１１は６４ポイントのＩＦＦＴを行い、バタフライ演算部１５１２は６４ポイントのＦＦ
Ｔを行い、バタフライ演算部１５１３は２５６ポイントのＦＦＴを行う。ただし、信号処
理部１５１Ｃは、基数４のバラフライ演算に限らず、６４ポイントの逆フーリエ変換及び
フーリエ変換、１２８ポイント、２５６ポイントあるいは５１２ポイントのフーリエ変換
、１０２４ポイントのフーリエ変換が可能な構成であれば、図９の構成例に限らない。
【００８２】
　上述した第３の実施形態の構成によれば、ＯＦＣＤＭ方式に対応するハードウェアのリ
ソースを用いて、複数のＯＦＤＭ方式に対応する構成に再構成することにより、冗長度の
小さい複数の通信方式に対応した無線端末装置を構成することが可能である。
【００８３】
　（第４の実施形態）
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　図１０は、本発明の第４の実施形態における無線端末装置の構成を示すブロック図であ
る。第４の実施形態の無線端末装置１００Ｄは、第１の実施形態の構成にＩＳＤＢ－Ｔ方
式の受信機能を加えたものである。
【００８４】
　図１０に示す第４の実施形態と図１に示す第１の実施形態との違いは、ＩＳＤＢ－Ｔ方
式に対する受信機能を付加したので、第４のＲＦ受信部１２７、第４のＡ／Ｄ部１２８な
どを加えている点である。
【００８５】
　ＲＦ受信部１２０Ｄにおける第１のＲＦ受信部１２１及び第１のＡ／Ｄ部１２４は、Ｖ
ＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式に対応したＲＦ部である。第１のＲＦ受信部１２１は入力されたＶ
ＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式の無線周波数信号を中間周波数のアナログ信号に変換して出力し、
第１のＡ／Ｄ部１２４は入力された前記アナログ信号をデジタル信号に変換して出力する
。第２のＲＦ受信部１２２及び第１のＡ／Ｄ部１２５は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式に
対応したＲＦ部である。第２のＲＦ受信部１２２は入力されたＩＥＥＥ８０２．１１ａ方
式の無線周波数信号を中間周波数のアナログ信号に変換して出力し、第２のＡ／Ｄ部１２
５は入力された前記アナログ信号をデジタル信号に変換して出力する。第３のＲＦ受信部
１２３及び第３のＡ／Ｄ部１２６は、Ｗ－ＣＤＭＡ方式に対応したＲＦ部である。第３の
ＲＦ受信部１２３は入力されたＷ－ＣＤＭＡ方式の無線周波数信号を中間周波数のアナロ
グ信号に変換して出力し、第３のＡ／Ｄ部１２６は入力された前記アナログ信号をデジタ
ル信号に変換して出力する。第４のＲＦ受信部１２７及び第４のＡ／Ｄ部１２８は、ＩＳ
ＤＢ－Ｔ方式に対応したＲＦ部である。第４のＲＦ受信部１２７は入力されたＩＳＤＢ－
Ｔ方式の無線周波数信号を中間周波数のアナログ信号に変換して出力し、第４のＡ／Ｄ部
１２８は入力された前記アナログ信号をデジタル信号に変換して出力する。
【００８６】
　スイッチ１３２は、無線端末装置１００ＤがＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う場合
は第１のＡ／Ｄ部１２４とフィルタ部１９１とが接続され、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式
、Ｗ－ＣＤＭＡ方式及びＩＳＤＢ－Ｔ方式で通信を行う場合は第２のＡ／Ｄ部１２５とフ
ィルタ部１９１とが接続され、第３のＡ／Ｄ部１２６とフィルタ部１９２とが接続され、
第４のＡ／Ｄ部１２８とフィルタ部１９２Ｃとが接続されるように切り換わる。
【００８７】
　図１１に同期検出部１６２Ｄの構成例を示す。図１１は相互相関でタイミングを検出す
る構成であり、ＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う場合の同期処理を行うために必要な
タップ数（＝Ａ）が、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式、Ｗ－ＣＤＭＡ方式及びＩＳＤＢ－Ｔ
方式で通信を行う場合のＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式の同期処理を行うために必要なタッ
プ数（＝Ｎ）とＷ－ＣＤＭＡ方式の同期処理を行うために必要なタップ数（＝Ｍ）とＩＳ
ＤＢ－Ｔ方式の同期処理を行うために必要なタップ数（＝Ｑ）の合計タップ数が等しい（
Ａ＝Ｎ＋Ｍ＋Ｑ）ときの場合である。
【００８８】
　同期検出部１６２Ｄは、第１の実施形態の構成に、さらに、ＯＦＤＭ用同期検出部１６
２４と、スイッチ１６２２７とを有している。ＯＦＤＭ用同期検出部１６２４は、タップ
係数１６２４１と、加算部１６２４２と、遅延部１６２４３と、乗算部１６２４４と、ス
イッチ１６２４５と、スイッチ１６２４６とを有している。スイッチ１６２１５、１６２
１６、１６２２５、１６２２６、１６２２７、１６２４５、１６２５６は、無線端末装置
１００ＤがＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う場合はＨであり、ＩＥＥＥ８０２．１１
ａ方式、Ｗ－ＣＤＭＡ方式及びＩＳＤＢ－Ｔ方式で通信を行う場合はＬに切り換わる。
【００８９】
　また、タップ係数１６２１１、１６２２１、１６２４１は、スイッチの切り換えととも
にそれぞれの通信方式に対応した係数に切り換わる。ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式、Ｗ－
ＣＤＭＡ方式及びＩＳＤＢ－Ｔ方式で通信を行う場合は、遅延部１６２１３にフィルタ部
１９１から出力されるデジタル信号（ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式）が入力され、遅延部
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１６２２３にフィルタ部１９２から出力されるデジタル信号（Ｗ－ＣＤＭＡ方式）が入力
され、遅延部１６２４３にフィルタ部１９２Ｃから出力されるデジタル信号（ＩＳＤＢ－
Ｔ方式）が入力され、ＯＦＤＭ用同期検出部１６２１、ＣＤＭＡ用同期検出部１６２２及
びＯＦＤＭ用同期検出部１６２４のスイッチ１６２１６、スイッチ１６２２６及びスイッ
チ１６２４６からそれぞれタイミングに関する情報が出力され、ＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式
で通信を行う場合は、遅延部１６２１３、遅延部１６２２３および遅延部１６２４３にフ
ィルタ部１９１から出力されるデジタル信号（ＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式）が入力され、Ｏ
ＦＤＭ用同期検出部１６２１、ＣＤＭＡ用同期検出部１６２２及びＯＦＤＭ用同期検出部
１６２４から出力される信号を加算部１６２５において加算しタイミングに関する情報を
出力する。
【００９０】
　上述した第４の実施形態の構成によれば、ＯＦＣＤＭ方式に対応するハードウェアのリ
ソースを用いて、ＣＤＭＡ方式と複数のＯＦＤＭ方式に対応する構成に再構成することに
より、冗長度の小さい複数の通信方式に対応した無線端末装置を構成することが可能であ
る。
【００９１】
　（第５の実施形態）
　第５の実施形態では、第１の実施形態のように構成された場合について、無線端末装置
１００ＡがＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う場合と、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式及
びＷ－ＣＤＭＡ方式で通信を行う場合との切り換え方法について説明する。図１２は、本
発明の第５の実施形態における無線端末装置の通信方式切り換え動作を示すフローチャー
トである。
【００９２】
　無線端末装置１００ＡがＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式に対応する構成で処理が始まる。ステ
ップＳ２０１において、無線端末装置１００Ａは、復調結果などからＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ
方式の通信エリア内かどうかを確認する。圏外と判断されればステップＳ２０３に進み、
通信エリア内であると判断されればステップＳ２０２に進み処理が終了する（ＶＳＦ－Ｏ
ＦＣＤＭ方式のままの状態）。
【００９３】
　ステップＳ２０３では、無線端末装置１００Ａの構成がＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式からＩ
ＥＥＥ８０２．１１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式に切り換わる。ステップＳ２０４におい
て、無線端末装置１００Ａは、復調結果などからＷ－ＣＤＭＡ方式の通信エリア内かどう
かを確認する。圏外と判断されればステップＳ２０５に進み、通信エリア内であると判断
されればステップＳ２０３に戻る（ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式の
ままの状態）。ステップＳ２０５において、無線端末装置１００Ａは、復調結果などから
ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式の通信エリア内かどうかを確認する。圏外と判断されればス
テップＳ２０２に進み（ＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式に切り換える）、通信エリア内であると
判断されればステップＳ２０３に戻る（ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方
式のままの状態）。ただし、ステップＳ２０４とステップＳ２０５は順番が入れ替わるこ
とも可能である。
【００９４】
　また、図１２のフローチャートで示した手順は、無線端末装置がＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方
式で通信を行う場合とＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式及びＩＳＤＢ－Ｔ方式で通信する場合
との切り換え、ＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う場合とＷ－ＣＤＭＡ方式及びＩＳＤ
Ｂ－Ｔ方式で通信する場合との切り換え、ＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う場合とＩ
ＥＥＥ８０２．１１ａ方式、Ｗ－ＣＤＭＡ方式及びＩＳＤＢ－Ｔ方式で通信する場合との
切り換えの際にも使用可能である。
【００９５】
　上述した第５の実施形態の構成によれば、ＯＦＣＤＭ方式に対応するハードウェアのリ
ソースを用いてＣＤＭＡ方式とＯＦＤＭ方式に対応する構成に再構成することにより、冗
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長度の小さい複数の通信方式に対応した無線端末装置を構成することが可能である。
【００９６】
　（第６の実施形態）
　第６の実施の形態では、第１の実施形態のように構成された場合について、無線通信端
末装置１００ＡがＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式で通信を行う場合と、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ
方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式で通信を行う場合との切り換え方法について説明する。図１３
は、本発明の第６の実施形態における無線端末装置の主要部の構成を示すブロック図、図
１４及び図１５は、本発明の第６の実施形態における無線通信装置の通信方式切り換え動
作を示すフローチャートである。
【００９７】
　無線端末装置１００Ａが伝搬環境推定部１９５を有し、図１３のように構成される場合
、同期検出部１６２から出力される遅延プロファイルから伝搬環境推定部１９５において
しきい値判定などを行うことで、各通信方式のエリア内にいるかどうかを判定することが
可能になる。
【００９８】
　無線端末装置１００ＡがＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式に対応する構成で処理が始まる場合（
通信方式切り換え処理２）、図１４に示すステップＳ３０１において、無線端末装置１０
０Ａは、同期検出部１６２の加算部１６２５から出力される遅延プロファイルからＶＳＦ
－ＯＦＣＤＭ方式の通信エリア内かどうかを確認する。ＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式の通信エ
リア内と判断された場合、無線端末装置１００ＡはＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式に対応する構
成を維持して処理を終了する。ステップＳ３０１において、ＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式の通
信エリア外と判断された場合、同期検出部１６２のスイッチをＨからＬに切り換えるとと
もに、図１におけるスイッチ１３２を、第２のＡ／Ｄ部１２５とフィルタ１９１とが接続
されるように切り換え、ＣＤＭＡ用同期検出部１６２２から出力される遅延プロファイル
からＷ－ＣＤＭＡ方式の通信エリア内かどうかを確認する（ステップＳ３０２）。Ｗ－Ｃ
ＤＭＡ方式の通信エリア内と判断された場合、ステップＳ３０４において、無線端末装置
１００ＡはＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式に対応する構成に切り替わ
り処理を終了する。ステップＳ３０２において、Ｗ－ＣＤＭＡ方式の通信エリア外と判断
された場合、ＯＦＤＭ用同期検出部１６２１から出力される遅延プロファイルからＩＥＥ
Ｅ８０２．１１ａ方式の通信エリア内かどうかを確認する（ステップＳ３０３）。ＩＥＥ
Ｅ８０２．１１ａ方式の通信エリア内と判断された場合、ステップＳ３０４において、無
線端末装置１００ＡはＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式に対応する構成
に切り替わり処理を終了する。ステップＳ３０３において、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式
の通信エリア外と判断された場合、無線端末装置１００ＡはＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式に対
応する構成を維持して処理を終了する（同期検出部１６２のスイッチをＬからＨに戻し、
スイッチ１３２の接続も元に戻す）。
【００９９】
　無線端末装置１００ＡがＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式に対応する
構成で処理が始まる場合（通信方式切り換え処理３）、図１５に示すステップＳ４０１に
おいて、無線端末装置１００Ａは、同期検出部１６２のＣＤＭＡ用同期検出部１６２２か
ら出力される遅延プロファイルからＷ－ＣＤＭＡ方式の通信エリア内かどうかを確認する
。Ｗ－ＣＤＭＡ方式の通信エリア内と判断された場合、無線端末装置１００ＡはＩＥＥＥ
８０２．１１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式に対応する構成を維持して処理を終了する。ス
テップＳ４０１において、Ｗ－ＣＤＭＡ方式の通信エリア外と判断された場合、ＯＦＤＭ
用同期検出部１６２１から出力される遅延プロファイルからＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式
の通信エリア内かどうかを確認する（ステップＳ４０２）。ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式
の通信エリア内と判断された場合、無線端末装置１００ＡはＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式
及びＷ－ＣＤＭＡ方式に対応する構成を維持して処理を終了する。ステップＳ４０２にお
いて、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式の通信エリア外と判断された場合、同期検出部１６２
のスイッチをＬからＨに切り換えるとともに、図１におけるスイッチ１３２を、第１のＡ
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／Ｄ部１２４とフィルタ１９１とが接続されるように切り換え、加算部１６２５から出力
される遅延プロファイルからＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式の通信エリア内かどうかを確認する
（ステップＳ４０３）。ＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式の通信エリア内と判断された場合、ステ
ップＳ４０４において、無線端末装置１００ＡはＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式に対応する構成
に切り替わり処理を終了する。ステップＳ４０３において、ＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式の通
信エリア外と判断された場合、無線端末装置１００ＡはＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式及び
Ｗ－ＣＤＭＡ方式に対応する構成を維持して処理を終了する（同期検出部１６２のスイッ
チをＨからＬに戻し、スイッチ１３２の接続も元に戻す）。
【０１００】
　上述した第６の実施形態の構成によれば、ＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式の通信エリア外と判
定され、Ｗ－ＣＤＭＡ方式またはＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式の通信エリア内と判定され
た場合は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式及びＷ－ＣＤＭＡ方式に対応する構成に再構成す
る。また、Ｗ－ＣＤＭＡ方式またはＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式の通信エリア外と判定さ
れ、ＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式の通信エリア内と判定された場合は、ＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方
式に対応する構成に再構成する。その際、一部のスイッチを変更することのみで各通信方
式のエリアの判断が可能なので、ハードウェアの再構成を効率的に行うことができる。
【０１０１】
　なお、伝搬環境推定部１９５がＣＤＭＡ方式に対するパスサーチの機能を有することに
より、パスサーチ部１６３を省く構成も可能である。
【０１０２】
　なお、上述した第１から第６の実施形態では、ＯＦＣＤＭ方式の一例としてＶＳＦ－Ｏ
ＦＣＤＭ方式について説明したが、一般的なＯＦＣＤＭ方式に対応する無線端末装置は送
受信ともにＯＦＣＤＭ方式の構成なので、ＶＳＦ－ＯＦＣＤＭ方式よりもさらなるハード
ウェアリソースが必要になる。よって、本実施形態で説明したＣＤＭＡ方式とＯＦＤＭ方
式との両方式に対応する構成に再構成することは、一般的なＯＦＣＤＭ方式に対応する無
線端末装置でも可能である。また、ＣＤＭＡ方式はＷ－ＣＤＭＡ方式ではない方式、ＯＦ
ＤＭ方式はＩＥＥＥ８０２．１１ａ方式及びＩＳＤＢ－Ｔ方式ではない方式に対しても共
用化が可能である。また、ＲＦ送信部１１０とＲＦ受信部１２０に関しては、送受信ある
いは複数の通信方式で、アンテナ、ＲＦ送信部、ＲＦ受信部、Ｄ／Ａ部、Ａ／Ｄ部の共用
も可能である。さらに、信号処理部１５１と信号処理部１５１Ｃに関しては、１０２４ポ
イントよりも大きいポイント数のＦＦＴ、ＩＦＦＴに対応する構成にすることにより、Ｉ
ＳＤＢ－Ｔの１３セグメント受信あるいはＩＳＤＢ－Ｔ以外のＯＦＤＭ方式の放送システ
ムにも応用できる。
【０１０３】
　上述した本実施形態によれば、ハードウェア規模の大きいＯＦＣＤＭ方式の無線端末装
置のハードウェアリソースを用いて、ＯＦＤＭ方式とＣＤＭＡ方式の両方式に対応する構
成に再構成することにより、冗長度の小さい構成で複数の通信方式に対応した無線端末装
置を実現可能である。
【０１０４】
　また、無線通信システムが旧世代から次世代に移行する際、新世代のシステムの導入時
はカバーエリアが旧世代に比べて狭く、新世代への移行に時間がかかるという課題がある
。これに対し、本実施形態では、第４世代携帯電話の無線通信方式として注目されている
ＯＦＣＤＭ方式と、第３世代の無線通信方式であるＣＤＭＡ方式とに対応することで、旧
世代から次世代への無線通信システムの移行を容易にすることができ、世代をまたぐ際に
好適な無線端末装置を実現できる。
【産業上の利用可能性】
【０１０５】
　本発明は、一方式に対応したハードウェアリソースを用いて、複数の方式に対応するた
めの冗長度の小さい構成を実現できるという効果を有し、複数の通信方式に対応可能な無
線端末装置及び通信方式切り換え方法等に有用である。
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【図面の簡単な説明】
【０１０６】
【図１】本発明の第１の実施形態における無線端末装置の構成を示すブロック図
【図２】本発明の第１の実施形態における信号処理部の構成例を示す図
【図３】本発明の第１の実施形態における同期検出部の構成例を示す図
【図４】本発明の第１の実施形態における同期検出部の構成例を示す図
【図５】本発明の第１の実施形態における同期検出部の構成例を示す図
【図６】本発明の第１の実施形態における逆拡散部の構成例を示す図
【図７】本発明の第２の実施形態における無線端末装置の構成を示すブロック図
【図８】本発明の第３の実施形態における無線端末装置の構成を示すブロック図
【図９】本発明の第３の実施形態における信号処理部の構成例を示す図
【図１０】本発明の第４の実施形態における無線端末装置の構成を示すブロック図
【図１１】本発明の第４の実施形態における同期検出部の構成例を示す図
【図１２】本発明の第５の実施形態における通信方式切り換え動作を示すフローチャート
【図１３】本発明の第６の実施形態における無線端末装置の構成を示すブロック図
【図１４】本発明の第６の実施形態における通信方式切り換え動作を示すフローチャート
【図１５】本発明の第６の実施形態における通信方式切り換え動作を示すフローチャート
【図１６】従来の無線端末装置の構成を示すブロック図
【符号の説明】
【０１０７】
　１００Ａ～１００Ｄ　無線端末装置
　１１０Ａ～１１０Ｄ　ＲＦ送信部
　１１１～１１３　ＲＦ送信部
　１１４～１１６　Ｄ／Ａ部
　１２０Ａ～１２０Ｄ　ＲＦ受信部
　１２１～１２３，１２２Ｂ，１２３Ｃ，１２７　ＲＦ受信部
　１２４～１２６，１２５Ｂ，１２６Ｃ，１２８　Ａ／Ｄ部
　１３０Ａ～１３０Ｄ　ベースバンド部
　１３１～１３９　スイッチ
　１４１　合成部
　１４２，１４３，１９０～１９２，１９２Ｃ　フィルタ部
　１４４，１４５　変調部
　１４６，１４７　誤り訂正符号部
　１４８　拡散コード生成部
　１４９　乗算部
　１５０　ガードインターバル（ＧＩ）挿入部
　１５１，１５１Ｃ　信号処理部
　１５２　直列並列変換部
　１６０　制御部
　１６１，１８０　ガードインターバル（ＧＩ）削除部
　１６２，１６２Ｄ　同期検出部
　１６３　パスサーチ部
　１６４　拡散コード生成部
　１６５　チャネル推定部
　１６６～１６９　乗算部
　１７０　遅延部
　１７１　合成部
　１７２　Ｒａｋｅ合成部
　１７４　並列直列変換部
　１７５，１７５Ｄ，１７８　復調部
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　１７６，１７９　誤り訂正復号部
　１５１１，１５１２，１５１３　バタフライ演算部
　１６２１，１６２４　ＯＦＤＭ用同期検出部
　１６２２　ＣＤＭＡ用同期検出部
　１６２５　加算部
　１９５　伝搬環境推定部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】



(24) JP 4611182 B2 2011.1.12

【図１６】
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