
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のサブキヤリアを使用して優先度の高いデータと優先度の低いデータを同時に送信
する通信方法において、
　上記優先度の高いデータが重畳された上記サブキヤリアと上記優先度の低いデータが重
畳された上記サブキヤリアとを交互に配置してなる送信信号を送信し、
　受信側では、上記送信信号に対して所定の受信処理を施すことによつて周波数軸上にシ
ンボルが並ぶ受信シンボルストリームを得、上記受信シンボルストリームに当該受信シン
ボルストリームを所定時間遅延した遅延シンボルストリームを加算することにより上記優
先度の高いデータに関する信号成分を抽出して当該優先度の高いデータを復元すると共に
、上記受信シンボルストリームにフーリエ変換処理を施すことによつて時間軸上にシンボ
ルが並ぶシンボルストリームを得、当該シンボルストリームから上記優先度の低いデータ
のシンボルを抽出して当該優先度の低いデータを復元する
　ことを特徴とする通信方法。
【請求項２】
　上記優先度の低いデータは所定のメツセージデータからなると共に、上記優先度の高い
データは上記メツセージデータの存在及び属性を示すプリアンブルデータからなり、
　受信側では、上記優先度の高いデータに関する信号成分を基に上記プリアンブルデータ
を検出して上記メツセージデータの存在及び属性を確認した後に当該メツセージデータを
復元する
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　ことを特徴とする請求項１に記載の通信方法。
【請求項３】
　相関値検出によつて上記優先度の高いデータに関する信号成分から当該優先度の高いデ
ータを復元する
　ことを特徴とする請求項１に記載の通信方法。
【請求項４】
　複数のサブキヤリアを使用して優先度の高いデータと優先度の低いデータを同時に送信
する送信装置において、
　

上記優先度の高いデータが重畳された上記サブ
キヤリアと上記優先度の低いデータが重畳された上記サブキヤリアとを交互に配置してな
る送信信号を送信する送信手段
　を具えることを特徴とする送信装置。
【請求項５】
　上記優先度の低いデータは所定のメツセージデータからなると共に、上記優先度の高い
データは上記メツセージデータの存在及び属性を示すプリアンブルデータからなる
　ことを特徴とする請求項４に記載の送信装置。
【請求項６】
　複数のサブキヤリアを使用して優先度の高いデータと優先度の低いデータを同時に送信
するようになされた送信装置からの送信信号を受信する受信装置において、
　上記優先度の高いデータが重畳された上記サブキヤリアと上記優先度の低いデータが重
畳された上記サブキヤリアとが交互に配置された上記送信信号に対して所定の受信処理を
施すことにより周波数軸上にシンボルが並ぶ受信シンボルストリームを得る受信手段と、
　上記受信シンボルストリームに当該受信シンボルストリームを所定時間遅延した遅延シ
ンボルストリームを加算することにより上記優先度の高いデータに関する信号成分を抽出
して当該優先度の高いデータを復元する第１の復調手段と、
　上記受信シンボルストリームにフーリエ変換処理を施すことによつて時間軸上にシンボ
ルが並ぶシンボルストリームを得、当該シンボルストリームから上記優先度の低いデータ
のシンボルを抽出して当該優先度の低いデータを復元する第２の復調手段と
　を具えることを特徴とする受信装置。
【請求項７】
　上記優先度の低いデータは所定のメツセージデータからなると共に、上記優先度の高い
データは上記メツセージデータの存在及び属性を示すプリアンブルデータからなり、
　上記第１の復調手段によつて上記プリアンブルデータを復元することにより上記メツセ
ージデータの存在及び属性を検出した後、上記第２の復調手段によつて上記メツセージデ
ータを復元する
　ことを特徴とする請求項６に記載の受信装置。
【請求項８】
　上記第１の復調手段は、
　相関値検出によつて上記優先度の高いデータに関する信号成分から当該優先度の高いデ
ータを復元する
　ことを特徴とする請求項６に記載の受信装置。
【請求項９】
　所定のエリアを所望の大きさのセルに分割して当該セル毎に基地局を設置し、移動局は
自局が存在するセル内の上記基地局と無線通信するようになされたセルラー無線通信シス
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受信側で、所定の受信処理を施すことにより周波数軸上にシンボルが並ぶ受信シンボル
ストリームを得て上記受信シンボルストリームに当該受信シンボルストリームを所定時間
遅延した遅延シンボルストリームを加算することにより上記優先度の高いデータに関する
信号成分を抽出して当該優先度の高いデータを復元し得ると共に、上記受信シンボルスト
リームにフーリエ変換処理を施すことにより時間軸上にシンボルが並ぶシンボルストリー
ムを得て当該シンボルストリームから上記優先度の低いデータのシンボルを抽出して当該
優先度の低いデータを復元し得るように、



テムにおいて、
　上記移動局は、
　メツセージデータが重畳されたサブキヤリアと上記メツセージデータの存在及び属性を
示すプリアンブルデータが重畳されたサブキヤリアとを交互に配置してなる送信信号をラ
ンダムアクセスチヤネルを介して送信し、
　上記基地局は、
　上記送信信号に対して所定の受信処理を施すことによつて周波数軸上にシンボルが並ぶ
受信シンボルストリームを得、上記受信シンボルストリームに当該受信シンボルストリー
ムを所定時間遅延した遅延シンボルストリームを加算することにより上記プリアンブルデ
ータに関する信号成分を抽出し、当該信号成分を基に上記プリアンブルデータを検出し、
　上記プリアンブルデータの検出により上記メツセージデータの存在及び属性を確認した
後、上記受信シンボルストリームにフーリエ変換処理を施すことによつて時間軸上にシン
ボルが並ぶシンボルストリームを得、当該シンボルストリームから上記メツセージデータ
のシンボルを抽出して当該メツセージデータを復元する
　ことを特徴とするセルラー無線通信システム。
【請求項１０】
　所定のエリアを所望の大きさのセルに分割して当該セル毎に基地局を設置し、移動局は
自局が存在するセル内の上記基地局と無線通信するようになされたセルラー無線通信シス
テムにおいて、
　上記基地局は、
　メツセージデータが重畳されたサブキヤリアと上記メツセージデータの存在及び属性を
示すプリアンブルデータが重畳されたサブキヤリアとを交互に配置してなる送信信号を初
期補足チヤネルを介して送信し、
　上記移動局は、
　上記送信信号に対して所定の受信処理を施すことによつて周波数軸上にシンボルが並ぶ
受信シンボルストリームを得、上記受信シンボルストリームに当該受信シンボルストリー
ムを所定時間遅延した遅延シンボルストリームを加算することにより上記プリアンブルデ
ータに関する信号成分を抽出し、当該信号成分を基に上記プリアンブルデータを検出し、
　上記プリアンブルデータの検出により上記メツセージデータの存在及び属性を確認した
後、上記受信シンボルストリームにフーリエ変換処理を施すことによつて時間軸上にシン
ボルが並ぶシンボルストリームを得、当該シンボルストリームから上記メツセージデータ
のシンボルを抽出して当該メツセージデータを復元する
　ことを特徴とするセルラー無線通信システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【目次】
以下の順序で本発明を説明する。
【０００２】
発明の属する技術分野
従来の技術（図１４～図１９）
発明が解決しようとする課題
課題を解決するための手段
発明の実施の形態
（１）第１の実施の形態
（１－１）フレーム構成（図１）
（１－２）キヤリア構成（図２）
（１－３）送信装置の構成（図３）
（１－４）受信装置の構成（図４～図６）
（１－５）動作及び効果
（２）第２の実施の形態
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（２－１）背景技術
（２－２）フレーム構成（図７）
（２－３）ランダムアクセスチヤネルの構成（図８）
（２－４）送信装置の構成（図９）
（２－５）受信装置の構成（図１０）
（２－６）動作及び効果
（３）他の実施の形態（図１１～図１３）
発明の効果
【０００３】
【発明の属する技術分野】
本発明は通信方法、送信装置、受信装置及びセルラー無線通信システムに関し、例えば携
帯電話システムに適用して好適なものである。
【０００４】
【従来の技術】
従来、無線通信の分野においては、優先度の高いデータと優先度の低いデータとを組み合
わせて送信するようなことが広く一般に行われている。このように優先度の高いデータと
優先度の低いデータとを組み合わせて送信する典型的なデイジタル無線通信システムにつ
いて以下に説明する。但し、以降の説明では、送信データの１フレームを優先度の高いデ
ータと優先度の低いデータによつて構成し、その１フレーム分の送信データを１つの送信
スロツトで送信するものとする。因みに、ここで言うフレームとはデイジタルデータを取
り扱うときの情報単位であり、スロツトとはデイジタルデータを伝送するときの情報単位
である。
【０００５】
まずこのような無線通信システムでは、１フレームで二種類の情報を送信することにより
、図１４に示すように、１つのフレームをハイプライオリテイ・フイールドとロープライ
オリテイ・フイールドとに分割するようになされており、当該ハイプライオリテイ・フイ
ールドに優先度の高いデータを格納すると共に、ロープライオリテイ・フイールドに優先
度の低いデータを格納するようになされている。この場合、各フイールドに対しては送信
対象のデータの情報ビツトのみを格納するのではなく、エラー検出及び訂正用ビツトも格
納するようになされており、これにより受信側では当該エラー検出及び訂正用ビツトを使
用して受信した情報ビツトの誤り検出及び誤り訂正を行うことができるようになされてい
る。
【０００６】
因みに、通常、優先度の高いデータに対しては誤り検出及び誤り訂正能力が高いエラー検
出及び訂正用ビツトが付加され、優先度の低いデータに対しては比較的にその能力が低い
エラー検出及び訂正用ビツトが付加される。このため一般的には、優先度の高いデータに
付加されたエラー検出及び訂正用ビツトの方が長くなる傾向にある。
【０００７】
ここでこのような構造を有するフレームを実際に送信する送信装置を図１５に示す。この
図１５に示すように、送信装置１においては、まず優先度の高いデータを構成するビツト
ストリームＤＨ１を第１のエラー訂正ビツト付加回路２に入力し、優先度の低いデータを
構成するビツトストリームＤＬ１を第２のエラー訂正ビツト付加回路３に入力するように
なされている。
【０００８】
第１のエラー訂正ビツト付加回路２は、入力されるビツトストリームＤＨ１に基づいてエ
ラー検出及び訂正用ビツトを算出し、これを当該ビツトストリームＤＨ１に付加すること
により上述したハイプライオリテイ・フイールドに格納するビツトストリームＤ１を生成
し、これを後段のフレーム生成回路４に出力する。因みに、この第１のエラー訂正ビツト
付加回路２では、誤り検出及び誤り訂正能力が優れたエラー検出及び訂正用ビツトを算出
して付加するようになされている。
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【０００９】
一方、第２のエラー訂正ビツト付加回路３は、入力されるビツトストリームＤＬ１に基づ
いてエラー検出及び訂正用ビツトを算出し、これを当該ビツトストリームＤＬ１に付加す
ることにより上述したロープライオリテイ・フイールドに格納するビツトストリームＤ２
を生成し、これを後段のフレーム生成回路４に出力する。因みに、この第２のエラー訂正
ビツト付加回路３では、第１のエラー訂正ビツト付加回路２に比して誤り検出及び誤り訂
正能力が低いエラー検出及び訂正用ビツトを算出して付加するようになされている。
【００１０】
フレーム生成回路４は図１４に示したようにビツトストリームＤ１の後にビツトストリー
ムＤ２を付加することにより１フレーム分の送信データストリームＤ３を生成し、これを
変調回路５に出力する。変調回路５はこの送信データストリームＤ３に対して所定の変調
処理を施すことにより送信シンボルストリームＤ４を生成し、これを送信回路６に出力す
る。送信回路６はこの送信シンボルストリームＤ４に対してフイルタリング処理を施した
後、デイジタル／アナログ変換処理を施すことにより送信信号を生成し、当該送信信号に
対して周波数変換処理を施すことにより送信信号Ｓ１を生成する。かくしてこの送信信号
Ｓ１をアンテナ７を介して送信することにより、この送信装置１では、優先度の高いデー
タと優先度の低いデータとを組み合わせたデータを送信するようになされている。
【００１１】
一方、図１６に示すように、受信装置１０においては、送信装置１からの送信信号Ｓ１を
アンテナ１１によつて受け、これを受信信号Ｓ２として受信回路１２に入力するようにな
されている。受信回路１２は受信信号Ｓ２に対してフイルタリング処理を施した後、当該
受信信号Ｓ２に周波数変換処理を施すことによりベースバンド信号を取り出し、このベー
スバンド信号に対してアナログ／デイジタル変換処理を施すことにより受信シンボルスト
リームＤ５を取り出す。
【００１２】
復調回路１３は受信回路１２によつて取り出された受信シンボルストリームＤ５に所定の
復調処理を施すことにより受信データストリームＤ６（この受信データストリームＤ６は
送信データストリームＤ３と完全に等しくはなく、伝送途中で受けたデータ誤りを含むも
のである）を復元し、これをフイールド分割回路１４に出力する。フイールド分割回路１
４はこのようにして復元された受信データストリームＤ６をハイプライオリテイ・フイー
ルドのビツトストリームＤ７とロープライオリテイ・フイールドのビツトストリームＤ８
に分解し、そのビツトストリームＤ７、Ｄ８をそれぞれ第１のエラー検出及び訂正回路１
５、第２のエラー検出及び訂正回路１６に出力する。
【００１３】
第１のエラー検出及び訂正回路１５は、ビツトストリームＤ７に含まれるエラー検出及び
訂正用ビツトに基づいて、受信した情報ビツトに含まれるデータ誤りを検出してそのデー
タ誤りを訂正することにより送信された情報ビツトを復元し、これを優先度の高いデータ
のビツトストリームＤＨ２として出力する。同様に、第２のエラー検出及び訂正回路１６
は、ビツトストリームＤ８に含まれるエラー検出及び訂正用ビツトに基づいて、受信した
情報ビツトに含まれるデータ誤りを検出してそのデータ誤りを訂正することにより送信さ
れた情報ビツトを復元し、これを優先度の低いデータのビツトストリームＤＬ２として出
力する。かくしてこのような処理により、受信装置１０においては受信信号Ｓ２から優先
度の高いデータと優先度の低いデータがそれぞれ復元される。
【００１４】
このように優先度の高いデータと優先度の低いデータとを組み合わせて送信するようなこ
とは、実際上、携帯電話システム等のセルラー無線通信システムにおいても行われている
。この点について、以下に携帯電話システムを例に上げて具体的に説明する。
【００１５】
一般に、携帯電話システムにおいては、通信サービスを提供するエリアを所望の大きさの
セルに分割して当該セル内にそれぞれ固定無線局としての基地局を設置し、移動無線局と
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しての携帯電話機は自分が存在するセル内の基地局と無線通信するようになされており、
いわゆるセルラー無線通信システムを構築するようになされている。
【００１６】
このような携帯電話システムにおいては、例えば携帯電話機から発呼する場合、次に説明
するような手順によつて発呼処理を行うようになされている。まず携帯電話機は、プリア
ンブルデータ及びメツセージデータからなる制御データをランダムアクセスチヤネル（Ｒ
ＡＣＨ）と呼ばれる制御チヤネルを用いて基地局に送信する。基地局は、このランダムア
クセスチヤネルを監視しており、プリアンブルデータの有無を検出することにより、携帯
電話機からのメツセージがあるか否かを検出する。そして基地局は、プリアンブルデータ
が検出されると、携帯電話機からのメツセージがあるものとして続くメツセージデータを
検出し、当該メツセージデータの内容を解析する。その結果、メツセージデータの内容が
発呼要求であれば、基地局はその携帯電話機との通信に使用する占有制御チヤネル（ＤＣ
ＣＨ）を確定し、このチヤネル番号を応答用制御チヤネル（ＡＧＣＨ）を用いて携帯電話
機に通達する。以降、この通達された占有制御チヤネルを介して携帯電話機と基地局との
間で所定の制御処理を実行することにより、携帯電話機からの発呼処理を実現する。
【００１７】
この発呼処理において最初に携帯電話機から送られてくる制御データは、上述したように
プリアンブルデータとメツセージデータとによつて構成されている。この場合、プリアン
ブルデータはメツセージデータの存在を示しており、基地局側ではこのプリアンブルデー
タの存在をまず検出することによりメツセージデータがあるか否かを検出している。従つ
て基地局側からみて検出順序を基にデータに優先順位を付けるとすれば、プリアンブルデ
ータが最も優先度が高いデータであり、具体的な要求内容を示すメツセージデータはプリ
アンブルデータに比して優先度の低いデータとなる。
【００１８】
ところで優先度の高いデータに相当するプリアンブルデータを検出する場合には、通常の
ＦＤＭＡ（ Frequency Divition Multiple Access：周波数分割多元接続）方式や通常のＴ
ＤＭＡ（ Time Divition Multiple Access ：時分割多元接続）方式の携帯電話システムで
は、プリアンブルデータを復元して検出するのではなく、実際にはランダムアクセスチヤ
ネルの電力を測定することによりプリアンブルデータを検出している。これに対してＣＤ
ＭＡ（ Code Divition Multiple Access ：符号分割多元接続）方式の携帯電話システムで
は、周波数や時間といつた物理的な分割ではなく拡散符号の相違による分割であるために
帯域上にその他の信号が混在しており、そのため単なる電力測定ではプリアンブルデータ
を検出し得ず、結果的にプリアンブルデータを復元することにより当該プリアンブルデー
タの検出を行うようになされている。
【００１９】
ここでこの点について、以下に具体例を上げて説明する。因みに、この場合も、制御デー
タは１フレームで構成され、その制御データを１送信スロツトで送信するものとする。
【００２０】
まず図１７に示すように、１フレームのデータ構造としてはフレーム前半にプリアンブル
フイールドが形成され、フレーム後半に情報フイールドが形成される。この場合、プリア
ンブルフイールドにはプリアンブルデータが格納され、情報フイールドにはメツセージデ
ータを構成する情報ビツトと当該情報ビツトに対するエラー検出及び訂正用ビツトが格納
されるようになされている。
【００２１】
ここでこのようなデータ構造を有する制御データを実際に送信する送信装置を図１８に示
す。この図１８に示すように、送信装置２０においては、まずプリアンブルデータのビツ
トストリームＤＰ１をフレーム生成回路２１に入力し、メツセージデータのビツトストリ
ームＤＭ１をエラー訂正ビツト付加回路２２に入力するようになされている。
【００２２】
エラー訂正ビツト付加回路２２は、入力されるビツトストリームＤＭ１に基づいてエラー
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検出及び訂正用ビツトを算出し、これを当該ビツトストリームＤＭ１に付加することによ
り上述した情報フイールドに格納するビツトストリームＤ１１を生成し、これをフレーム
生成回路２１に出力する。フレーム生成回路２１は、図１７に示したようにプリアンブル
データのビツトストリームＤＰ１の後にビツトストリームＤ１１を付加することにより１
フレーム分の送信データストリームＤ１２を生成し、これを変調回路２３に出力する。
【００２３】
変調回路２３は、この送信データストリームＤ１２に対して所定の変調処理を施すことに
より送信シンボルストリームＤ１３を生成し、これを送信回路２４に出力する。送信回路
２４は、送信シンボルストリームＤ１３に所望の拡散符号を乗算した後にフイルタリング
処理を施し、その後デイジタル／アナログ変換処理を施すことにより送信信号を生成する
。そして送信回路２４は、その送信信号に対して周波数変換処理を施すことにより所定帯
域の送信信号Ｓ１０を生成する。かくしてこの送信信号Ｓ１０をアンテナ２５を介して送
信することにより、この送信装置２０では、プリアンブルデータ及びメツセージデータか
らなる制御データを送信するようになされている。
【００２４】
一方、図１９に示すように、受信装置３０においては、送信装置２０からの送信信号Ｓ１
０をアンテナ３１によつて受け、これを受信信号Ｓ１１として受信回路３２に入力するよ
うになされている。受信回路３２は受信信号Ｓ１１に対してフイルタリング処理を施した
後、当該受信信号Ｓ１１に周波数変換を施すことによりベースバンド信号を取り出し、こ
のベースバンド信号に対してアナログ／デイジタル変換処理を施した後に拡散符号を乗算
することにより受信シンボルストリームＤ１４を取り出す。
【００２５】
復調回路３３は受信回路３２によつて取り出された受信シンボルストリームＤ１４に所定
の復調処理を施すことにより受信データストリームＤ１５（この受信データストリームＤ
１５は送信データストリームＤ１２と完全に等しくはなく、伝送途中で受けたデータ誤り
を含むものである）を復元し、これをフイールド分割回路３４に出力する。
【００２６】
フイールド分割回路３４はこのようにして復元された受信データストリームＤ１５をプリ
アンブルフイールドのビツトストリームＤ１６と情報フイールドのビツトストリームＤ１
７に分解し、そのビツトストリームＤ１６、Ｄ１７をそれぞれプリアンブル検出回路３５
、エラー検出及び訂正回路３６に出力する。因みに、フイールド分割回路３４では、この
フイールド分解を時間分割によつて行つている。すなわち図１７に示したようにプリアン
ブルフイールドと情報フイールドとではプリアンブルフイールドの方が時間的に先で情報
フイールドの方が時間的に後になつているので、そのタイミング関係を利用して分解処理
を行つている。
【００２７】
プリアンブル検出回路３５は、ビツトストリームＤ１６がプリアンブルデータであるか否
か判定し、プリアンブルデータであればエラー検出及び訂正回路３６に対して制御信号Ｓ
１２を出力する。これを受けたエラー検出及び訂正回路３６はエラー検出及び訂正処理を
開始し、入力されるビツトストリームＤ１７に含まれるエラー検出及び訂正用ビツトに基
づいて受信したメツセージデータの情報ビツトに含まれるデータ誤りを検出してそのデー
タ誤りを訂正する。その結果、メツセージデータの情報ビツトが正しく復元されると、エ
ラー検出及び訂正回路３６はそのメツセージデータのビツトストリームＤＭ２を通信シー
ケンス等を管理する制御回路（図示せず）に出力する。これにより制御回路はメツセージ
データを受信したことを把握し得、そのメツセージデータに応じた通信シーケンスを制御
し得る。
【００２８】
因みに、ここではフイールド分割回路３４によつてフイールド分解を行うと説明したが、
データ分離のためのフイールド分解を行わず、単に受信データＤ１５の先頭にあるプリア
ンブルデータの検出処理を行い、その結果、プリアンブルデータが検出されたら続くメツ
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セージデータのエラー訂正処理を行うようにする場合も有り得る。
【００２９】
【発明が解決しようとする課題】
ところでかかる従来の通信方法においては、優先度の高いデータと優先度の低いデータと
を組み合わせて送信する場合、それぞれのデータを別々に扱つてはいるものの、同一レベ
ルでの処理を別々に行つているのに過ぎず、優先度を反映させた処理が行われていないの
が実状である。
【００３０】
また従来の通信方法では、例えばランダムアクセスチヤネルを使用して制御データを送信
する際、プリアンブルデータを検出することによつてメツセージデータの存在を確認して
いるが、これはプリアンブルデータとメツセージデータが時間方向で分離されているので
このような処理が容易に実現可能であつた。しかしながら送信対象のデータを複数のキヤ
リアを使用して同時に送信するようなマルチキヤリア方式の通信では、プリアンブルデー
タとメツセージデータが時間方向に分離されていないので、このような時間方向の処理を
行えないといつた不都合がある。
【００３１】
このためこのようなマルチキヤリア方式の通信でプリアンブルデータ及びメツセージデー
タからなる制御データを伝送しようとする場合には、受信側でプリアンブルデータの信号
成分とメツセージデータの信号成分を周波数方向で分離することによりプリアンブルデー
タの信号成分とメツセージデータの信号成分を抽出してそれぞれのデータを復元すること
が一般的に考えられる。しかしながらこの方法では、プリアンブルデータの信号成分とメ
ツセージデータの信号成分を分離するために高精度のフイルタが必要になり、受信側の装
置構成が複雑になつてしまうおそれがある。
【００３２】
本発明は以上の点を考慮してなされたもので、マルチキヤリア方式で優先度の高いデータ
と優先度の低いデータを同時に送信した場合でも、優先度に応じた処理を簡易な構成で行
い得る通信方法及びそれを用いた送信装置、受信装置並びにセルラー無線通信システムを
提案しようとするものである。
【００３３】
【課題を解決するための手段】
かかる課題を解決するため本発明においては、複数のサブキヤリアを使用して優先度の高
いデータと優先度の低いデータを同時に送信する通信方法において、優先度の高いデータ
が重畳されたサブキヤリアと優先度の低いデータが重畳されたサブキヤリアとを交互に配
置してなる送信信号を送信し、受信側では、送信信号に対して所定の受信処理を施すこと
によつて周波数軸上にシンボルが並ぶ受信シンボルストリームを得、受信シンボルストリ
ームに当該受信シンボルストリームを所定時間遅延した遅延シンボルストリームを加算す
ることにより優先度の高いデータに関する信号成分を抽出して当該優先度の高いデータを
復元すると共に、受信シンボルストリームにフーリエ変換処理を施すことによつて時間軸
上にシンボルが並ぶシンボルストリームを得、当該シンボルストリームから優先度の低い
データのシンボルを抽出して当該優先度の低いデータを復元するようにした。
【００３４】
　また本発明においては、複数のサブキヤリアを使用して優先度の高いデータと優先度の
低いデータを同時に送信する送信装置において、

優先度の高いデー
タが重畳されたサブキヤリアと優先度の低いデータが重畳されたサブキヤリアとを交互に
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受信側で、所定の受信処理を施すことに
より周波数軸上にシンボルが並ぶ受信シンボルストリームを得て受信シンボルストリーム
に当該受信シンボルストリームを所定時間遅延した遅延シンボルストリームを加算するこ
とにより優先度の高いデータに関する信号成分を抽出して当該優先度の高いデータを復元
し得ると共に、受信シンボルストリームにフーリエ変換処理を施すことにより時間軸上に
シンボルが並ぶシンボルストリームを得て当該シンボルストリームから優先度の低いデー
タのシンボルを抽出して当該優先度の低いデータを復元し得るように、



配置してなる送信信号を送信する送信手段を設けるようにした。
【００３５】
また本発明においては、複数のサブキヤリアを使用して優先度の高いデータと優先度の低
いデータを同時に送信するようになされた送信装置からの送信信号を受信する受信装置に
おいて、優先度の高いデータが重畳されたサブキヤリアと優先度の低いデータが重畳され
たサブキヤリアとが交互に配置された送信信号に対して所定の受信処理を施すことにより
周波数軸上にシンボルが並ぶ受信シンボルストリームを得る受信手段と、受信シンボルス
トリームに当該受信シンボルストリームを所定時間遅延した遅延シンボルストリームを加
算することにより優先度の高いデータに関する信号成分を抽出して当該優先度の高いデー
タを復元する第１の復調手段と、受信シンボルストリームにフーリエ変換処理を施すこと
によつて時間軸上にシンボルが並ぶシンボルストリームを得、当該シンボルストリームか
ら優先度の低いデータのシンボルを抽出して当該優先度の低いデータを復元する第２の復
調手段とを設けるようにした。
【００３６】
また本発明においては、所定のエリアを所望の大きさのセルに分割して当該セル毎に基地
局を設置し、移動局は自局が存在するセル内の基地局と無線通信するようになされたセル
ラー無線通信システムにおいて、移動局は、メツセージデータが重畳されたサブキヤリア
とメツセージデータの存在及び属性を示すプリアンブルデータが重畳されたサブキヤリア
とを交互に配置してなる送信信号をランダムアクセスチヤネルを介して送信し、基地局は
、送信信号に対して所定の受信処理を施すことによつて周波数軸上にシンボルが並ぶ受信
シンボルストリームを得、受信シンボルストリームに当該受信シンボルストリームを所定
時間遅延した遅延シンボルストリームを加算することによりプリアンブルデータに関する
信号成分を抽出し、当該信号成分を基にプリアンブルデータを検出し、プリアンブルデー
タの検出によりメツセージデータの存在及び属性を確認した後、受信シンボルストリーム
にフーリエ変換処理を施すことによつて時間軸上にシンボルが並ぶシンボルストリームを
得、当該シンボルストリームからメツセージデータのシンボルを抽出して当該メツセージ
データを復元するようにした。
【００３７】
また本発明においては、所定のエリアを所望の大きさのセルに分割して当該セル毎に基地
局を設置し、移動局は自局が存在するセル内の基地局と無線通信するようになされたセル
ラー無線通信システムにおいて、基地局は、メツセージデータが重畳されたサブキヤリア
とメツセージデータの存在及び属性を示すプリアンブルデータが重畳されたサブキヤリア
とを交互に配置してなる送信信号を初期補足チヤネルを介して送信し、移動局は、送信信
号に対して所定の受信処理を施すことによつて周波数軸上にシンボルが並ぶ受信シンボル
ストリームを得、受信シンボルストリームに当該受信シンボルストリームを所定時間遅延
した遅延シンボルストリームを加算することによりプリアンブルデータに関する信号成分
を抽出し、当該信号成分を基にプリアンブルデータを検出し、プリアンブルデータの検出
によりメツセージデータの存在及び属性を確認した後、受信シンボルストリームにフーリ
エ変換処理を施すことによつて時間軸上にシンボルが並ぶシンボルストリームを得、当該
シンボルストリームからメツセージデータのシンボルを抽出して当該メツセージデータを
復元するようにした。
【００３８】
このように優先度の高いデータが重畳されたサブキヤリアと優先度の低いデータが重畳さ
れたサブキヤリアとを交互に配置して送信し、受信側では、所定の受信処理によつて周波
数軸上にシンボルが並ぶ受信シンボルストリームを得、受信シンボルストリームに当該受
信シンボルストリームを所定時間遅延した遅延シンボルストリームを加算することにより
優先度の高いデータに関する信号成分を抽出して当該優先度の高いデータを復元するよう
にしたことにより、簡易な構成で優先度の高いデータを速やかに復元し得、かくしてマル
チキヤリア方式で優先度の高いデータと優先度の低いデータを同時に送信した場合でも、
優先度に応じた処理を簡易な構成で行い得る。
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【００３９】
同様に、セルラー無線通信システムにおいてメツセージデータが重畳されたサブキヤリア
とメツセージデータの存在及び属性を示すプリアンブルデータが重畳されたサブキヤリア
とを交互に配置して送信し、受信側では、所定の受信処理によつて周波数軸上にシンボル
が並ぶ受信シンボルストリームを得、受信シンボルストリームに当該受信シンボルストリ
ームを所定時間遅延した遅延シンボルストリームを加算することによりプリアンブルデー
タに関する信号成分を抽出し、当該信号成分を基にプリアンブルデータを検出し、プリア
ンブルデータの検出によりメツセージデータの存在及び属性を確認した後、受信シンボル
ストリームにフーリエ変換処理を施すことによつて時間軸上にシンボルが並ぶシンボルス
トリームを得、当該シンボルストリームからメツセージデータのシンボルを抽出して当該
メツセージデータを復元するようにしたことにより、簡易な構成でプリアンブルデータを
速やかに検出し得、かくしてマルチキヤリア方式でプリアンブルデータとメツセージデー
タを同時に送信した場合でも、優先度に応じた処理を簡易な構成で行い得る。
【００４０】
【発明の実施の形態】
以下図面について、本発明の一実施の形態を詳述する。
【００４１】
（１）第１の実施の形態
（１－１）フレーム構成
まずこの項では、本発明による通信システムのフレーム構成を説明する。本発明による通
信システムにおいては、優先度の高いデータと優先度の低いデータとを１つのフレームで
送信するが、その際、図１に示すように、優先度の高いデータの送信シンボルと優先度の
低いデータの送信シンボルとをフレーム内に交互に配置するようになされている。すなわ
ち交互に配置されている送信シンボルを１つおきに集めると優先度の高いデータであるハ
イプライオリテイ・フイールドとなり、残りの送信シンボルを集めると優先度の低いデー
タであるロープライオリテイ・フイールドとなる。
【００４２】
この場合、ロープライオリテイ・フイールドには、優先度の低いデータの情報ビツトから
生成された送信シンボルと、当該優先度の低いデータに対して付加されるエラー検出及び
訂正用ビツトから生成された送信シンボルとが格納される。これに対してハイプライオリ
テイ・フイールドには、優先度の高いデータの情報ビツトから生成された送信シンボルの
みが格納され、エラー検出及び訂正用ビツトから生成された送信シンボルは格納されない
。なお、この優先度の高い送信シンボルは、優先度の高いデータの情報ビツトに対して畳
み込み符号化による系列間距離の伸長処理やＭ－ａｒｙ変調による系列間の直交処理を行
うことにより生成された符号化ビツトを基に生成されたシンボルである。このように優先
度の高いデータに関してはエラー検出及び訂正用ビツトを付加せず、系列間距離の伸長処
理又は系列間の直交処理を施すようにしたことにより、受信側では相関検出によつて速や
かに優先度の高いデータを復元することができる。
【００４３】
（１－２）キヤリア構成
本発明を適用した通信システムでは、上述したような構成の１フレーム分の送信シンボル
を複数のサブキヤリアを使用して１変調時間内で同時に送信するいわゆるマルチキヤリア
通信を行うようになされている。具体的には、図２に示すように、周波数軸上に等間隔で
配置された例えば 24本のサブキヤリアＣ０～Ｃ２３によつて１つの周波数チヤネルを構成
し、これら 24本のサブキヤリアＣ０～Ｃ２３のうち両端にあるガードキヤリアとしてのサ
ブキヤリアＣ０、Ｃ２３を除く 22本のサブキヤリアＣ１～Ｃ２２を使用して１フレーム分
の送信シンボルを送信するようになされている。従つてこの通信システムの場合には、１
変調時間内で送信される送信シンボルは周波数軸上に並んで送信されることになる。
【００４４】
なお、以降の説明では、説明の便宣上、各送信シンボルは例えばＱＰＳＫ（ Quadrature P
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hase Shift Keying ：４相位相変調）変調によつてシンボルマツピングされ、各送信シン
ボルがサブキヤリアＣ１～Ｃ２２に対してそれぞれ１つずつ割り当てられて送信されるも
のとする。
【００４５】
この通信システムでは、図１に示したフレーム構成の送信シンボルをこの図２に示す複数
のサブキヤリアＣ１～Ｃ２２に順に１つずつ割り当てるようになされている。このため奇
数番目のサブキヤリアＣ１、Ｃ３、Ｃ５、Ｃ７、Ｃ９、Ｃ１１、Ｃ１３、Ｃ１５、Ｃ１７
、Ｃ１９、Ｃ２１が優先度の高い送信シンボルの送信に用いられ、偶数番目のサブキヤリ
アＣ２、Ｃ４、Ｃ６、Ｃ８、Ｃ１０、Ｃ１２、Ｃ１４、Ｃ１６、Ｃ１８、Ｃ２０、Ｃ２２
が優先度の低い送信シンボルの送信に用いられることになる。
【００４６】
因みに、優先度の高い送信シンボルは、優先度の高いデータの情報ビツトに対して畳み込
み符号化による系列間距離の伸長処理やＭ－ａｒｙ変調による系列間の直交処理を行うこ
とにより生成された符号化ビツトに、ＱＰＳＫ変調を施すことにより生成されたシンボル
であり、この優先度の高い送信シンボルはそれぞれそのままサブキヤリアＣ１、Ｃ３、Ｃ
５、Ｃ７、Ｃ９、Ｃ１１、Ｃ１３、Ｃ１５、Ｃ１７、Ｃ１９、Ｃ２１に割り当てられる。
【００４７】
これに対して優先度の低い送信シンボルは、優先度の低いデータの情報ビツト及びそれに
対して付加されたエラー検出及び訂正用ビツトにＱＰＳＫ変調を施すことにより生成され
たシンボルであり、サブキヤリアに割り当てる際には、１つ前の優先度の高い送信シンボ
ルとの差動位相を取つてこれをサブキヤリアＣ２、Ｃ４、Ｃ６、Ｃ８、Ｃ１０、Ｃ１２、
Ｃ１４、Ｃ１６、Ｃ１８、Ｃ２０、Ｃ２２に割り当てるようになされている。すなわち優
先度の低い送信シンボルはそれぞれＤＱＰＳＫ（ Differential Quadrature Phase Shift 
Keying：差動４相位相変調）変調処理が施されてサブキヤリアＣ２、Ｃ４、Ｃ６、Ｃ８、
Ｃ１０、Ｃ１２、Ｃ１４、Ｃ１６、Ｃ１８、Ｃ２０、Ｃ２２に割り当てられるようになさ
れている。
【００４８】
（１－３）送信装置の構成
次にこの項では、本発明による通信システムの送信装置を説明する。図３において、４０
は全体として本発明による通信システムの送信装置を示し、優先度の高いデータのビツト
ストリームＤＨ３をエンコーダ４１に入力すると共に、優先度の低いデータのビツトスト
リームＤＬ３をエラー訂正ビツト付加回路４２に入力するようになされている。
【００４９】
エンコーダ４１は、入力される優先度の高いビツトストリームＤＨ３に対して例えば畳み
込み符号化による系列間距離の伸長処理やＭ－ａｒｙ変調による系列間の直交処理を行う
ことにより符号化処理を行い、その結果得られる符号化ビツトストリームＤ２０を後段の
ＱＰＳＫ変調回路４３に出力する。ＱＰＳＫ変調回路４３は、入力される符号化ビツトス
トリームＤ２０に対して順にＱＰＳＫ変調処理を施すことにより送信シンボルストリーム
Ｄ２１を生成し、これを後段の第１の選択スイツチ４４の第１の入力端に出力する。
【００５０】
一方、エラー訂正ビツト付加回路４２は、入力される優先度の低いビツトストリームＤＬ
３に基づいてエラー検出及び訂正用ビツトを算出し、これを当該ビツトストリームＤＬ３
に付加することによりエラー訂正のための処理が施されたビツトストリームＤ２２を生成
し、これを後段のＱＰＳＫ変調回路４５に出力する。ＱＰＳＫ変調回路４５は、入力され
るビツトストリームＤ２２に対して順にＱＰＳＫ変調処理を施すことにより送信シンボル
ストリームＤ２３を生成し、これを後段の第１の選択スイツチ４４の第２の入力端に出力
する。
【００５１】
第１の選択スイツチ４４は、入力端との接続状態を交互に切り換えることにより第１の入
力端に供給される送信シンボルと第２の入力端に供給される送信シンボルとを交互に選択
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し、これにより図１に示したような優先度の高い送信シンボルと優先度の低い送信シンボ
ルとが交互に並ぶシンボルストリームＤ２４を生成し、これを第２の選択スイツチ４６の
第１の入力端及び差動変調回路４７を構成する遅延回路４７Ａと乗算器４７Ｂに出力する
。
【００５２】
差動変調回路４７においては、現在入力される送信シンボルと、遅延回路４７Ａを介して
得られる１シンボル前の送信シンボルとを乗算器４７Ｂによつて乗算することにより現在
入力された送信シンボルに差動変調を施し、これを順に繰り返していくことにより差動シ
ンボルストリームＤ２５を生成し、これを第２の選択スイツチ４６の第２の入力端に出力
する。
【００５３】
第２の選択スイツチ４６は、シンボルストリームＤ２４が奇数番目のシンボルのときに第
１の入力端と接続することによりシンボルストリームＤ２４のうちの奇数番目のシンボル
を選択し、差動シンボルストリームＤ２５が偶数番目のシンボルのときに第２の入力端と
接続することにより差動シンボルストリームＤ２５のうちの偶数番目のシンボルを選択し
、その結果生成されるシンボルストリームＤ２６を後段の逆高速フーリエ変換回路（ＩＦ
ＦＴ）４８に出力する。この場合、シンボルストリームＤ２４及び差動シンボルストリー
ムＤ２５の奇数番目は優先度の高い送信シンボルであり、偶数番目は優先度の低い送信シ
ンボルである。従つて第２の選択スイツチ４６によりシンボルストリームＤ２４と差動シ
ンボルストリームＤ２５とを交互に選択すれば、優先度の高い送信シンボルと差動変調さ
れた優先度の低い送信シンボルとが交互に並んだシンボルストリームＤ２６が得られる。
因みに、差動変調する際には、１つ前のシンボルとの差動変調を行つているので、優先度
の低い送信シンボルには優先度の高い送信シンボルを基準とした差動変調が行われている
ことになる。
【００５４】
逆高速フーリエ変換回路４８は、シンボルストリームＤ２６に対して逆高速フーリエ変換
処理を施すことにより時間軸上に並んでいるシンボルを周波数軸上に並べたような信号を
生成する。すなわち逆高速フーリエ変換回路４８は、シンボルストリームＤ２６の各シン
ボルをそれぞれサブキヤリアＣ１～Ｃ２２に順に割り当てる処理を行う。この逆高速フー
リエ変換回路４８の処理により生成された送信シンボルストリームＤ２７は続く送信回路
４９に入力される。
【００５５】
送信回路４９は、送信シンボルストリームＤ２７に対して窓かけ処理いわゆるウインドウ
処理を施した後にフイルタリング処理を施し、さらにデイジタル／アナログ変換処理を施
すことにより送信信号を生成する。そして送信回路４９はその送信信号に周波数変換処理
を施すことにより所定周波数チヤネルの送信信号Ｓ２０を生成し、これをアンテナ５０を
介して送信する。かくして優先度の高いデータと優先度の低いデータがサブキヤリアＣ１
～Ｃ２２に対して交互に重畳されたような送信信号Ｓ２０が送信装置４０から送信される
。
【００５６】
（１－４）受信装置の構成
次のこの項では、本発明による通信システムの受信装置を説明する。図４において、６０
は全体として本発明による通信システムの受信装置を示し、送信装置４０から送信された
送信信号Ｓ２０をアンテナ６１によつて受け、これを受信信号Ｓ２１として受信回路６２
に入力するようになされている。受信回路６２は、受信信号Ｓ２１に対してフイルタリン
グ処理を施した後、当該受信信号Ｓ２１に対して周波数変換処理を施すことによりベース
バンド信号を取り出す。そして受信回路６２はこのベースバンド信号に対してアナログ／
デイジタル変換処理を施すことにより受信シンボルストリームＤ３０を得、この受信シン
ボルストリームＤ３０に対して１変調時間分の窓かけ処理を施した後、これを第１及び第
２の復調部６３、６４に出力する。因みに、この受信シンボルストリームＤ３０はフーリ
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エ変換処理する前のシンボルストリームであるので、各シンボルが周波数軸上に並んでい
るシンボルストリームである。
【００５７】
第１の復調部６３は優先度の高いデータを復調するための復調部であり、受信シンボルス
トリームＤ３０をそれぞれ内部の時間遅延回路６５及び加算器６６に入力するようになさ
れている。時間遅延回路６５は、受信回路６２によつて受信した１変調時間Ｔの受信シン
ボルストリームＤ３０を、図５（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、その１変調時間Ｔの半分
すなわち時間Ｔ／２だけ遅延し、その結果得られる受信シンボルストリームＤ３１を加算
器６６に出力する。
【００５８】
加算器６６は、受信シンボルストリームＤ３１の供給が開始されてから時間Ｔ／２の間だ
け、受信シンボルストリームＤ３０と受信シンボルストリームＤ３１の加算処理を行うこ
とにより、図５（Ｃ）に示すように、受信シンボルストリームＤ３０の後半部と受信シン
ボルストリームＤ３１の前半部を加算したシンボルストリームＤ３２を生成し、これを相
関算出回路６７に出力する。
【００５９】
因みに、このように１変調時間Ｔの半分の時間Ｔ／２だけ受信シンボルストリームＤ３０
を遅延して受信シンボルストリームＤ３１を生成し、当該受信シンボルストリームＤ３１
と受信シンボルストリームＤ３０とを加算処理すると、図２に示したサブキヤリアＣ１～
Ｃ２２の信号成分のうち偶数番目のサブキヤリアＣ２、Ｃ４、Ｃ６、Ｃ８、Ｃ１０、Ｃ１
２、Ｃ１４、Ｃ１６、Ｃ１８、Ｃ２０、Ｃ２２の信号成分が打ち消され、奇数番目のサブ
キヤリアＣ１、Ｃ３、Ｃ５、Ｃ７、Ｃ９、Ｃ１１、Ｃ１３、Ｃ１５、Ｃ１７、Ｃ１９、Ｃ
２１の信号成分のみを抽出することができる。
【００６０】
この原理は、図６に示すように、１変調時間の半分の時間Ｔ／２だけ遅延した受信シンボ
ルストリームＤ３１は、原信号である受信シンボルストリームＤ３０に比して各サブキヤ
リアの信号成分が位相回転するからである。すなわちサブキヤリアＣ１の位相回転量は「
０」、サブキヤリアＣ２の位相回転量は「π」、サブキヤリアＣ３の位相回転量は「２π
」、サブキヤリアＣ４の位相回転量は「３π」、サブキヤリアＣ５の位相回転量は「４π
」、……といつた具合に各サブキヤリアの位相回転が生じる。このように位相回転が生じ
た受信シンボルストリームＤ３１と原信号である受信シンボルストリームＤ３０とを加算
すると、位相回転量が「π」、「３π」、「５π」、……である偶数番目のサブキヤリア
Ｃ２、Ｃ４、Ｃ６、……の信号成分は原信号に対して位相反転が生じているので、これら
のサブキヤリアＣ２、Ｃ４、Ｃ６……の信号成分は打ち消されることなる。従つて加算処
理によつて生成されたシンボルストリームＤ３２は、優先度の高いデータのシンボルが重
畳されている奇数番目のサブキヤリアＣ１、Ｃ３、Ｃ５、Ｃ７、Ｃ９、Ｃ１１、Ｃ１３、
Ｃ１５、Ｃ１７、Ｃ１９、Ｃ２１の信号成分のみからなつている。
【００６１】
リフアレンス記憶回路６８には、優先度の高いデータとして考えられる情報ビツトストリ
ームを送信側と同じように符号化処理し、これにＱＰＳＫ変調処理を施した後、これを周
波数軸上に並べたようなリフアレンス・シンボルストリームとその元になつている情報ビ
ツトストリームが格納されている。すなわち優先度の高いデータを送信側と同じように処
理することによりサブキヤリアＣ１、Ｃ３、Ｃ５、Ｃ７、Ｃ９、Ｃ１１、Ｃ１３、Ｃ１５
、Ｃ１７、Ｃ１９、Ｃ２１に重畳したようなリフアレンス・シンボルストリームが、優先
度の高いデータとして考えられ得る全ての情報ビツトストリーム分だけ格納されていると
共に、その考えられ得る全ての情報ビツトストリームが格納されている。
【００６２】
相関算出回路６７は、このリフアレンス・シンボルストリームＤ３３をリフアレンス記憶
回路６８から順に読出し、そのリフアレンス・シンボルストリームＤ３３と入力されるシ
ンボルストリームＤ３２との相関値を算出し、最も相関値が高かつたリフアレンス・シン
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ボルストリームＤ３３に関する情報ビツトストリームＤ３４をリフアレンス記憶回路６８
から読出し、これを優先度の高いデータのビツトストリームＤＨ４として出力する。
【００６３】
このようにして第１の復調部６３においては、受信シンボルストリームＤ３０を１変調時
間Ｔの半分の時間Ｔ／２だけ遅延し、これを当該受信シンボルストリームＤ３０に加算す
ることにより優先度の高いデータの信号成分だけからなるシンボルストリームＤ３２を生
成し、このシンボルストリームＤ３２とリフアレンス・シンボルストリームＤ３３との相
関値を算出することにより、優先度の高いデータのビツトストリームＤＨ４を復元するよ
うになされている。これにより第１の復調部６３では、周波数軸上に優先度の高いデータ
の信号成分と優先度の低いデータの信号成分が並んでいるような場合でも、そのような受
信シンボルストリームＤ３０から優先度の高いデータの信号成分のみを抽出して速やかに
優先度の高いデータを復元することができる。
【００６４】
一方、第２の復調部６４は、優先度の低いデータを復調するための復調部であり、受信シ
ンボルストリームＤ３０をまずバツフア６９に入力するようになされている。このバツフ
ア６９に蓄えられた受信シンボルストリームＤ３０は順次読み出され、続く高速フーリエ
変換回路（ＦＦＴ）７０に入力される。高速フーリエ変換回路７０は、この受信シンボル
ストリームＤ３０に高速フーリエ変換処理を施すことにより周波数軸上に並んでいるシン
ボルを時間軸上に並べたような信号を生成する。すなわち高速フーリエ変換回路７０は、
各サブキヤリアに重畳されているシンボルを取り出し、これを時間軸上に並べたシンボル
ストリームＤ３６を生成する。この高速フーリエ変換回路７０の処理により生成されたシ
ンボルストリームＤ３６は続くＤＱＰＳＫ復調回路７１に入力される。
【００６５】
ＤＱＰＳＫ復調回路７１においては、シンボルストリームＤ３６を遅延回路７１Ａ及び乗
算器７１Ｂにそれぞれ入力するようになされている。乗算器７１Ｂは、現在入力される受
信シンボルと、遅延回路７１Ａを介して供給される１シンボル前の受信シンボルの共役値
とを乗算することによりシンボルストリームＤ３６に対して差動復調処理を行う。因みに
、この処理により得られるシンボルストリームＤ３７はＱＰＳＫ変調された状態のシンボ
ルストリームである。
【００６６】
選択スイツチ７２は、このシンボルストリームＤ３７を入力端に受け、当該シンボルスト
リームＤ３７が偶数番目のシンボルのときオン状態になることによりシンボルストリーム
Ｄ３７のうちの偶数番目のシンボルのみを抽出する。この場合、シンボルストリームＤ３
７の偶数番目のシンボルは、優先度の低いデータに対応したシンボルであるので、この選
択スイツチ７２の処理により得られるシンボルストリームＤ３８は優先度の低いデータに
対応したシンボルのみからなつているシンボルストリームであり、送信装置４０のＱＰＳ
Ｋ変調回路４５から出力されたシンボルストリームＤ２３に対応したものである。
【００６７】
エラー検出及び訂正回路７３は、このシンボルストリームＤ３８を受け、当該シンボルス
トリームＤ３８からビツトストリームを取り出し、このビツトストリームに含まれるエラ
ー検出及び訂正用ビツトを基に情報ビツトの誤りを検出すると共にその誤りを訂正し、そ
の結果得られた情報ビツトを優先度の低いデータのビツトストリームＤＬ４として出力す
る。
【００６８】
このようにして第２の復調部６４においては、受信シンボルストリームＤ３０に対して高
速フーリエ変換処理を施すことによりシンボルが時間軸上に並んだシンボルストリームＤ
３６を得、このシンボルストリームＤ３６に対して差動復調処理を施した後、優先度の低
いデータに対応するシンボルストリームＤ３８を抽出してこれから情報ビツトを取り出す
ことにより、優先度の低いデータを復元するようになされている。
【００６９】
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（１－５）動作及び効果
以上の構成において、この通信システムの場合には、送信装置４０において、まず優先度
の高いデータから生成したシンボルストリームＤ２１と、優先度の低いデータから生成し
たシンボルストリームＤ２３とを交互に選択して行くことにより、図１に示したような優
先度の高いシンボルと優先度の低いシンボルが交互に並ぶようなシンボルストリームＤ２
６を生成する。そしてこのシンボルストリームＤ２６に逆高速フーリエ変換処理を施すこ
とにより、複数のサブキヤリアＣ１～Ｃ２２に対してシンボルを１つずつ割り当てる。こ
の場合、シンボルストリームＤ２６において優先度の高いシンボルと優先度の低いシンボ
ルが交互に配置されていることにより、周波数軸上でも、優先度の高いシンボルと優先度
の低いシンボルが交互に配置されることになる。すなわち奇数番目のサブキヤリアＣ１、
Ｃ３、Ｃ５、Ｃ７、Ｃ９、Ｃ１１、Ｃ１３、Ｃ１５、Ｃ１７、Ｃ１９、Ｃ２１に優先度の
高いシンボルが重畳され、偶数番目のサブキヤリアＣ２、Ｃ４、Ｃ６、Ｃ８、Ｃ１０、Ｃ
１２、Ｃ１４、Ｃ１６、Ｃ１８、Ｃ２０、Ｃ２２に優先度の低いシンボルが重畳される。
このようにして生成された送信シンボルストリームＤ２７は、所定の送信処理が施された
後、送信信号Ｓ２０としてアンテナ５０を介して送信される。
【００７０】
一方、受信装置６０においては、送信装置４０から送信された送信信号Ｓ２０をアンテナ
６１で受信し、これに所定の受信処理を施すことにより受信シンボルストリームＤ３０を
得る。受信装置６０においては、まずこの受信シンボルストリームＤ３０を１変調時間Ｔ
の半分の時間Ｔ／２だけ遅延して受信シンボルストリームＤ３１を生成し、この受信シン
ボルストリームＤ３１と原信号である受信シンボルストリームＤ３０とを加算処理するこ
とにより優先度の高いシンボルが重畳された奇数番目のサブキヤリアＣ１、Ｃ３、Ｃ５、
Ｃ７、Ｃ９、Ｃ１１、Ｃ１３、Ｃ１５、Ｃ１７、Ｃ１９、Ｃ２１の信号成分のみからなる
シンボルストリームＤ３２を生成する。
【００７１】
かくしてこのシンボルストリームＤ３２とリフアレンス・シンボルストリームＤ３３とを
使用して相関値を検出し、最も相関値が高かつたリフアレンス・シンボルストリームＤ３
３の元になつている情報ビツトストリームＤ３４を優先度の高いデータのビツトストリー
ムＤＨ４として出力する。
【００７２】
このようにしてこの通信システムの場合には、優先度の高いシンボルと優先度の低いシン
ボルをフレーム内で交互に配置し、これを複数のサブキヤリアＣ１～Ｃ２２に順に割り当
てることにより、優先度の高いデータが重畳されたサブキヤリアと優先度の低いデータが
重畳されたサブキヤリアを周波数軸上に交互に配置した送信信号Ｓ２０を生成してこれを
送信し、受信側では、その送信信号Ｓ２０に対して所定の受信処理を施すことによつてシ
ンボルが周波数軸上に並ぶ受信シンボルストリームＤ３０を得、この受信シンボルストリ
ームＤ３０を１変調時間の半分の時間Ｔ／２だけ遅延して受信シンボルストリームＤ３１
を生成し、これを原信号の受信シンボルストリームＤ３０に加算処理することにより優先
度の高いシンボルの信号成分だけからなるシンボルストリームＤ３２を生成し、これに相
関値検出による復調処理を施して優先度の高いデータのビツトストリームＤＨ４を復元す
る。これによりこの通信システムの場合には、マルチキヤリア通信によつて優先度の高い
データと優先度の低いデータとを１変調時間で同時に送信したとしても、高精度なフイル
タ回路を用いなくても簡易な構成で、優先度の高いデータの信号成分のみを速やかに抽出
して当該優先度の高いデータを速やかに復元することができる。
【００７３】
一方、優先度の低いデータに関しては、受信シンボルストリームＤ３０に対して高速フー
リエ変換処理を施すことによつてシンボルが時間軸上に並ぶシンボルストリームＤ３６を
生成し、このシンボルストリームＤ３６のうちの偶数番目のシンボルを抽出することによ
り優先度の低いデータのシンボルのみからなるシンボルストリームＤ３８を生成する。そ
してこのシンボルストリームＤ３８からビツトストリームを取り出し、そのビツトストリ
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ームにエラー検出及びエラー訂正処理を施すことにより優先度の低いデータのビツトスト
リームＤＬ４を復元する。
【００７４】
このようにして優先度の低いデータに関しては、高速フーリエ変換処理を行うことにより
周波数軸から時間軸への信号変換処理を行つた後、時間的な分離処理によつて優先度の低
いデータのシンボルのみからなるシンボルストリームＤ３８を生成し、これに復調処理及
びエラー訂正処理を施して優先度の低いデータＤＬ４を復元するようにしたことにより、
優先度の低いデータＤＬ４を確実に復元することができる。
【００７５】
以上の構成によれば、送信側では、優先度の高いデータが重畳されたサブキヤリアと優先
度の低いデータが重畳されたサブキヤリアを周波数軸上に交互に配置した送信信号Ｓ２０
を送信することにより優先度の高いデータと優先度の低いデータを同時に送信し、受信側
では所定の受信処理を介して得た受信シンボルストリームＤ３０を所定時間だけ遅延して
当該受信シンボルストリームＤ３０に加算することにより優先度の高いデータに関する信
号成分だけを含むシンボルストリームＤ３２を生成し、これに相関値検出による復調処理
を施して優先度の高いデータを復元するようにしたことにより、複数のサブキヤリアを使
用して１変調時間で優先度の高いデータと優先度の低いデータを同時に送信した場合でも
、簡易な構成で優先度の高いデータを速やかに復元することができ、かくしてマルチキヤ
リア方式で優先度の高いデータと優先度の低いデータを同時に送信した場合でも、優先度
に応じた処理を簡易な構成で行うことができる。
【００７６】
（２）第２の実施の形態
（２－１）背景技術
この第２の実施の形態では、本発明をセルラー無線通信システムに適用した場合の例を説
明する。但し、ここではセルラー無線通信システムとして携帯電話システムを例に上げて
説明する。
【００７７】
まず始めに第２の実施の形態の背景技術となる携帯電話システムについて説明する。一般
に、携帯電話システムにおいては、通信サービスを提供するエリアを所望の大きさのセル
に分割して当該セル内にそれぞれ固定無線局としての基地局を設置し、移動無線局として
の携帯電話機は自分が存在するセル内の基地局と無線通信するようになされており、いわ
ゆるセルラー無線通信システムを構築するようになされている。
【００７８】
このような携帯電話システムにおいては、例えば携帯電話機から発呼する場合、次に説明
するような手順によつて発呼処理を行うようになされている。まず携帯電話機は、プリア
ンブルデータ及びメツセージデータからなる制御データをランダムアクセスチヤネル（Ｒ
ＡＣＨ）と呼ばれる制御チヤネルを用いて基地局に送信する。基地局は、このランダムア
クセスチヤネルを監視しており、プリアンブルデータの存在を検出することにより、携帯
電話機からのメツセージがあるか否かを検出する。そして基地局は、プリアンブルデータ
が検出されると、携帯電話機からのメツセージがあるものとして続くメツセージデータを
検出し、当該メツセージデータの内容を解析する。その結果、メツセージデータの内容が
発呼要求であれば、基地局はその携帯電話機との通信に使用する占有制御チヤネル（ＤＣ
ＣＨ）を確定し、このチヤネル番号を応答用制御チヤネル（ＡＧＣＨ）を用いて携帯電話
機に通達する。以降、この通達された占有制御チヤネルを介して携帯電話機と基地局との
間で所定の制御処理を実行することにより、携帯電話機からの発呼処理を実現する。
【００７９】
この発呼処理において最初に携帯電話機から送られてくる制御データは、上述したように
プリアンブルデータとメツセージデータとによつて構成されている。この場合、プリアン
ブルデータはメツセージデータの存在を示しており、基地局側ではこのプリアンブルデー
タを検出することによりメツセージデータがあるか否かを検出している。従つて基地局側
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からみて検出順序を基にデータに優先順位を付けるとすれば、プリアンブルデータが最も
優先度が高いデータであり、具体的な要求内容を示すメツセージデータはプリアンブルデ
ータに比して優先度の低いデータとなる。
【００８０】
ところで優先度の高いデータに相当するプリアンブルデータを検出する場合には、通常、
ランダムアクセスチヤネルの電力を測定することによりこれを行うようになされている。
しかしながら通信方式によつては電力測定によつてプリアンブルデータを検出し得ないこ
とがある。例えば符号分割によるＣＤＭＡ方式や、スロツト毎に周波数チヤネルを変更す
るいわゆる周波数ホツピングを行うＴＤＭＡ方式の携帯電話システムでは、帯域上にその
他の信号が混在したり、或いは帯域が順次変更されるので、単なる電力測定ではプリアン
ブルデータを検出し得ない。従つてこの種の携帯電話システムでは、プリアンブルデータ
そのものを復元してプリアンブルデータを検出するようになされている。
【００８１】
その際、復元処理によつてプリアンブルデータを速やかに検出し得れば、続くメツセージ
データを復元し得るので問題はないが、プリアンブルデータが速やかに検出し得なければ
、メツセージデータを復元し得なくなるといつたおそれがある。例えば複数のサブキヤリ
アを使用してプリアンブルデータとメツセージデータを１変調時間で同時に送信するマル
チキヤリア方式の場合には、プリアンブルデータの信号成分を速やかに抽出して当該プリ
アンブルデータを検出しなければ、メツセージデータを復元し得なくなるおそれがある。
そこで本発明では、メツセージの存在を示すプリアンブルデータを電力測定によつて検出
し得ないような環境でマルチキヤリア通信を行つた場合でも、プリアンブルデータを速や
かに検出し得るようにする。以下、この点について順を追つて説明する。
【００８２】
（２－２）フレーム構成
まずプリアンブルデータ及びメツセージデータからなる制御データのフレーム構成を図７
に示す。この図７に示すように、本発明を適用した携帯電話システムでは、プリアンブル
データ及びメツセージデータからなる制御データを１つのフレームで送信するが、その際
、プリアンブルデータの送信シンボルとメツセージデータの送信シンボルとをフレーム内
に交互に配置するようになされている。すなわち交互に配置されている送信シンボルを１
つおきに集めるとプリアンブルデータであるプリアンブルフイールドとなり、残りの送信
シンボルを集めるとメツセージデータである情報フイールドとなる。
【００８３】
この場合、情報フイールドには、基地局に対する制御内容を示したメツセージデータから
生成された送信シンボルと、当該メツセージデータに対して付加されるエラー検出及び訂
正用ビツトから生成された送信シンボルとが格納される。これに対してプリアンブルフイ
ールドには、メツセージデータの存在を示すためのプリアンブルデータから生成された送
信シンボルが格納される。
【００８４】
因みに、このプリアンブルデータは基地局毎に設定された固有データであり、移動局であ
る携帯電話機は通信を行いたい基地局の固有データをプリアンブルデータとして用いるよ
うになされている。なお、１つの基地局に関しても、この固有データはメツセージデータ
の属性（種類等）に応じて複数用意されており、携帯電話機は基地局に対して送信するメ
ツセージデータの属性に合つた固有データをプリアンブルデータとして採用するようにな
されている。従つて受信側である基地局では、プリアンブルデータを検出することによつ
てメツセージデータの存在を検出し得るばかりでなく、メツセージデータの属性も認識す
ることができる。
【００８５】
かくして本発明を適用した携帯電話システムでは、例えば携帯電話機から発呼を開始する
場合、このように構成される制御データをランダムアクセスチヤネルを介して基地局に送
信する。
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【００８６】
（２－３）ランダムアクセスチヤネルの構成
ここでこの携帯電話システムのランダムアクセスチヤネルの構成を図８に示す。この携帯
電話システムも第１の実施の形態と同様にマルチキヤリア通信を行うようになされており
、ランダムアクセスチヤネルとしても複数のサブキヤリアを有している。具体的には、図
８に示すように、周波数軸上に等間隔で配置された例えば 24本のサブキヤリアＣ０～Ｃ２
３によつてランダムアクセスチヤネルを構成し、これら 24本のサブキヤリアＣ０～Ｃ２３
のうち両端にあるガードキヤリアとしてのサブキヤリアＣ０、Ｃ２３を除く 22本のサブキ
ヤリアＣ１～Ｃ２２を使用して上述した制御データの送信シンボルを送信するようになさ
れている。
【００８７】
この携帯電話システムでは、制御データの送信シンボルをこの図８に示す複数のサブキヤ
リアＣ１～Ｃ２２に順に１つずつ割り当てるようになされている。このため奇数番目のサ
ブキヤリアＣ１、Ｃ３、Ｃ５、Ｃ７、Ｃ９、Ｃ１１、Ｃ１３、Ｃ１５、Ｃ１７、Ｃ１９、
Ｃ２１がプリアンブルデータの送信シンボルに用いられ、偶数番目のサブキヤリアＣ２、
Ｃ４、Ｃ６、Ｃ８、Ｃ１０、Ｃ１２、Ｃ１４、Ｃ１６、Ｃ１８、Ｃ２０、Ｃ２２がメツセ
ージデータの送信シンボルに用いられることになる。
【００８８】
因みに、プリアンブルデータの送信シンボルはそれぞれそのままサブキヤリアＣ１、Ｃ３
、Ｃ５、Ｃ７、Ｃ９、Ｃ１１、Ｃ１３、Ｃ１５、Ｃ１７、Ｃ１９、Ｃ２１に割り当てられ
るのに対して、メツセージデータの送信シンボルは１つ前のプリアンブルデータの送信シ
ンボルとの差動位相を取つてこれをサブキヤリアＣ２、Ｃ４、Ｃ６、Ｃ８、Ｃ１０、Ｃ１
２、Ｃ１４、Ｃ１６、Ｃ１８、Ｃ２０、Ｃ２２に割り当てるようになされている。すなわ
ちメツセージデータの送信シンボルはそれぞれＤＱＰＳＫ変調処理が施されてサブキヤリ
アＣ２、Ｃ４、Ｃ６、Ｃ８、Ｃ１０、Ｃ１２、Ｃ１４、Ｃ１６、Ｃ１８、Ｃ２０、Ｃ２２
に割り当てられるようになされている。
【００８９】
（２－４）送信装置の構成
ここでこのようなランダムアクセスチヤネルを介して制御データを送信する送信装置を説
明する。図３との対応部分に同一符号を付して示す図９において、８０は全体としてラン
ダムアクセスチヤネルを介して制御データを送信する送信装置を示す。この送信装置８０
は携帯電話機に設けられ、基地局に対して送信する制御データをランダムアクセスチヤネ
ルを介して送信するようになされている。この送信装置８０においては、まず制御データ
を構成するプリアンブルデータＤＰ２を第１の選択スイツチ４４の第１の入力端に入力す
るようになされている。なお、このプリアンブルデータＤＰ２は、この携帯電話機が通信
したい基地局の固有データであつて次に説明するメツセージデータＤＭ３の属性に合つた
データをシンボル化したものである。
【００９０】
一方、制御データを構成するメツセージデータＤＭ３はエラー訂正ビツト付加回路４２に
入力される。エラー訂正ビツト付加回路４２は、入力されるメツセージデータＤＭ３の情
報ビツトに基づいてエラー検出及び訂正用ビツトを算出し、これを当該メツセージデータ
ＤＭ３に付加することによりエラー訂正のための処理が施されたビツトストリームＤ４０
を生成し、これを後段のＱＰＳＫ変調回路４５に出力する。ＱＰＳＫ変調回路４５は、入
力されるビツトストリームＤ４０に対して順にＱＰＳＫ変調処理を施すことによりシンボ
ルストリームＤ４１を生成し、これを後段の第１の選択スイツチ４４の第２の入力端に出
力する。
【００９１】
第１の選択スイツチ４４は、入力端との接続状態を交互に切り換えることにより第１の入
力端に供給されるプリアンブルデータＤＰ２のシンボルと第２の入力端に供給されるメツ
セージデータＤＭ３に関するシンボルストリームＤ４１のシンボルとを交互に選択し、こ
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れにより図７に示したようなプリアンブルデータＤＰ２のシンボルとメツセージデータＤ
Ｍ３のシンボルとが交互に並ぶシンボルストリームＤ４２を生成し、これを第２の選択ス
イツチ４６の第１の入力端及び差動変調回路４７を構成する遅延回路４７Ａと乗算器４７
Ｂに出力する。
【００９２】
差動変調回路４７においては、現在入力されるシンボルと、遅延回路４７Ａを介して得ら
れる１シンボル前のシンボルとを乗算器４７Ｂによつて乗算することにより現在入力され
たシンボルに差動変調を施し、これを順に繰り返して行くことにより差動シンボルストリ
ームＤ４３を生成し、これを第２の選択スイツチ４６の第２の入力端に出力する。
【００９３】
第２の選択スイツチ４６は、シンボルストリームＤ４２が奇数番目のシンボルのときに第
１の入力端と接続することによりシンボルストリームＤ４２のうちの奇数番目のシンボル
を選択し、差動シンボルストリームＤ４３が偶数番目のシンボルのときに第２の入力端と
接続することにより差動シンボルストリームＤ４３のうちの偶数番目のシンボルを選択し
、その結果生成されるシンボルストリームＤ４４を後段の逆高速フーリエ変換回路（ＩＦ
ＦＴ）４８に出力する。この場合、シンボルストリームＤ４２及び差動シンボルストリー
ムＤ４３の奇数番目はプリアンブルデータＤＰ２のシンボルであり、偶数番目はメツセー
ジデータＤＭ３のシンボルである。従つて第２の選択スイツチ４６によりシンボルストリ
ームＤ４２と差動シンボルストリームＤ４３とを交互に選択すれば、プリアンブルデータ
ＤＰ２のシンボルと差動変調されたメツセージデータＤＭ３のシンボルとが交互に並んだ
シンボルストリームＤ４４が得られる。因みに、差動変調する際には、１つ前のシンボル
との差動変調を行つているので、メツセージデータＤＭ３のシンボルにはプリアンブルデ
ータＤＰ２のシンボルを基準とした差動変調が行われていることになる。
【００９４】
逆高速フーリエ変換回路４８は、シンボルストリームＤ４４に対して逆高速フーリエ変換
処理を施すことにより時間軸上で並んでいるシンボルを周波数軸上に並べたような信号を
生成する。すなわち逆高速フーリエ変換回路４８は、シンボルストリームＤ４４の各シン
ボルをそれぞれサブキヤリアＣ１～Ｃ２２に順に割り当てる処理を行う。この逆高速フー
リエ変換回路４８の処理により生成された送信シンボルストリームＤ４５は続く送信回路
４９に入力される。
【００９５】
送信回路４９は、送信シンボルストリームＤ４５に対して窓かけ処理いわゆるウインドウ
処理を施した後にフイルタリング処理を施し、さらにデイジタル／アナログ変換処理を施
すことにより送信信号を生成する。そして送信回路４９はその送信信号に周波数変換処理
を施すことによりランダムアクセスチヤネルの送信信号Ｓ３０を生成し、これをアンテナ
５０を介して送信する。かくしてプリアンブルデータＤＰ２とメツセージデータＤＭ３が
サブキヤリアＣ１～Ｃ２２に対して交互に重畳されたような送信信号Ｓ３０が送信装置８
０から送信される。
【００９６】
（２－５）受信装置の構成
続いて上述したようにランダムアクセスチヤネルを介して送信された送信信号Ｓ３０を受
信する受信装置を説明する。図４との対応部分に同一符号を付して示す図１０において、
９０は全体としてランダムアクセスチヤネルを介して送信された送信信号Ｓ３０を受信す
る受信装置を示す。この受信装置９０は、基地局に搭載され、上述したように携帯電話機
からの制御データである送信信号Ｓ３０を受信するものである。
【００９７】
まずこの受信装置９０においては、送信装置８０から送信された送信信号Ｓ３０をアンテ
ナ６１によつて受け、これを受信信号Ｓ３１として受信回路６２に入力するようになされ
ている。受信回路６２は、受信信号Ｓ３１に対してフイルタリング処理を施した後、当該
受信信号Ｓ３１に対して周波数変換処理を施すことによりベースバンド信号を取り出す。
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そして受信回路６２は、このベースバンド信号に対してアナログ／デイジタル変換処理を
施すことにより受信シンボルストリームを得、この受信シンボルストリームに対して１変
調時間分の窓かけ処理を施すと共に、１変調時間分の信号電力の合計値（又は振幅の合計
値）で各シンボルを正規化し、その結果得られる受信シンボルストリームＤ５０を第１及
び第２の復調部９１、９２に出力する。因みに、この受信シンボルストリームＤ５０はフ
ーリエ変換処理前のシンボルストリームであるので、各シンボルが周波数軸上に並んでい
るシンボルストリームである。
【００９８】
第１の復調部９１はプリアンブルデータ検出のための復調部であり、受信シンボルストリ
ームＤ５０をそれぞれ内部の時間遅延回路６５及び加算器６６に入力するようになされて
いる。時間遅延回路６５は、受信回路６２によつて受信した１変調時間分の受信シンボル
ストリームＤ５０を、第１の実施の形態と同様に、１変調時間Ｔの半分の時間Ｔ／２だけ
遅延し、その結果得られる受信シンボルストリームＤ５１を加算器６６に出力する。
【００９９】
加算器６６は、受信シンボルストリームＤ５１の供給が開始されてから時間Ｔ／２の間だ
け、受信シンボルストリームＤ５０と受信シンボルストリームＤ５１の加算処理を行うこ
とにより、受信シンボルストリームＤ５０の後半部と受信シンボルストリームＤ５１の前
半部を加算したシンボルストリームＤ５２を生成し、これを相関算出回路９３に出力する
。
【０１００】
因みに、このような加算処理を行うことにより、第１の実施の形態と同様に、プリアンブ
ルデータが重畳された奇数番目のサブキヤリアＣ１、Ｃ３、Ｃ５、Ｃ７、Ｃ９、Ｃ１１、
Ｃ１３、Ｃ１５、Ｃ１７、Ｃ１９、Ｃ２１の信号成分のみからなるシンボルストリームＤ
５２を得ることができる。
【０１０１】
リフアレンス記憶回路９４には、基地局毎に固有となつているプリアンブルデータのシン
ボルを周波数軸上に並べたようなリフアレンス・シンボルストリームと、そのプリアンブ
ルデータの属性情報がそれぞれ複数格納されている。
【０１０２】
相関算出回路９３は、このリフアレンス・シンボルストリームＤ５３をリフアレンス記憶
回路９４から順に読み出し、そのリフアレンス・シンボルストリームＤ５３と入力される
シンボルストリームＤ５２との相関値を算出し、相関値が所定の閾値を越えた場合、プリ
アンブルデータを受信したと判断して（すなわちメツセージデータが存在すると判断して
）、メツセージデータの復調処理開始を示す制御信号Ｓ３２を第２の復調部９２に出力す
る。またこのとき相関算出回路９３は、相関値が閾値を越えたリフアレンス・シンボルス
トリームＤ５３を基にプリアンブルデータの属性情報をリフアレンス記憶回路９４から読
み出し、これを基地局全体の動作を制御する制御回路（図示せず）に出力する。これによ
り制御回路は、メツセージデータを復調する前にそのメツセージデータの属性を確認する
ことができ、メツセージデータに備えた準備を行うことができる。因みに、相関検出の際
、閾値を越える相関値が複数存在した場合には、相関算出回路９３は、最も相関値が大き
いリフアレンス・シンボルストリームを基にメツセージデータの属性情報を読み出すよう
になされている。
【０１０３】
このようにして第１の復調部９１においては、受信シンボルストリームＤ５０を１変調時
間Ｔの半分の時間Ｔ／２だけ遅延し、これを当該受信シンボルストリームＤ５０に加算す
ることによりプリアンブルデータの信号成分だけからなるシンボルストリームＤ５２を生
成し、このシンボルストリームＤ５２とリフアレンス・シンボルストリームＤ５３との相
関値を算出することにより、プリアンブルデータを受信したか否かを検出するようになさ
れている。これにより第１の復調部９１では、周波数軸上にプリアンブルデータの信号成
分とメツセージデータの信号成分が並んでいるような場合でも、そのような受信シンボル

10

20

30

40

50

(20) JP 3797510 B2 2006.7.19



ストリームＤ５０からプリアンブルデータの信号成分のみを抽出して速やかにプリアンブ
ルデータの検出処理を行うことができる。
【０１０４】
なお、制御データは自局に割り当てられたタイミングに合わせて送信するようになされて
いるが、セルサイズが大きいために伝搬遅延が生じて制御データが非同期で到着する場合
には、第１の復調部９１はこのような処理を微少時間毎に繰り返し行うことによりプリア
ンブルデータの検出を行う。またセルサイズが小さいために制御データが周期的に到着す
る場合には、第１の復調部９１はこのような処理をその到着タイミングに合わせて行うこ
とによりプリアンブルデータの検出を行う。
【０１０５】
一方、第２の復調部９２はメツセージデータを復調するための復調部であり、受信シンボ
ルストリームＤ５０をまずバツフア９５に入力するようになされている。このバツフア９
５は、第１の復調部９１の相関算出回路９３から制御信号Ｓ３２を受けると（すなわち第
１の復調部９１によつてプリアンブルデータの存在及び属性が確認されると）、蓄積した
受信シンボルストリームＤ５０を順次読み出してこれを高速フーリエ変換回路（ＦＦＴ）
７０に出力し、メツセージデータの復調処理を開始する。因みに、このバツフア９５は、
相関算出回路９３から制御信号Ｓ３２を受けなかつたときには、プリアンブルデータが検
出されていないものとして受信シンボルストリームＤ５０の出力処理を行わず、メツセー
ジデータの復調処理を開始しない。
【０１０６】
高速フーリエ変換回路７０は、バツフア９５から出力される受信シンボルストリームＤ５
０を受け、当該受信シンボルストリームＤ５０に対して高速フーリエ変換処理を施すこと
により周波数軸上に並んでいるシンボルを時間軸上に並べたような信号を生成する。すな
わち高速フーリエ変換回路７０は、各サブキヤリアに重畳されているシンボルを取り出し
、これを時間軸上に並べたシンボルストリームＤ５５を生成する。この高速フーリエ変換
回路７０の処理により生成されたシンボルストリームＤ５５は続くＤＱＰＳＫ復調回路７
１に入力される。
【０１０７】
ＤＱＰＳＫ復調回路７１においては、シンボルストリームＤ５５を遅延回路７１Ａ及び乗
算器７１Ｂにそれぞれ入力するようになされている。乗算器７１Ｂは、現在入力される受
信シンボルと、遅延回路７１Ａを介して供給される１シンボル前の受信シンボルの共役値
とを乗算することによりシンボルストリームＤ５５に対して差動復調処理を行う。因みに
、この処理により得られるシンボルストリームＤ５６はＱＰＳＫ変調された状態のシンボ
ルストリームである。
【０１０８】
選択スイツチ７２は、このシンボルストリームＤ５６を入力端に受け、当該シンボルスト
リームＤ５６が偶数番目のシンボルのときオン状態になることによりシンボルストリーム
Ｄ５６のうちの偶数晩目のシンボルのみを抽出する。この場合、シンボルストリームＤ５
６の偶数番目のシンボルは、メツセージデータに対応したシンボルであるので、この選択
スイツチ７２の処理により得られるシンボルストリームＤ５７はメツセージデータに対応
したシンボルのみからなつているシンボルストリームであり、送信装置８０のＱＰＳＫ変
調回路４５から出力されたシンボルストリームＤ４１に対応したものである。
【０１０９】
エラー検出及び訂正回路７３は、このシンボルストリームＤ５７を受け、当該シンボルス
トリームＤ５７からメツセージデータのビツトストリームを取り出し、このビツトストリ
ームに含まれるエラー検出及び訂正用ビツトを基にメツセージデータを構成する情報ビツ
トの誤りを検出すると共にその誤りを訂正し、その結果得られた情報ビツトをメツセージ
データのビツトストリームＤＭ４として基地局全体の動作を制御する制御回路（図示せず
）に出力する。これにより制御回路はメツセージデータを受信したことを把握し得、その
メツセージデータに応じた通信シーケンスを制御し得る。
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【０１１０】
このようにして第２の復調部９２においては、プリアンブルデータが検出された場合に受
信シンボルストリームＤ５０に対して高速フーリエ変換処理を施すことによりシンボルが
時間軸上に並んだシンボルストリームＤ５５を得、このシンボルストリームＤ５５に対し
て差動復調処理を施した後、メツセージデータに対応するシンボルストリームＤ５７を抽
出してこれから情報ビツトを取り出すことにより、メツセージデータを復元するようにな
されている。
【０１１１】
（２－６）動作及び効果
以上の構成において、この携帯電話システムの場合には、送信装置８０において、プリア
ンブルデータＤＰ２のシンボルとメツセージデータＤＭ３から生成したシンボルとを交互
に選択して行くことにより、図７に示したようなプリアンブルデータのシンボルとメツセ
ージデータのシンボルが交互に並ぶようなシンボルストリームＤ４４を生成する。そして
このシンボルストリームＤ４４に逆高速フーリエ変換処理を施すことにより、複数のサブ
キヤリアＣ１～Ｃ２２に対してシンボルを１つずつ割り当てる。この場合、シンボルスト
リームＤ４４においてプリアンブルデータＤＰ２のシンボルとメツセージデータＤＭ３の
シンボルが交互に配置されていることにより、周波数軸上でも、プリアンブルデータＤＰ
２のシンボルとメツセージデータＤＭ３のシンボルが交互に配置されることになる。この
ようにして生成された送信シンボルストリームＤ４５は、所定の送信処理が施された後、
送信信号Ｓ３０としてアンテナ５０を介して送信される。
【０１１２】
一方、受信装置９０においては、送信装置８０から送信された送信信号Ｓ３０をアンテナ
６１で受信し、これに所定の受信処理を施すことにより受信シンボルストリームＤ５０を
得る。受信装置８０においては、まずこの受信シンボルストリームＤ５０を１変調時間Ｔ
の半分の時間Ｔ／２だけ遅延して受信シンボルストリームＤ５１を生成し、この受信シン
ボルストリームＤ５１と原信号である受信シンボルストリームＤ５０とを加算処理するこ
とによりプリアンブルデータＤＰ２のシンボルが重畳された奇数番目のサブキヤリアＣ１
、Ｃ３、Ｃ５、Ｃ７、Ｃ９、Ｃ１１、Ｃ１３、Ｃ１５、Ｃ１７、Ｃ１９、Ｃ２１の信号成
分のみからなるシンボルストリームＤ５２を生成する。
【０１１３】
かくしてこのシンボルストリームＤ５２とリフアレンス・シンボルストリームＤ５３とを
使用して相関値を検出し、その相関値が所定の閾値を越えている場合には、プリアンブル
データＤＰ２を受信したと判断し、第２の復調部９２に対して制御信号Ｓ３２を出力する
ことにより当該第２の復調部９２にメツセージデータＤＭ３の復調処理開始を指示する。
これによりこの受信装置９０では、プリアンブルデータＤＰ２を検出した場合に限つては
じめてメツセージデータＤＭ３の復調処理を行うことになり、プリアンブルデータＤＰ２
の検出処理とメツセージデータＤＭ３の復調処理を単に並行に行う場合に比して、受信装
置における処理を低減することができる。
【０１１４】
また相関値が閾値を越えたリフアレンス・シンボルストリームＤ５３に基づいてメツセー
ジデータＤＭ３の属性を判断し、その属性情報Ｄ５４を基地局全体の動作を制御する制御
回路に出力する。これにより制御回路は、メツセージデータＤＭ３の復調処理前に当該メ
ツセージデータＤＭ３の属性を確認することができる。因みに、プリアンブルデータＤＰ
２によつてメツセージデータＤＭ３の属性を事前に把握し得ることから、この携帯電話シ
ステムでは、メツセージデータの重要性やメツセージデータのフオーマツト或いは変調方
式や符号化方式等を容易に変更し得、柔軟なメツセージデータの送受信を行うことができ
る。
【０１１５】
このようにしてこの携帯電話システムでは、プリアンブルデータＤＰ２のシンボルとメツ
セージデータＤＭ３のシンボルとを交互に配置し、これを複数のサブキヤリアＣ１～Ｃ２
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２に順に割り当てることにより、プリアンブルデータＤＰ２が重畳されたサブキヤリアと
メツセージデータＤＭ３が重畳されたサブキヤリアを周波数軸上に交互に配置した送信信
号Ｓ３０を生成してこれを送信し、受信側では、その送信信号Ｓ３０（すなわち受信信号
Ｓ３１）に対して所定の受信処理を施すことによつて各シンボルが周波数軸上に並んでい
る受信シンボルストリームＤ５０を得、この受信シンボルストリームＤ５０を１変調時間
の半分の時間Ｔ／２だけ遅延して受信シンボルストリームＤ５１を生成し、これを原信号
の受信シンボルストリームＤ５０に加算処理することによりプリアンブルデータＤＰ２の
信号成分のみからなるシンボルストリームＤ５２を生成し、これに相関値検出を施してプ
リアンブルデータＤＰ２の検出を行う。これによりこの携帯電話システムの場合には、マ
ルチキヤリア通信によつてプリアンブルデータＤＰ２及びメツセージデータＤＭ３からな
る制御データを１変調時間で同時に送信したとしても、高精度なフイルタ回路を用いなく
ても簡易な構成で、プリアンブルデータＤＰ２の信号成分のみを速やかに抽出して当該プ
リアンブルデータＤＰ２を速やかに検出することができる。
【０１１６】
一方、メツセージデータＤＭ３に関しては、受信シンボルストリームＤ５０に対して高速
フーリエ変換処理を施すことによつてシンボルが時間軸上に並ぶシンボルストリームＤ５
５を生成し、このシンボルストリームＤ５５のうちの偶数番目のシンボルを抽出すること
によりメツセージデータＤＭ３のシンボルのみからなるシンボルストリームＤ５７を生成
する。そしてこのシンボルストリームＤ５７からビツトストリームを取り出し、そのビツ
トストリームにエラー検出及びエラー訂正処理を施すことによりメツセージデータＤＭ３
のビツトストリームＤＭ４を復元する。
【０１１７】
このようにしてメツセージデータＤＭ３に関しては、高速フーリエ変換処理を行うことに
より周波数軸から時間軸への信号変換処理を行つた後、時間的な分離処理によつてメツセ
ージデータＤＭ３のシンボルのみからなるシンボルストリームＤ５７を生成し、これに復
調処理及びエラー訂正処理を施してメツセージデータＤＭ３のビツトストリームＤＭ４を
復元するようにしたことにより、メツセージデータＤＭ３を確実に復元することができる
。
【０１１８】
以上の構成によれば、送信側では、プリアンブルデータＤＰ２が重畳されたサブキヤリア
とメツセージデータＤＭ３が重畳されたサブキヤリアを周波数軸上に交互に配置して送信
信号Ｓ３０を生成してこれを送信することにより１変調時間でプリアンブルデータＤＰ２
とメツセージデータＤＭ３を同時に送信し、受信側では、所定の受信処理を介して得た受
信シンボルストリームＤ５０を所定時間だけ遅延して当該受信シンボルストリームＤ５０
に加算することによりプリアンブルデータＤＰ２に関する信号成分だけを含むシンボルス
トリームＤ５２を生成し、これに相関値検出によるプリアンブルデータＤＰ２の検出処理
を行うようにしたことにより、複数のサブキヤリアＣ１～Ｃ２２を使用して１変調時間で
プリアンブルデータＤＰ２とメツセージデータＤＭ３を同時に送信した場合でも、簡易な
構成でプリアンブルデータＤＰ２を速やかに検出し得、かくしてマルチキヤリア方式でプ
リアンブルデータＤＰ２とメツセージデータＤＭ３を同時に送信した場合でも、優先度に
応じた処理を簡易な構成で行うことができる。
【０１１９】
（３）他の実施の形態
なお上述の第１の実施の形態においては、優先度の高いデータを重畳するサブキヤリア数
と優先度の低いデータを重畳するサブキヤリア数を同じにして１回の送信で送信されるデ
ータ量を同じにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、優先度の高いデータ
の出現回数を１／２ N  に減らすことにより優先度の低いデータのサブキヤリア数に比して
優先度の高いデータのサブキヤリア数を減らし、これによつて１回の送信で優先度の低い
データをより多く送信するようにしても良い。
【０１２０】
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例えば図１１に示すように、優先度の高いデータの出現回数を１／４にすることにより優
先度の高いデータが４回に１度現れるようにする。従つてこの場合には、優先度の高いデ
ータが重畳されるサブキヤリア数は全体のサブキヤリア数の１／４となり、優先度の低い
データが重畳されるサブキヤリア数は全体のサブキヤリア数の３／４となり、サブキヤリ
ア数比は１対３となる。
【０１２１】
ここでサブキヤリア数比をこのように設定した場合の送信装置と受信装置を図１２及び図
１３を用いて説明する。但し、以降の説明では、優先度の高いデータと優先度の低いデー
タのサブキヤリア数比を１対３とすることから、サブキヤリアＣ１～Ｃ２０を使用してデ
ータ通信するものとする。図３との対応部分に同一符号を付して示す図１２において、１
００は全体としてサブキヤリア数比を変更した送信装置を示し、第１及び第２の選択スイ
ツチ１０１、１０２を除いて図３に示した送信装置４０とほぼ同様に構成される。この送
信装置１００が送信装置４０と大きく異なる点は第１及び第２の選択スイツチ１０１、１
０２の選択動作のタイミングが異なることである。すなわちこの例の場合には、優先度の
高いデータの出現回数を１／４にすることから、第１の選択スイツチ１０１は４回に１回
の割合で優先度の高いデータに対応した送信シンボルＤ２１を選択し、それ以外のタイミ
ングでは優先度の低いデータに対応した送信シンボルＤ２３を選択する。同様に、第２の
選択スイツチ１０２は４回に１回の割合でシンボルストリームＤ６０を選択し、それ以外
のタイミングでは差動シンボルストリームＤ６１を選択する。これによりこの送信装置１
００では、図１１に示したようなフレーム構成のシンボルストリームＤ６２を生成し、こ
れに所定の送信処理を施して送信信号Ｓ４０として送信する。
【０１２２】
一方、図４との対応部分に同一符号を付して示す図１３において、１１０は全体としてサ
ブキヤリア数比を変更して送信された送信信号Ｓ４０を受信する受信装置を示し、第１の
復調部１１１の構成が変更されていること及び第２の復調部１１２の選択スイツチ１１６
の選択動作のタイミングが変更されたことを除いて図４に示した受信装置６０と同様に構
成される。この場合、第１の復調部１１１においては、第１の時間遅延回路６５及び第１
の加算器６６に加えて第２の時間遅延回路１１３及び第２の加算器１１４が追加されてお
り、遅延したシンボルストリームの加算処理が２段階となるようになされている。
【０１２３】
すなわち第１の復調部１１１においては、遅延した受信シンボルストリームＤ３１と原信
号である受信シンボルストリームＤ３０の加算処理により奇数番目のサブキヤリアＣ１、
Ｃ３、Ｃ５、Ｃ７、Ｃ９、Ｃ１１、Ｃ１３、Ｃ１５、Ｃ１７、Ｃ１９の信号成分のみから
なるシンボルストリームＤ３２を生成し、これを第２の時間遅延回路１１３及び第２の加
算器１１４に入力する。第２の時間遅延回路１１３は、シンボルストリームＤ３２を１変
調時間Ｔの１／４の時間Ｔ／４だけ遅延し、その結果得られるシンボルストリームＤ７０
を加算器１１４に出力する。加算器１１４はこの遅延したシンボルストリームＤ７０が供
給されてから時間Ｔ／４の間だけ、当該シンボルストリームＤ７０と原信号であるシンボ
ルストリームＤ３２とを加算処理することによりサブキヤリアＣ１、Ｃ５、Ｃ９、Ｃ１３
、Ｃ１７の信号成分のみからなるシンボルストリームＤ７１を生成し、これを相関算出回
路６７に出力する。
【０１２４】
かくして相関算出回路６７においては、リフアレンス記憶回路１１５に記憶されているリ
フアレンス・シンボルストリームＤ７２を順に読み出してこのシンボルストリームＤ７１
との相関値を算出し、最も相関値が高いリフアレンス・シンボルストリームＤ７２に基づ
いて情報ビツトストリームＤ７３を読み出して出力することにより、優先度の高いデータ
ＤＨ４を容易に復元することができる。
【０１２５】
これに対して第２の復調部１１２においては、差動復調回路７１から出力されるシンボル
ストリームＤ７５のうち１番目、５番目、９番目、１３番目及び１７番目が優先度の高い
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データのシンボルであり、それ以外が優先度の低いデータのシンボルであるので、選択ス
イツチ１１６によつて２～４番目、６～８番目、１０～１２番目、１４～１６番目及び１
８～２０番目のシンボルを選択するようにすれば、優先度の低いデータのシンボルのみか
らなるシンボルストリームＤ７６を得ることができる。かくしてエラー検出及び訂正回路
７３において、このシンボルストリームＤ７６から情報ビツトを抽出してエラー訂正処理
を行えば、優先度の低いデータＤＬ４を容易に復元することができる。
【０１２６】
なお、優先度の高いデータの出現回数を１／２ N  にする場合には、その次数Ｎの分だけ時
間遅延回路及び加算器を設け、遅延したシンボルストリームとの加算処理をＮ段で行うよ
うにすれば良い。
【０１２７】
また上述の第２の実施の形態においては、携帯電話システムのランダムアクセスチヤネル
においてプリアンブルデータとメツセージデータからなる制御データを送信する場合に本
発明を適用したが、本発明はこれに限らず、携帯電話システムの初期補足チヤネルにおい
てプリアンブルデータ及びメツセージデータからなる情報データを送信する場合に本発明
を適用するようにしても良い。なお、この初期補足チヤネルとは、携帯電話システムのシ
ステム情報が流れている制御チヤネル（ＢＣＣＨ）を受信するために必要な情報が流れて
いる制御チヤネルであり、例えば携帯電話機の電源投入時には、まず基地局が送信するこ
の初期補足チヤネルを受信することにより制御チヤネル（ＢＣＣＨ）に関する情報データ
を得、この情報データを基に制御チヤネル（ＢＣＣＨ）を受信してその後の位置登録のた
めの処理を行うようになされている。要は、情報入手を速やかに行いたいようなチヤネル
であれば、本発明を適用することによりプリアンブルデータを速やかに検出し得るので、
上述の場合と同様の効果を得ることができる。
【０１２８】
また上述の第１の実施の形態においては、優先度の高いデータに対してエラー検出及び訂
正用ビツトを付加しない場合について述べたが、本発明はこれに限らず、優先度の高いデ
ータを数フレーム分集めてこれにエラー検出及び訂正用ビツトを付加するようにしても良
い。
【０１２９】
また上述の第１の実施の形態においては、優先度の低いデータに対してエラー検出及び訂
正用ビツトを付加した場合について述べたが、本発明はこれに限らず、エラーが生じない
ようであれば、このエラー検出及び訂正用ビツトを付加しないようにしても良い。
【０１３０】
また上述の実施の形態においては、変調方式としてＱＰＳＫ変調を用いた場合について述
べたが、本発明はこれに限らず、ＢＰＳＫ（ Binary Phase Shift Keying ：２相位相変調
）や 16ＱＡＭ（ 16-Quadrature Amplitude Modulation： 16値直交振幅変調）等、位相や振
幅に情報成分を載せるような変調方式であれば種々の変調方式を適用することが可能であ
る。
【０１３１】
また上述の実施の形態においては、優先度の低いデータやメツセージデータに差動変調を
施した場合について述べたが、本発明はこれに限らず、優先度の高いデータやプリアンブ
ルデータと同様に差動変調を行わないようにしても良い。
【０１３２】
また上述の実施の形態においては、マルチキヤリア通信に用いるサブキヤリア数を 24本と
した場合について述べたが、本発明はこれに限らず、サブキヤリア数としてその他の本数
であつても良い。
【０１３３】
また上述の実施の形態においては、エンコーダ４１、エラー訂正ビツト付加回路４２、Ｑ
ＰＳＫ変調回路４３、４５、逆高速フーリエ変換回路４８及び送信回路４９等を設けるこ
とにより、優先度の高いデータＤＨ３が重畳されたサブキヤリアと優先度の低いデータＤ
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Ｌ３が重畳されたサブキヤリアとを交互に配置して送信した場合について述べたが、本発
明はこれに限らず、複数のサブキヤリアを使用して優先度の高いデータと優先度の低いデ
ータを同時に送信する送信装置において、優先度の高いデータが重畳されたサブキヤリア
と優先度の低いデータが重畳されたサブキヤリアとを交互に配置してなる送信信号を送信
する送信手段を設けるようにしても、上述の場合と同様の効果を得ることができる。
【０１３４】
また上述の実施の形態においては、受信回路６２、第１及び第２の復調部６３、６４を設
けて、送信装置４０から送信された送信信号Ｓ２１を受信して優先度の高いデータＤＨ４
と優先度の低いデータＤＬ４を復元した場合について述べたが、本発明はこれに限らず、
複数のサブキヤリアを使用して優先度の高いデータと優先度の低いデータを同時に送信す
るようになされた送信装置からの送信信号を受信する受信装置において、優先度の高いデ
ータが重畳されたサブキヤリアと優先度の低いデータが重畳されたサブキヤリアとが交互
に配置された送信信号に対して所定の受信処理を施すことにより周波数軸上にシンボルが
並ぶ受信シンボルストリームを得る受信手段と、受信シンボルストリームに当該受信シン
ボルストリームを所定時間遅延した遅延シンボルストリームを加算することにより優先度
の高いデータに関する信号成分を抽出して当該優先度の高いデータを復元する第１の復調
手段と、受信シンボルストリームにフーリエ変換処理を施すことによつて時間軸上にシン
ボルが並ぶシンボルストリームを得、当該シンボルストリームから優先度の低いデータの
シンボルを抽出して当該優先度の低いデータを復元する第２の復調手段とを設けるように
しても、上述の場合と同様の効果を得ることができる。
【０１３５】
要は、優先度の高いデータが重畳されたサブキヤリアと優先度の低いデータが重畳された
サブキヤリアとを交互に配置してなる送信信号を送信し、受信側では、送信信号に対して
所定の受信処理を施すことによつて周波数軸上にシンボルが並ぶ受信シンボルストリーム
を得、受信シンボルストリームに当該受信シンボルストリームを所定時間遅延した遅延シ
ンボルストリームを加算することにより優先度の高いデータに関する信号成分を抽出して
当該優先度の高いデータを復元すると共に、受信シンボルストリームにフーリエ変換処理
を施すことによつて時間軸上にシンボルが並ぶシンボルストリームを得、当該シンボルス
トリームから優先度の低いデータのシンボルを抽出して当該優先度の低いデータを復元す
るようにすれば、上述の場合と同様の効果を得ることができる。
【０１３６】
また上述の実施の形態においては、携帯電話システムに本発明を適用した場合について述
べたが、本発明はこれに限らず、自動車電話システム等、その他のセルラー無線通信シス
テムに本発明を適用しても上述の場合と同様の効果を得ることができる。要は、所定のエ
リアを所望の大きさのセルに分割して当該セル毎に基地局を設置し、移動局は自局が存在
するセル内の基地局と無線通信するようになされたセルラー無線通信システムにおいて、
移動局は、メツセージデータが重畳されたサブキヤリアとメツセージデータの存在及び属
性を示すプリアンブルデータが重畳されたサブキヤリアとを交互に配置してなる送信信号
をランダムアクセスチヤネルを介して送信し、基地局は、送信信号に対して所定の受信処
理を施すことによつて周波数軸上にシンボルが並ぶ受信シンボルストリームを得、受信シ
ンボルストリームに当該受信シンボルストリームを所定時間遅延した遅延シンボルストリ
ームを加算することによりプリアンブルデータに関する信号成分を抽出し、当該信号成分
を基にプリアンブルデータを検出し、プリアンブルデータの検出によりメツセージデータ
の存在及び属性を確認した後、受信シンボルストリームにフーリエ変換処理を施すことに
よつて時間軸上にシンボルが並ぶシンボルストリームを得、当該シンボルストリームから
メツセージデータのシンボルを抽出して当該メツセージデータを復元するようにすれば、
上述の場合と同様の効果を得ることができる。
【０１３７】
また所定のエリアを所望の大きさのセルに分割して当該セル毎に基地局を設置し、移動局
は自局が存在するセル内の基地局と無線通信するようになされたセルラー無線通信システ
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ムにおいて、基地局は、メツセージデータが重畳されたサブキヤリアとメツセージデータ
の存在及び属性を示すプリアンブルデータが重畳されたサブキヤリアとを交互に配置して
なる送信信号を初期補足チヤネルを介して送信し、移動局は、送信信号に対して所定の受
信処理を施すことによつて周波数軸上にシンボルが並ぶ受信シンボルストリームを得、受
信シンボルストリームに当該受信シンボルストリームを所定時間遅延した遅延シンボルス
トリームを加算することによりプリアンブルデータに関する信号成分を抽出し、当該信号
成分を基にプリアンブルデータを検出し、プリアンブルデータの検出によりメツセージデ
ータの存在及び属性を確認した後、受信シンボルストリームにフーリエ変換処理を施すこ
とによつて時間軸上にシンボルが並ぶシンボルストリームを得、当該シンボルストリーム
からメツセージデータのシンボルを抽出して当該メツセージデータを復元するようにすれ
ば、上述の場合と同様の効果を得ることができる。
【０１３８】
【発明の効果】
上述のように本発明によれば、優先度の高いデータが重畳されたサブキヤリアと優先度の
低いデータが重畳されたサブキヤリアとを交互に配置して送信し、受信側では、所定の受
信処理によつて周波数軸上にシンボルが並ぶ受信シンボルストリームを得、受信シンボル
ストリームに当該受信シンボルストリームを所定時間遅延した遅延シンボルストリームを
加算することにより優先度の高いデータに関する信号成分を抽出して当該優先度の高いデ
ータを復元するようにしたことにより、簡易な構成で優先度の高いデータを速やかに復元
し得、かくしてマルチキヤリア方式で優先度の高いデータと優先度の低いデータを同時に
送信した場合でも、優先度に応じた処理を簡易な構成で行い得る。
【０１３９】
またセルラー無線通信システムにおいてメツセージデータが重畳されたサブキヤリアとメ
ツセージデータの存在及び属性を示すプリアンブルデータが重畳されたサブキヤリアとを
交互に配置して送信し、受信側では、所定の受信処理によつて周波数軸上にシンボルが並
ぶ受信シンボルストリームを得、受信シンボルストリームに当該受信シンボルストリーム
を所定時間遅延した遅延シンボルストリームを加算することによりプリアンブルデータに
関する信号成分を抽出し、当該信号成分を基にプリアンブルデータを検出し、プリアンブ
ルデータの検出によりメツセージデータの存在及び属性を確認した後、受信シンボルスト
リームにフーリエ変換処理を施すことによつて時間軸上にシンボルが並ぶシンボルストリ
ームを得、当該シンボルストリームからメツセージデータのシンボルを抽出して当該メツ
セージデータを復元するようにしたことにより、簡易な構成でプリアンブルデータを速や
かに検出し得、かくしてマルチキヤリア方式でプリアンブルデータとメツセージデータを
同時に送信した場合でも、優先度に応じた処理を簡易な構成で行い得る。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施の形態による通信システムのフレーム構成を示す略線図である。
【図２】その通信システムのサブキヤリア構成を示す略線図である。
【図３】その通信システムの送信装置の構成を示すブロツク図である。
【図４】その通信システムの受信装置の構成を示すブロツク図である。
【図５】受信装置における時間遅延及び加算処理の説明に供する略線図である。
【図６】加算処理による信号抽出原理の説明に供する略線図である。
【図７】第２の実施の形態による携帯電話システムのフレーム構成を示す略線図である。
【図８】その携帯電話システムのランダムアクセスチヤネルの構成を示す略線図である。
【図９】ランダムアクセスチヤネルを介して制御データを送信する送信装置の構成を示す
ブロツク図である。
【図１０】ランダムアクセスチヤネルを介して送信された制御データを受信する受信装置
の構成を示すブロツク図である。
【図１１】他の実施の形態によるフレーム構成を示す略線図である。
【図１２】他の実施の形態による送信装置の構成を示すブロツク図である。
【図１３】他の実施の形態による受信装置の構成を示すブロツク図である。
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【図１４】従来の通信システムのフレーム構成を示す略線図である。
【図１５】従来の通信システムの送信装置を示すブロツク図である。
【図１６】従来の通信システムの受信装置を示すブロツク図である。
【図１７】従来の携帯電話システムにおいて制御データを送信するときのフレーム構成を
示す略線図である。
【図１８】その制御データを送信する従来の送信装置の構成を示すブロツク図である。
【図１９】その制御データを受信する従来の受信装置の構成を示すブロツク図である。
【符号の説明】
１、２０、４０、８０、１００……送信装置、２、３、２２、４２……エラー訂正ビツト
付加回路、４、２１……フレーム生成回路、５、２３……変調回路、６、２４、４９……
送信回路、７、１１、２５、３１、５０、６１……アンテナ、１０、３０、６０、９０、
１１０……受信装置、１２、３２、６２……受信回路、１３、３３……復調回路、１４、
３４……フイールド分割回路、１５、１６、３６、７３……エラー検出及び訂正回路、３
５……プリアンブル検出回路、４１……エンコーダ、４３、４５……ＱＰＳＫ変調回路、
４４、４６、７２、１０１、１０２、１１６……選択スイツチ、４７……差動変調回路、
４８……逆高速フーリエ変換回路、６５、１１３……時間遅延回路、６６、１１４……加
算器、６７、９３……相関算出回路、６８、９４、１１５……リフアレンス記憶回路、６
９、９５……バツフア、７０……高速フーリエ変換回路、７１……差動復調回路。
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

(30) JP 3797510 B2 2006.7.19



フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０７－２５４９１５（ＪＰ，Ａ）
              特表平０６－５０７０５３（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－１３０５６３（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－１３９６９１（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－２２８１８８（ＪＰ，Ａ）
              特開平０６－３３４５７３（ＪＰ，Ａ）
              特開平０６－０３７７２６（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－０８８６１７（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－２６５２９５（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－３２１７６５（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04J 11/00

(31) JP 3797510 B2 2006.7.19


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

