
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）送信するシリアル伝送データを制御情報が付与されたパラレルデータに変換し、デ
ータレートを低下させて送信するシリアル／パラレル変換器・インタフェース部（１－１
）と、
（ｂ）該シリアル／パラレル変換器・インタフェース部（１－１）に接続され、入力され
たベースバンド信号を当該規格に適合した高周波信号に変換し、送信する 通信シ
ステム部（１－４～１－５）と、
（ｃ）該 通信システム部（１－４～１－５）に接続される第１のサーキュレータ
（１－６～１－７）と、
（ｄ）該第１のサーキュレータ（１－６～１－７）に接続されるアップコンバート用のミ
キサ（１－１０～１－１１）と、
（ｅ）該アップコンバート用のミキサ（１－１０～１－１１）に接続されるローカル信号
源（１－１４～１－１５）および送信用バンドパスフィルタ（１－１６～１－１７）と、
（ｆ）該送信用バンドパスフィルタ（１－１６～１－１７）に接続されるパワーアンプ（
１－１８～１－１９）と、
（ｇ）該パワーアンプ（１－１８～１－１９）に接続される第２のサーキュレータ（１－
２２～１－２３）と、
（ｈ）該第２のサーキュレータ（１－２２～１－２３）に接続され、送信信号を送出する
送受信用アンテナ（１－２４）と、
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（ｉ）受信信号を受ける前記送受信用アンテナ（１－２４）と、
（ｊ）該送受信用アンテナ（１－２４）に

接続されるローノイズアンプ（１－２０～１－２１）と、
（ｋ）該ローノイズアンプ（１－２０～１－２１）に接続されるとともに、前記ローカル
信号源（１－１４～１－１５）からの信号と混合して受信信号をダウンコンバートするダ
ウンコンバート用のミキサ（１－１２～１－１３）と、
（ｌ）該ダウンコンバート用のミキサ（１－１２～１－１３）に接続される受信用バンド
パスフィルタ（１－８～１－９）と、
（ｍ）該受信用バンドパスフィルタ（１－８～１－９）からの受信信号を受ける前記第１
のサーキュレータ（１－６～１－７）と、
（ｎ）該第１のサーキュレータ（１－６～１－７）からの高周波信号をベースバンド信号
に変換する前記 通信システム部（１－４～１－５）と、
（ｏ）該 通信システム部（１－４～１－５）からのベースバンド信号をパケット
分解し、パラレル／シリアル変換を施し、伝送データとして出力するパラレル／シリアル
変換器・インタフェース部（１－２５）を具備

ことを特徴とする無線通信システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、無線通信システム、特に広帯域信号伝送を行う無線通信システムに関するも
のである。
【０００２】
【従来の技術】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般に、従来から存在して
いる無線通信システムには２．４ＧＨｚ帯を利用した無線ＬＡＮシステム等がある。また
最近では、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈと呼ばれる通信システムが提案されている。上記の２．４
ＧＨｚ帯を使用した無線通信システムは「コンピュータ＆ネットワークＬＡＮ，オーム社
，１９９７，６月，ｐｐ．７～２８」に明示されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、上記した無線通信システムは２．４ＧＨｚ帯という比較的低い周波数帯
を使用しているため、許容される帯域幅は最大でも８０ＭＨｚ程度であり、伝送レートを
向上させる際には物理的な限界があった。
【０００４】
　本発明では、上記した既存の通信システムを許容される帯域幅の広い周波数帯すなわち
、高い周波数帯にアップコンバートし、前記複数台の既存の通信システムを周波数軸上に
ならべる構成とすることにより、伝送レートの向上を図ることができる無線通信システム
を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上記目的を達成するために、
　〔１〕無線通信システムにおいて、送信するシリアル伝送データを制御情報が付与され
たパラレルデータに変換し、データレートを低下させて送信するシリアル／パラレル変換
器・インタフェース部（１－１）と、このシリアル／パラレル変換器・インタフェース部
（１－１）に接続され、入力されたベースバンド信号を当該規格に適合した高周波信号に
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変換し、送信する 通信システム部（１－４～１－５）と、この 通信シス
テム部（１－４～１－５）に接続される第１のサーキュレータ（１－６～１－７）と、こ
の第１のサーキュレータ（１－６～１－７）に接続されるアップコンバート用のミキサ（
１－１０～１－１１）と、このアップコンバート用のミキサ（１－１０～１－１１）に接
続されるローカル信号源（１－１４～１－１５）および送信用バンドパスフィルタ（１－
１６～１－１７）と、この送信用バンドパスフィルタ（１－１６～１－１７）に接続され
るパワーアンプ（１－１８～１－１９）と、このパワーアンプ（１－１８～１－１９）に
接続される第２のサーキュレータ（１－２２～１－２３）と、この第２のサーキュレータ
（１－２２～１－２３）に接続され、送信信号を送出する送受信用アンテナ（１－２４）
と、受信信号を受ける前記送受信用アンテナ（１－２４）と、この送受信用アンテナ（１
－２４）に 接続されるローノイズ
アンプ（１－２０～１－２１）と、このローノイズアンプ（１－２０～１－２１）に接続
されるとともに、前記ローカル信号源（１－１４～１－１５）からの信号と混合して受信
信号をダウンコンバートするダウンコンバート用のミキサ（１－１２～１－１３）と、こ
のダウンコンバート用のミキサ（１－１２～１－１３）に接続される受信用バンドパスフ
ィルタ（１－８～１－９）と、この受信用バンドパスフィルタ（１－８～１－９）からの
受信信号を受ける前記第１のサーキュレータ（１－６～１－７）と、この第１のサーキュ
レータ（１－６～１－７）からの高周波信号をベースバンド信号に変換する前記
通信システム部（１－４～１－５）と、この 通信システム部（１－４～１－５）
からのベースバンド信号をパケット分解し、パラレル／シリアル変換を施し、伝送データ
として出力するパラレル／シリアル変換器・インタフェース部（１－２５）を具備

ことを特徴とする。
【０００６】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態について図を参照しながら詳細に説明する。
【０００７】
　図１に本発明の実施例を示す無線通信システムのブロック図の一例を示す。
【０００８】
　図１において、シリアル／パラレル変換器・インタフェース部１－１は既存通信システ
ム部１－４～１－５の入力ポートに接続されている。既存通信システム部１－４～１－５
の高周波数出力ポートは第１のサーキュレータ１－６～１－７に接続されており、第１の
サーキュレータ１－６～１－７はアップコンバート用のミキサ１－１０～１－１１に接続
している。アップコンバート用のミキサ１－１０～１－１１はローカル信号源１－１４～
１－１５および送信用バンドパスフィルタ１－１６～１－１７の入力ポートと接続されて
いる。送信用バンドパスフィルタ１－１６～１－１７の出力ポートはパワーアンプ１－１
８～１－１９の入力ポートに接続されており、パワーアンプ１－１８～１－１９の出力ポ
ートは第２のサーキュレータ１－２２～１－２３を介して送受信用アンテナ１－２４に接
続されている。
【０００９】
　また、第２のサーキュレータ１－２２～１－２３はローノイズアンプ１－２０～１－２
１の入力ポートに接続されており、ローノイズアンプ１－２０～１－２１の出力ポートは
ダウンコンバート用のミキサ１－１２～１－１３に接続されている。ダウンコンバート用
のミキサ１－１２～１－１３はローカル信号源１－１４～１－１５および受信用バンドパ
スフィルタ１－８～１－９の入力ポートに接続されており、受信用バンドパスフィルタ１
－８～１－９の出力ポートは第１のサーキュレータ１－６～１－７に接続している。既存
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通信システム部１－４～１－５の出力ポートはパラレル／シリアル変換器・インタフェー
ス部１－２５の入力ポートに接続している。
【００１０】
　以下、本発明の装置の動作について説明する。
【００１１】
　図１を用いて本発明の通信システムの送信部の動作について説明する。
【００１２】
　送信するシリアル伝送データはシリアル／パラレル変換器・インタフェース部１－１に
おいて制御情報等を付与されたパラレルデータに変換され、データレートが低下する。制
御情報にはパラレルデータのパケット番号等が含まれる。また、変換されたパラレルデー
タは、次に接続している 既存通信システム部１－４～１－５の入力インタフェー
スに適合するデータフォーマットで送出される。 既存通信システム部１－４～１
－５においては、入力されたベースバンド信号を 既存通信システム の規格に適
合した高周波信号（たとえば、２．４ＧＨｚ帯）に変換し送信する。 既存通信シ
ステム部１－４～１－５の高周波出力ポートからの信号は第１のサーキュレータ１－６～
１－７を介してアップコンバート用のミキサ１－１０～１－１１に入力する。アップコン
バート用のミキサ１－１０～１－１１において 既存通信システム部１－４～１－
５からの高周波信号はそれぞれ対応するローカル信号源１－１４～１－１５からの異なる
ローカル信号によってアップコンバートされる。アップコンバート用のミキサ１－１０～
１－１１によってアップコンバートされた高周波信号は送信用バンドパスフィルタ１－１
６～１－１７によって帯域制限された後、パワーアンプ１－１８～１－１９によって増幅
され、第２のサーキュレータ１－２２～１－２３を介して送受信用アンテナ１－２４より
送出される。
【００１３】
　次に、図１を用いて、本発明の通信システムの受信部の動作について説明する。
【００１４】
　送受信用アンテナ１－２４からの受信信号は第２のサーキュレータ１－２２～１－２３
を介してローノイズアンプ１－２０～１－２１に入力し増幅される。ローノイズアンプ１
－２０～１－２１からの信号は、ダウンコンバート用のミキサ１－１２～１－１３におい
てローカル信号源１－１４～１－１５からのローカル信号と混合されてダウンコンバート
される。ダウンコンバートされた信号は受信用バンドパスフィルタ１－８～１－９におい
て帯域制限された後、第１のサーキュレータ１－６～１－７を介して 既存通信シ
ステム部１－４～１－５の高周波部に入力される。 既存通信システム部１－４～
１－５においては、入力された高周波信号をベースバンド信号に変換し、パラレル／シリ
アル変換器・インタフェース部１－２５に出力する。パラレル／シリアル変換器・インタ
フェース部１－２５においてはパケット分解、パラレル／シリアル変換が施された後伝送
データとして出力される。
【００１５】
　なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種々の
変形が可能であり、これらを本発明の範囲から排除するものではない。
【００１６】
【発明の効果】
　以上、詳細に説明したように、本発明によると、 既存の通信システム におい
て規定されている伝送速度より高速な伝送データに対し、シリアル／パラレル変換するこ
とにより、伝送データの伝送レートを下げ、複数台の既存の通信システム に入力するこ
とが可能になる。そして、前記複数台の既存の通信システム を、許容される帯域幅の広
い周波数帯すなわち、高い周波数帯にアップコンバートし、前記複数台の既存の通信シス
テム を周波数軸上にならべる構成とすることにより、伝送レートの向上を図ることが可
能となる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】　本発明の実施例を示す無線通信システムのブロック図である。
【符号の説明】
　１－１　　シリアル／パラレル変換器・インタフェース部
　１－４～１－５　　 既存通信システム部
　１－６～１－７　　第１のサーキュレータ
　１－８～１－９　　受信用バンドパスフィルタ
　１－１０～１－１１　　アップコンバート用のミキサ
　１－１２～１－１３　　ダウンコンバート用のミキサ
　１－１４～１－１５　　ローカル信号源
　１－１６～１－１７　　送信用バンドパスフィルタ
　１－１８～１－１９　　パワーアンプ
　１－２０～１－２１　　ローノイズアンプ
　１－２２～１－２３　　第２のサーキュレータ
　１－２４　　送受信用アンテナ
　１－２５　　パラレル／シリアル変換器・インタフェース部
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