
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
周波数ホッピングによるスペクトル拡散通信方式の送信機において、
ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅｘｉｎｇ）変調することで生成される複数のサブキャリアの中から、送信すべき実
情報データの伝送に使用するサブキャリアを送信フレーム毎にランダムに選択するサブキ
ャリア選択部と、
上記サブキャリア選択部により選択されたサブキャリアの各送信フレームにおけるサブキ
ャリア番号をヘッダ情報として生成するヘッダ情報生成部と、
上記サブキャリア選択部により選択されたサブキャリア毎に実情報データを１次変調する
と共に、上記ヘッダ情報生成部により生成されたヘッダ情報と１次変調された実情報デー
タを含む送信データにより送信フレームを構成するシンボルマッピング部と、
上記シンボルマッピング部により構成された送信フレーム内の送信データをＯＦＤＭ変調
する逆フーリエ変換部とを備えたことを特徴とする送信機。
【請求項２】
サブキャリア選択部は送信フレーム毎に選択するサブキャリア数を変更することを特徴と
する請求項１記載の送信機。
【請求項３】
サブキャリア選択部により選択された各サブキャリアに適用する変調方式を選択する変調
方式選択部を備え、
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ヘッダ情報生成部が上記変調方式選択部により選択された変調方式をヘッダ情報として生
成し、
シンボルマッピング部が上記変調方式選択部により選択された各サブキャリアの変調方式
に基づき実情報データを１次変調することを特徴とする請求項１記載の送信機。
【請求項４】
ダミーデータを生成するダミーデータ生成部を備え、
サブキャリア選択部がダミーデータの伝送に使用するサブキャリアを送信フレーム毎にラ
ンダムに選択し、
ヘッダ情報生成部が上記サブキャリア選択部により選択されたダミーデータの伝送に使用
するサブキャリアの送信フレームにおけるサブキャリア番号をヘッダ情報として生成し、
変調方式選択部が上記サブキャリア選択部により選択されたダミーデータの伝送に使用す
るサブキャリアに適用する変調方式を選択し、
上記ダミーデータ生成部が、上記サブキャリア選択部により選択されたダミーデータの伝
送に使用するサブキャリアの送信フレームにおけるサブキャリア番号と、上記変調方式選
択部により選択されたダミーデータの伝送に使用するサブキャリアに適用する変調方式と
に基づき、生成したダミーデータを実情報データに挿入し、
シンボルマッピング部が、上記変調方式選択部により選択されたダミーデータの伝送に使
用するサブキャリアに適用する変調方式に基づき、ダミーデータを１次変調することを特
徴とする請求項３記載の送信機。
【請求項５】
周波数ホッピングによるスペクトル拡散通信方式の受信機において、
ランダムに選択されたサブキャリアにより伝送された受信フレーム内の受信データをＯＦ
ＤＭ復調するフーリエ変換部と、
上記フーリエ変換部によりＯＦＤＭ復調された受信フレーム内の受信データに含まれてい
るヘッダ情報と実情報データを１次復調するシンボル判定部と、
上記シンボル判定部により１次復調されたヘッダ情報を解析し、ヘッダ情報に含まれてい
る、実情報データの伝送に使用されている各サブキャリアの受信フレーム内のサブキャリ
ア番号を読み取るヘッダ情報保持部と、
上記シンボル判定部により１次復調された受信フレーム内の実情報データから、上記ヘッ
ダ情報保持部により読み取られたサブキャリア番号に基づき、各サブキャリアの実情報デ
ータを抽出する受信データ生成部とを備えたことを特徴とする受信機。
【請求項６】
ヘッダ情報保持部により読み取られたヘッダ情報に含まれている各サブキャリアの変調方
式に基づき復調方式を判定する復調方式判定部を備え、
シンボル判定部は、上記復調方式判定部により判定された復調方式に基づき、受信フレー
ム内の実情報データを１次復調することを特徴とする請求項５記載の受信機。
【請求項７】
ヘッダ情報保持部はヘッダ情報に含まれているダミーデータの伝送に使用されている各サ
ブキャリアの受信フレーム内のサブキャリア番号とダミーデータの伝送に使用されている
各サブキャリアの変調方式を読み取り、
復調方式判定部は、上記ヘッダ情報保持部により読み取られたダミーデータの伝送に使用
されている各サブキャリアの変調方式に基づき復調方式を判定し、
シンボル判定部は、上記復調方式判定部により判定された復調方式に基づき、受信フレー
ム内のダミーデータを１次復調し、
受信データ生成部は、上記シンボル判定部により１次復調された受信フレーム内のダミー
データから、上記ヘッダ情報保持部により読み取られたサブキャリア番号に基づき、各サ
ブキャリアのダミーデータを抽出することを特徴とする請求項６記載の受信機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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この発明は周波数ホッピングによるスペクトル拡散通信方式の送信機及び受信機に関する
ものである。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、スペクトル拡散通信方式を用いた無線通信としては、２値情報系列に対して擬似
雑音（ＰＮ）符号等により構成される拡散符号を乗算することで、周波数領域において、
その伝送情報以上の帯域に信号スペクトルを拡散する直接拡散方式と、局部発信器の励振
周波数を高速に駆動して、搬送波周波数を高速かつ広帯域に切替えることで、信号スペク
トルを拡散する周波数ホッピング方式が広く実用化されている。
【０００３】
周波数ホッピング通信は、搬送波周波数を元の実情報データよりも広帯域に高速に切替え
て信号を伝送することから、耐フェージング特性に優れており伝送品質の向上に有効な伝
送方式である。また、送受信機間で同期を確立した上で搬送波周波数を任意のホッピング
パターンに従って切り替えることから、秘匿性の高い通信方式であるという利点も有して
いる。
【０００４】
図７は、例えば非特許文献１に記載された、従来の周波数ホッピングによるスペクトル拡
散通信方式の送信機の構成を示すブロック図である。この送信機は、誤り訂正符号化回路
５１、変調器５２、ＰＮ信号発生回路５３、周波数シンセサイザ５４、ミキサ５５及び送
信アンテナ５６により構成されている。
【０００５】
図７において、送信すべき実情報データは、誤り訂正符号化回路５１に入力され、誤り訂
正符号化回路５１は所定の誤り訂正方式のアルゴリズムに従い誤り訂正符号語を生成する
。変調器５２は符号語に変換された実情報データを、例えば、ＭＳＫ（Ｍｉｎｉｍｕｍ　
Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）やＱＰＳＫ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓ
ｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）等の所定の変調方式にて変調し変調信号を出力する。
【０００６】
次に変調信号はミキサ５５に入力され、周波数シンセサイザ５４において発振するＲＦ周
波数の帯域へ周波数変換される。この周波数シンセサイザ５４は、ＰＮ信号発生回路５３
からのＰＮ信号によるランダムな周波数ホッピングパターンに従って、発振周波数を切り
替えることが可能である。周波数ホッピング通信では、所定のホッピング周波数で、送受
信機間で定められたホッピングパターンに従って周波数シンセサイザ５４の発振周波数を
切り替える。
【０００７】
このように周波数シンセサイザ５４の発振周波数を切り替えることで、ミキサ５５で生成
される送信データの搬送波周波数もホッピング周波数で所定のホッピングパターンに従っ
て変化することになり、周波数領域において実情報データの情報速度以上の広帯域に拡散
されることになる。
【０００８】
ここで、ホッピング周波数を不当に低く設定すると、ミキサ５５の搬送周波数が符号語の
発生時間間隔に比して長時間同一の周波数となり、複数のシンボルが同一の搬送周波数で
伝送されてしまい、周波数ホッピングによる帯域拡散効果が低減し高い秘匿性が得られな
くなる。このため、一般に符号語の発生時間間隔を考慮の上で、適切にホッピング周波数
を設定することが必要となり、符号語の発生間隔が短時間になるに従いホッピング周波数
は高くなる。
【０００９】
図８は従来の周波数ホッピングによるスペクトル拡散通信方式の受信機の構成を示すブロ
ック図である。この受信機は、受信アンテナ６１、ＢＰＦ６２、同期回路６３、周波数シ
ンセサイザ６４、ミキサ６５、復調器６６及び誤り訂正復号器６７により構成されている
。
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【００１０】
送信機から送信されたＲＦ信号はＢＰＦ６２により不要な周波数成分が除去される。さら
に、同期回路６３は受信したＲＦ信号の周波数偏移を監視し、このＲＦ信号に含まれる同
期語の検出を行って送受信機間における同期を確立する。
【００１１】
送受信機間の同期が確立した後、周波数シンセサイザ６４は、送信機の周波数シンセサイ
ザ５４と同一のホッピングパターンに従って発振周波数の切り替えを行う。受信したＲＦ
信号はミキサ６５へ入力され、送信機における周波数シンセサイザ５４と同期した受信機
の周波数シンセサイザ６４による発振周波数と乗算されることでベースバンド領域に周波
数変換される。
【００１２】
ベースバンド領域に周波数変換された受信データは復調器６６へ入力されて所定の復調処
理が行われる。この復調結果は誤り訂正復号器６７へ入力され、元の実情報データへ変換
されて受信結果として出力される。
【００１３】
この周波数ホッピングによるスペクトル拡散通信方式の送受信機では、周波数シンセサイ
ザの発振周波数を所定のホッピング周波数により切り替えることにより、送信する実情報
データ又は受信したＲＦ信号の周波数変換を行っている。ここでは前述の通り、ホッピン
グ周波数を適切に設定する必要があり、実情報データの情報速度が高速化するにつれて、
ホッピング周波数も高速化する必要があり、発振周波数の高速切り替えの可能な周波数シ
ンセサイザが必要となっている。
【００１４】
しかし、ハードウェア構成上の制約から、上記のような発振周波数の高速切り替え可能な
周波数シンセサイザの実現は困難を伴う。また、仮にこのような高速切り替え可能な周波
数シンセサイザが実現可能であっても、切り替え直後の周波数シンセサイザの発振周波数
は安定しないため、送信機及び受信機におけるミキサでの信号の周波数変換ができない待
ち時間が生じてしまう。この時間において情報伝送は不可能であるため、周波数切り替え
の前後の所定の時間に、一定のガード時間を設ける必要があり、データ伝送速度の向上と
共にこの待ち時間による伝送効率の低下は無視し得ないものとなる。
【００１５】
また、従来の周波数ホッピングによるスペクトル拡散通信方式では、送信機から送信され
るＲＦ信号の搬送波周波数は、周波数シンセサイザにおいて発振可能な周波数に比して高
々１つの周波数であり、複数のデータをパラレルに送信し複数の搬送波を同時にホッピン
グさせることで、秘匿性の向上を図る等の実現は困難である。
【００１６】
【非特許文献１】
ＣＤＭＡ方式と次世代移動体通信システム、小川、トリケップス、ｐ．１６－１７、１９
９６年６月
【００１７】
【発明が解決しようとする課題】
従来の送信機及び受信機は以上のように構成されているので、周波数シンセサイザによる
ホッピング周波数の制約を受け、データ伝送の高速化を図ることが困難であるという課題
があった。
【００１８】
また、送信機から送信されるＲＦ信号の搬送波周波数は、高々１つの周波数であるため、
秘匿性の向上を図ることが困難であるという課題があった。
【００１９】
この発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、周波数シンセサイザによ
るホッピング周波数の制約を受けることなく、データ伝送の高速化を図ることができる送
信機及び受信機を得ることを目的とする。
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【００２０】
また、秘匿性の向上を図ることができる送信機及び受信機を得ることを目的とする。
【００２１】
【課題を解決するための手段】
この発明に係る送信機は、ＯＦＤＭ変調することで生成される複数のサブキャリアの中か
ら、送信すべき実情報データの伝送に使用するサブキャリアを送信フレーム毎にランダム
に選択するサブキャリア選択部と、選択されたサブキャリアの各送信フレームにおけるサ
ブキャリア番号をヘッダ情報として生成するヘッダ情報生成部と、選択されたサブキャリ
ア毎に実情報データを１次変調すると共に、生成されたヘッダ情報と１次変調された実情
報データを含む送信データにより送信フレームを構成するシンボルマッピング部と、構成
された送信フレーム内の送信データをＯＦＤＭ変調する逆フーリエ変換部とを備えたもの
である。
【００２２】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の一形態を説明する。
実施の形態１．
図１はこの発明の実施の形態１による送信機の構成を示すブロック図である。この送信機
は、図１に示すように、メモリ部１１、シンボルマッピング部１２、シリアル・パラレル
変換部１３、逆フーリエ変換部１４、パラレル・シリアル変換部１５、サブキャリア選択
部１６、変調方式選択部１７、ヘッダ情報生成部１８、ダミーデータ生成部１９、Ｄ／Ａ
変換部２０、周波数変換部２１及び送信アンテナ２２により構成され、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔ
ｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）
変調を用いた周波数ホッピングによるスペクトル拡散通信方式によりデータを送信するも
のである。
【００２３】
図１において、メモリ部１１は入力された実情報データを一時記憶し、ダミーデータ生成
部１９により生成されたダミーデータを実情報データに挿入して出力する。シンボルマッ
ピング部１２は、ダミーデータが挿入された実情報データを一次変調し、ヘッダ情報を付
加した送信データにより送信フレームを生成する。シリアル・パラレル変換部１３は送信
フレーム内の送信データを直列／並列変換し、逆フーリエ変換部１４は、直列／並列変換
された送信フレーム内の送信データに対して逆フーリエ変換を実施することにより、二次
変調としてのＯＦＤＭ変調を行う。パラレル・シリアル変換部１５はＯＦＤＭ変調された
送信フレーム内の送信データを並列／直列変換する。
【００２４】
また、サブキャリア選択部１６は、ＯＦＤＭ変調を行う逆フーリエ変換部１４が生成可能
なサブキャリアの中から、周波数ホッピングを行うために、送信フレー内の送信データを
伝送するためのサブキャリアをランダムに選択し、選択したサブキャリアのサブキャリア
番号を、変調方式選択部１７、ヘッダ情報生成部１８及びダミーデータ生成部１９に通知
する。
【００２５】
このように、ＯＦＤＭ変調を使用することで生成される複数のサブキャリアを伝送時にラ
ンダムに選択して周波数ホッピングを行うことにより、従来のように周波数シンセサイザ
によるホッピング周波数の制約を受けずに、データ伝送の高速化を図ることができる。ま
た、このＯＦＤＭ変調を使用することで、サブキャリア間の周波数間隔を非常に狭めるこ
とが可能であり、従来のように、搬送周波数を周波数シンセサイザで切り替える方式と比
較して狭帯域伝送が可能となる。
【００２６】
また、サブキャリア選択部１６は、送信フレーム毎に実際の伝送に使用するサブキャリア
数を変更しても良い。これにより秘匿性を向上させることができると共に高品質伝送を実
現できる。特に、周波数選択性フェージング環境にある伝送路では、サブキャリア数を変
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更することにより、周波数ダイバーシチ効果が期待できる。
【００２７】
変調方式選択部１７は、サブキャリア選択部１６から通知された各サブキャリアに、所定
の変調方式の中から変調方式を選択して割り当て、割り当てた各サブキャリアに適用する
変調方式を、シンボルマッピング部１２、ヘッダ情報生成部１８及びダミーデータ生成部
１９に通知する。
【００２８】
ヘッダ情報生成部１９は、変調方式選択部１８から通知された各サブキャリアに適用する
変調方式と、サブキャリア選択部１６から通知された送信データ伝送用のサブキャリア番
号と、予め保有している伝搬路推定用パイロット信号等とから送信フレームのヘッダ情報
を生成する。
【００２９】
ダミーデータ生成部１９は、ダミーデータを生成すると共に、サブキャリア選択部１６か
ら通知された送信データ伝送用のサブキャリア番号と変調方式選択部から通知されたダミ
ーデータの変調方式に基づき、入力された実情報データに対して、生成したダミーデータ
を挿入する。
【００３０】
Ｄ／Ａ変換部２０はＯＦＤＭ変調された送信フレーム内の送信データをディジタル／アナ
ログ変換し、周波数変換部２１は送信フレーム内の送信データをＲＦ帯域へ周波数変換し
送信アンテナ２２を介して送信する。
【００３１】
次に送信機の動作について説明する。
入力された伝送すべき実情報データは、シフトレジスタにより構成されたメモリ部１１に
一時記憶される。
【００３２】
サブキャリア選択部１６は、送信する実情報データの生起をトリガとして、ＯＦＤＭ変調
を行う逆フーリエ変換部１４において生成可能な所定のＮ個のサブキャリア（＃１～＃Ｎ
）の中から、実際の送信データの伝送に使用するｎ個（ただし、ｎ≦Ｎとする）のサブキ
ャリアをランダムに選択し、選択したｎ個のサブキャリアについて、実情報データ伝送用
のサブキャリア番号、ダミーデータ伝送用のサブキャリア番号及び予め定められているヘ
ッダ情報伝送用のサブキャリア番号を、変調方式選択部１７、ヘッダ情報生成部１８及び
ダミーデータ生成部１９に通知する。
【００３３】
ここで、サブキャリア選択部１６は、送信フレーム毎に送信データの伝送に使用するサブ
キャリア数ｎを変更しても良い。また、予め定められているヘッダ情報伝送用のサブキャ
リア番号は変更することも可能である。
【００３４】
図２はヘッダ情報の伝送に使用するサブキャリアを示す図であり、ここでは、＃１～＃４
のサブキャリア（周波数ｆ 1  ～ｆ 4  ）がヘッダ情報の伝送に使用されている。
【００３５】
図３は実情報データとダミーデータの伝送に使用するサブキャリアを示す図であり、送信
フレーム毎に伝送に使用するサブキャリア数ｎを３→２→６と変化させ、それぞれ実情報
データとダミーデータを伝送するサブキャリアをランダムに選択している。
【００３６】
変調方式選択部１７は、サブキャリア選択部１６から通知された実情報データ伝送用のサ
ブキャリア番号、ダミーデータ伝送用のサブキャリア番号及びヘッダ情報伝送用のサブキ
ャリア番号に対応する各サブキャリアに適用する変調方式をランダムに選択して割り当て
、割り当てた各サブキャリアに適用する変調方式を、シンボルマッピング部１２、ヘッダ
情報生成部１８及びダミーデータ生成部１９に通知する。
【００３７】
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ここで、変調方式選択部１７が割り当てる変調方式としては、例えば、１シンボル１ビッ
ト伝送のＢＰＳＫ（Ｂｉｎａｒｙ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）や、１シン
ボル２ビット伝送のＱＰＳＫ (Ｑｕａｒｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅ
ｙｉｎｇ）等が選択される。また、ヘッダ情報伝送用のサブキャリアに適用する変調方式
は予め定められており、受信機側にも通知されているものとする。
【００３８】
ヘッダ情報生成部１８は、サブキャリア選択部１６から通知された実情報データ伝送用、
ダミーデータ伝送用及びヘッダ情報伝送用の各サブキャリア番号と、変調方式選択部１７
から通知された実情報データ伝送用、ダミーデータ伝送用及びヘッダ情報伝送用の各サブ
キャリアの変調方式と、予め保有している伝搬路推定用パイロット信号や同期パターン信
号等を含んだ送信フレームのヘッダ情報を生成してシンボルマッピング部１２に通知する
。
【００３９】
シンボルマッピング部１２は、まず、変調方式選択部１７から通知された予め定められて
いるヘッダ情報伝送用のサブキャリアに適用する変調方式に基づき、ヘッダ情報生成部１
８により生成された送信フレームのヘッダ情報を１次変調する。
【００４０】
ダミーデータ生成部１９は、実情報データに全く無関係なダミーデータを生成すると共に
、サブキャリア選択部１６から通知された実情報データ伝送用及びダミーデータ伝送用の
各サブキャリア番号と、変調方式選択部１７から通知されたダミーデータ伝送用のサブキ
ャリアに適用する変調方式に基づいて、メモリ部１１に一時記憶されている実情報データ
に生成したダミーデータを挿入する。
【００４１】
図４はダミーデータの挿入を説明する図である。メモリ部１１のシフトレジスタに６ビッ
トの実情報データＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆが一時記憶されている。ここでは、サブキャリ
ア選択部１６から、１送信フレームにおいて、実情報データ伝送用のサブキャリア番号と
して＃２と＃Ｎ－１が通知され、ダミーデータ伝送用のサブキャリア番号として＃６が通
知され、変調方式選択部１７から、ダミーデータ伝送用のサブキャリアに適用する変調方
式として、１シンボル２ビット伝送のＱＰＳＫが通知されたものとする。
【００４２】
ダミーデータ生成部１９は、生成した２ビットのダミーデータＸ，Ｙを、通知された＃６
のサブキャリアで伝送できるように、＃２のサブキャリアで伝送する２ビットの実情報デ
ータＡ，Ｂの後で、＃Ｎ－１のサブキャリアで伝送する２ビットの実情報データＣ，Ｄの
前に挿入する。メモリ部１１からは、図４に示すように、１送信フレームで伝送される実
情報データＡ，Ｂ、ダミーデータＸ，Ｙ、実情報データＣ，Ｄの順にシンボルマッピング
部１２に出力される。
【００４３】
ダミーデータを含む実情報データはシンボルマッピング部１２へ順次入力される。シンボ
ルマッピング部１２は、変調方式選択部１８から指定された各サブキャリアに適用する変
調方式に基づき、各実情報データと各ダミーデータをそれぞれ１次変調する。
【００４４】
シンボルマッピング部１２は、所定の変調方式により１次変調したヘッダ情報と、各サブ
キャリア毎に指定された変調方式により１次変調されたダミーデータを含む実情報データ
とによる送信データで構成された送信フレームを生成し、シリアル・パラレル変換部１３
に出力する。
【００４５】
図５はシンボルマッピング部１２により生成された送信フレームの構成を示す図であり、
ヘッダ情報とダミーデータを含む実情報データとによる送信データにより構成されている
。ここで、ヘッダ情報は各送信フレームの所定のサブキャリアで伝送されるが、ダミーデ
ータと実情報データは、各送信フレームでランダムに選択されたサブキャリアを使用して
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周波数ホッピングで伝送される。
【００４６】
シリアル・パラレル変換部１３は、サブキャリア選択部１６により選択された伝送に使用
するサブキャリア番号から得たサブキャリア数（ｎ）に従い、入力された送信フレーム内
の送信データを直列・並列変換し、変換された送信フレーム内の送信データを逆フーリエ
変換部１４に出力する。このとき、並列変換された送信データの上位データから順に周波
数の低いサブキャリアが割り当てられる。また、各サブキャリアに割り当てられるビット
数は、そのサブキャリアに適用された変調方式により異なり、ＢＰＳＫの場合は１ビット
、ＱＰＳＫの場合は２ビットが割り当てられる。
【００４７】
逆フーリエ変換部１４は、入力された送信フレーム内の送信データに対して逆フーリエ変
換を施すことによりＯＦＤＭ変調を行う。このＯＦＤＭ変調された送信フレーム内の送信
データはパラレル・シリアル変換部１５に出力される。パラレル・シリアル変換部１５は
、送信フレーム内の送信データを並列・直列変換してＤ／Ａ変換部２０に出力する。Ｄ／
Ａ変換部２０は、送信フレーム内の送信データをディジタル信号からアナログ信号へ変換
し、アナログベースバンドの送信フレーム内の送信データを周波数変換部２１に出力する
。
【００４８】
周波数変換部２１は、アナログベースバンドの送信フレーム内の送信データを無線ＲＦ周
波数に周波数変換し、送信アンテナ２２を介して無線伝送路上へ送信する。
【００４９】
図６はこの発明の実施の形態１による受信機の構成を示すブロック図である。この受信機
は、図６に示すように、受信アンテナ３１、周波数変換部３２、Ａ／Ｄ変換部３３、シリ
アル・パラレル変換部３４、フーリエ変換部３５、パラレル・シリアル変換部３６、シン
ボル判定部３７、スイッチ３８、ヘッダ情報保持部３９、復調方式判定部４０及び受信デ
ータ生成部４１により構成されており、ＯＦＤＭ変調を用いた周波数ホッピングによるス
ペクトル拡散通信により伝送されたデータを受信するものである。
【００５０】
次に受信機の動作について説明する。
まず、伝送路からのＲＦ信号は受信アンテナ３１により受信されて周波数変換部３２へ入
力される。周波数変換部３２は受信したＲＦ信号をベースバンドアナログ信号に周波数変
換し、Ａ／Ｄ変換部３３はアナログベースバンドの受信フレーム内の受信データをディジ
タル信号に変換し、シリアル・パラレル変換部３４はディジタル信号に変換された受信フ
レーム内の受信データに対して直列・並列変換を施しフーリエ変換部３５に出力する。
【００５１】
フーリエ変換部３５は、受信フレーム内の受信データに対して、フーリエ変換処理を施す
ことにより２次復調としてのＯＦＤＭ復調を実行する。パラレル・シリアル変換部３６は
、ＯＦＤＭ復調された受信フレーム内の受信データに対して並列／直列変換を行いシンボ
ル判定部３７に出力する。
【００５２】
シンボル判定部３７は、最初に受信フレーム内の先頭にあるヘッダ情報の１次復調を行う
。ヘッダ情報は送信機において所定の変調方式で変調されていることから、受信機におけ
るシンボル判定部３７では、所定の変調方式に対応した復調方式を適用することでヘッダ
情報の復調が可能である。
【００５３】
シンボル判定部３７により復調された受信フレーム内のヘッダ情報は、スイッチ３８によ
りヘッダ情報保持部３９に入力される。ヘッダ情報保持部３９は入力されたヘッダ情報の
解析を行い、復調に必要な受信パラメータを抽出する。すなわち、ヘッダ情報保持部３９
は、ヘッダ情報に含まれるダミーデータを含む実情報データの各サブキャリアに適用する
変調方式と、実情報データ伝送用及びダミーデータ伝送用の各サブキャリア番号を読み取
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り、読み取った変調方式を復調方式判定部部４０に通知し、読み取った各サブキャリア番
号を受信データ生成部４１に通知する。
【００５４】
復調方式判定部４０は、ヘッダ情報保持部３９から通知された各サブキャリアに適用する
変調方式に基づき、受信フレーム内の実情報データとダミーデータを復調するための復調
方式を判定し、判定した各サブキャリアに適用する復調方式をシンボル判定部３７に通知
する。
【００５５】
シンボル判定部３７は、復調方式判定部４０から通知された各サブキャリアの復調方式に
基づき、受信フレーム内のヘッダ情報に後続する実情報データとダミーデータを１次復調
し、スイッチ３８を介して、復調された受信フレーム内の実情報データとダミーデータを
受信信号生成部４１に出力する。このスイッチ３８は、ヘッダ情報が復調されている間は
ヘッダ情報保持部３９側に倒れており、受信フレームの先頭から固定長のヘッダ情報終端
までの復調が終了すると受信データ生成部４１側に倒れる。
【００５６】
受信データ生成部４１は、ヘッダ情報保持部３９から通知された実情報データ伝送用及び
ダミーデータ伝送用の各サブキャリア番号に基づき、シンボル判定部３７から出力された
受信フレーム内の実情報データとダミーデータから実情報データとダミーデータを抽出し
、抽出したダミーデータを消去して実情報データを出力する。このようにして、送信機か
ら伝送された実情報データを得ることが可能となる。
【００５７】
なお、この実施の形態１の送信機において、伝送に使用するサブキャリア数を送信フレー
ム毎に変更しているが、このサブキャリア数は所定の数でも良く、全送信フレームにおい
て固定としても構わない。
【００５８】
また、この実施の形態１の送信機において、実情報データとダミーデータを伝送する各サ
ブキャリアに適用する変調方式はランダムに選択するものとして説明したが、この変調方
式は所定のものを固定して使用しても良い。
【００５９】
さらに、この実施の形態１の送信機において、実情報データにダミーデータを挿入してい
るが、このダミーデータの挿入は通信の実現上、必ずしも必要なものではなく、ダミーデ
ータを挿入する代わりに、例えば、伝搬路のフェージング推定に使用するパイロット信号
等の他の情報信号を挿入することも可能である。
【００６０】
以上のように、この実施の形態１によれば、送信データに対してＯＦＤＭ変調を行い、送
信データの伝送に使用するサブキャリアをランダムに選択して、周波数ホッピングによる
スペクトル拡散通信を行うことにより、従来のように、周波数シンセサイザの切替え速度
によりホッピング周波数に制約を受けることなく、データ伝送の高速化を図ることができ
るという効果が得られる。
【００６１】
また、この実施の形態１によれば、送信フレーム毎に実際の伝送に使用するサブキャリア
数を変更することにより、秘匿性を向上させることができると共に高品質伝送を実現でき
るという効果が得られる。
【００６２】
さらに、この実施の形態１によれば、送信機において、実情報データ伝送用の各サブキャ
リアに適用する変調方式を選択し、各サブキャリアに適用する変調方式を送信フレーム内
のヘッダ情報に含ませて伝送することにより、受信機において、実情報データの復調が可
能となり、第三者による傍聴を困難ならしめる等、さらに秘匿性を向上させることができ
るという効果が得られる。
【００６３】
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さらに、この実施の形態１によれば、実情報データにダミーデータを挿入し、ダミーデー
タを伝送するサブキャリアを、実情報データを伝送するサブキャリアに混在させることに
より、さらに秘匿性を向上させることができるという効果が得られる。
【００６４】
【発明の効果】
以上のように、この発明によれば、ＯＦＤＭ変調することで生成される複数のサブキャリ
アの中から、送信すべき実情報データの伝送に使用するサブキャリアを送信フレーム毎に
ランダムに選択するサブキャリア選択部と、選択されたサブキャリアの各送信フレームに
おけるサブキャリア番号をヘッダ情報として生成するヘッダ情報生成部と、選択されたサ
ブキャリア毎に実情報データを１次変調すると共に、生成されたヘッダ情報と１次変調さ
れた実情報データを含む送信データにより送信フレームを構成するシンボルマッピング部
と、構成された送信フレーム内の送信データをＯＦＤＭ変調する逆フーリエ変換部とを備
えたことにより、データ伝送の高速化を図ることができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の実施の形態１による送信機の構成を示すブロック図である。
【図２】　この発明の実施の形態１による送信機におけるヘッダ情報の伝送に使用するサ
ブキャリアを示す図である。
【図３】　この発明の実施の形態１による送信機における実情報データとダミーデータの
伝送に使用するサブキャリアを示す図である。
【図４】　この発明の実施の形態１による送信機におけるダミーデータの挿入を説明する
図である。
【図５】　この発明の実施の形態１による送信機における送信フレームの構成を示す図で
ある。
【図６】　この発明の実施の形態１による受信機の構成を示すブロック図である。
【図７】　従来の周波数ホッピングによるスペクトル拡散通信方式の送信機の構成を示す
ブロック図である。
【図８】　従来の周波数ホッピングによるスペクトル拡散通信方式の受信機の構成を示す
ブロック図である。
【符号の説明】
１１　メモリ部、１２　シンボルマッピング部、１３　シリアル・パラレル変換部、１４
　逆フーリエ変換部、１５　パラレル・シリアル変換部、１６　サブキャリア選択部、１
７　変調方式選択部、１８　ヘッダ情報生成部、１９　ダミーデータ生成部、２０　Ｄ／
Ａ変換部、２１　周波数変換部、２２　送信アンテナ、３１　受信アンテナ、３２　周波
数変換部、３３　Ａ／Ｄ変換部、３４　シリアル・パラレル変換部、３５　フーリエ変換
部、３６　パラレル・シリアル変換部、３７　シンボル判定部、３８　スイッチ、３９　
ヘッダ情報保持部、４０復調方式判定部、４１　受信データ生成部。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

(12) JP 3898138 B2 2007.3.28



フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００１－１５６７３９（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－２８８４９１（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－０１７６４４（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－０９２００９（ＪＰ，Ａ）
              特開平０９－２６６４５５（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－１８５３６８（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－２３２９４３（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－１０７０１０（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04J 13/06
              H04J 11/00

(13) JP 3898138 B2 2007.3.28


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

