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明 細 書

無線通信装置及び無線通信システム

技術分野

０００1 本発明は、複数のアンテナ素子にょる指向性を制御する無線通信装置及びこれを

備えた無線通信システムに関する。

背景技術

０００2 近年、無線機器から発生する電波にょる弊害がしばしば社会問題となっており、医

療機器や飛行機の計器・制御機器等、微弱な電気信号を用いる機器の誤動作を防

止する等の観点から、例えば特許文献 記載の従来技術が既に提唱されている。

０００3 この従来技術では、無線通信装置 (端末)の地理的な現在位置が位置検知手段に

ょって随時検知され、その検知された無線通信装置の現在位置と予め登録された電

波制限区域情報とを判定手段で比較し装置が電波制限区域内に入ったか否かを判

定する。

０００4 特許文献1 特開2００4 5567号公報 (段落番号００25～００66、図 ～図6)

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００5 上記従来技術にょる無線通信装置では、主として携帯端末を対象とし、使用者及

び第三者にとっての心理的負担を軽減し安心して使用できるょぅにすることに主眼を

おくものである。判定手段で装置が電波制限区域内に入ったと判定された場合には

、装置からの送信電力を制御して電波を制限することで他機器に対する影響を回避

する一方、制限区域外に出たと判定された場合には装置からの送信電力を通常レベ

ルに戻し電波制限解除を行ぅ。

０００6 ところで、近年の携帯電話の急速な普及と通信方式における技術革新、 機器・

オフィス機器のモバイルィヒの一層の進展、無線 を活用したパソコン環境のネット

ワークィロ等の背景の下、周波数資源は急速に消費されつつある。例えば世界中の各

国は、自国の電波秩序を保つために、国ごと(あるレリまさらにり、さい地方、区域、その

他の地理的環境の場合もある)に法規等にょる独 自の電波規制を敷いている。



０００7 このよぅな法規等による電波規制においては、上記従来技術のよぅに単に無線通信

装置が所定領域に存在するか否かではなく、無線通信装置から送信される電波の指

向性や電波干渉面積等の細かい条件が定められる。例えば日本の電波法における

2・4G z帯に対する規定では、小電力データ通信システム (無線 )の空中線利

得は原則最大2・ 4d に制限されている。但し、電波干渉を与える面積が増加しな

い場合には、例外的に指向性の商いアンテナの使用が可能であり、この場合には通

信距離を伸ばすことができる。

０００8 上記従来技術では、単に無線通信装置が所定の領域に存在するか否かのみを判

断するものであり、上記のよぅな国、地方、その他各地理的環境において適用される

法規等の細かい通信範囲規定等に対応できるものではない。この結果、その制限を

遵守できる範囲で最大の通信範囲を実現するのは困難であった。

０００9 本発明が解決しよぅとする課題には、上記した問題が一例として挙げられる。

課題を解決するための手段

００1０ 上記課題を解決するために、請求項 記載の発明は、複数のアンテナ素子を備え

たアンテナ手段と、このアンテナ手段の前記複数のアンテナ素子による指向性を制

御する指向性制御手段とを有する無線通信装置であって、前記指向性制御手段で

指向性が制御された前記アンテナ手段による通信範囲の大きさを算出する範囲算出

手段と、位置情報に基づき、対応する通信範囲の制限値を設定する制限設定手段と

、前記算出された通信範囲の大きさと、前記設定された通信範囲の制限値とを比較

する比較手段とを有する。

００11 上記課題を解決するために、請求項 ０記載の発明は、無線送信装置及び無線受

信装置を備え、多人力多出力方式の通信が可能な無線通信システムであって、前記

無線送信装置及び前記無線受信装置の少なくとも一方が、複数のアンテナ素子を

備えたアンテナ手段と、このアンテナ手段の前記複数のアンテナ素子による指向性

を制御する指向性制御手段と、この指向性制御手段で指向性が制御された前記ア

ンテナ手段による通信範囲の大きさを算出する範囲算出手段と、位置情報に基づき

、対応する通信範囲の制限値を設定する制限設定手段と、前記算出された通信範

囲の大きさと、前記設定された通信範囲の制限値とを比較する比較手段とを有する。



発明を実施するための最良の形態

００12 以下、本発明の一実施の形態を図面を参照しつつ説明する。

００13 図 は、本実施形態の無線通信装置を備えた無線通信システムの全体概略を表す

システム構成図である。

００14 図 に示す無線通信システム において、本実施形態の無線通信装置 は、複数

のにの例では6つの)アンテナ ０ ０ C と、これ

らアンテナ ～の動作を制御する制御装置2００とを有している。無線通信装置

は、詳細を後述するよぅに多人力多出カ方式 ( e

e O )によりアンテナ ～を介し通信可能に構成されており、制御装置2

O (詳細には後述の全体制御部2０ )の制御に基づき、アンテナ ～のぅち少

なくとも つを用いて他の無線通信装置3０ と通信を行ぅ。

００15 図2は、図 に示したアンテナ の詳細構造を表す斜視図であり、図3は、これ

らアンテナ の制御系を説明するための説明図である。これら図2及び図3にお

いて、アンテナ は、例えばポリヵ一ボネートからなる誘電体基板 ０と、この誘

電体基板 ０の上面の略全面上に形成された接地導体皿 と、この接地導体皿

上に略円柱形状に形成された誘電体 2０と、接地導体皿 とは電気的に絶縁された

状態で誘電体 2０中に埋設するよぅに形成された(二封入又は装荷された)複数の (

この例では7本の)アンテナ素子Pとを備えている。

００16 アンテナ素子Pは、長手方向が接地導体 の平面に対して垂直となるモノポール

素子を構成しており、 本の給電アンテナ素子P (給電素子) と、少なくとも 本にの

例では6本)の無給電アンテナ素子P ～P6 (無給電素子) とから構成される。

００17 給電アンテナ素子 は、接地導体皿 とは電気的に絶縁され、かつ誘電体 2０に

埋設された円柱形状の放射素子 ０6を備えている。この放射素子 ０6の一端には信

号線が接続されており、これによって制御装置2００から給電される無線信号が 回

路 29０(後述 )を介し給電アンテナ素子 に給電され放射されるよぅになっている。

００18 無給電アンテナ素子P ～P6は、給電アンテナ素子 を中心として互いに所定間

隔でこの例では略円形形状となるよぅに配置されている。各無給電アンテナ素子P

～P6は、接地導体皿 と電気的に絶縁され誘電体基板 ０及び誘電体 2０を鉛直



方向に貫通するよぅに配設された略円柱形状の非励振素子 ０7を備えている。各非

励磁素子 ０7の一端は、所定のリアクタンス値を有する (例えば可変容量ダイオード

からなる) 可変リアクタンス素子 3０と、誘電体基板 ０を鉛直方向に貫通して充填

形成されてなるスルーホール導体 4 とを介し、接地導体 に対して高周波的に

接地されている。

００19 このとき、上記放射素子 ０6 と上記非励振素子 ０7の長手方向の長さは実質的に

同一であるが、例えば、可変リアクタンス素子 3０がインダクタンス性 ( 性) を有する

ときは、可変リアクタンス素子 3０は延長コイルとなり、無給電アンテナ素子P ～P 6

の電気長が給電アンテナ素子P０に比較して長くなり、反射器として働く。一方、例え

ば、可変リアクタンス素子 3０がキヤパシタンス性 (C性) を有するときは、可変リアクタ

ンス素子 3０は短縮コンデンサとなり、無給電アンテナ素子P ～P 6の電気長が給

電アンテナ素子 に比較して短くなり、導波器として働く。すなわち、可変リアクタン

ス素子 3０に印加する制御電圧を変ィビさせる可変リアクタンス素子 3０におけるリア

クタンス値を変ィビさせることにより、非励振素子 ０7を備えた無給電アンテナ素子P

の電気長を給電アンテナ素子 に比較して変ィビさせ、当該アンテナ ０ の水平

面指向特性を変ィヒさせることができる。

００2０ なお、以上はアンテナ を例にとって説明を行ったが、その他のアンテナ ０

～ についても同等の構成となっており、同様の制御が行われる。

００2 1 図4 は、図 に示した制御装置2００の詳細構成を表す機能ブロック図であり、図5 は

、そのぅち送信側に係る機能の詳細構成を表す機能ブロック図であり、図6 は、図4の

ぅち受信側に係る機能の詳細構成を表す機能ブロック図である。

００2 2 これら図4、図5、及び図6 において、制御装置2００は、 個にの例では 二6 ) の

アンテナ ０の給電アンテナ素子 それぞれに つずつ接続され送受信共通に設

けられる 回路 (更に 回路を介してもよい) 2 9０と、 個のアンテナ ０からの受

信信号それぞれに対応して 個設けられ各受信信号の帯域制限を行ぅ P 242及

びアナログ一デジタル変換する 変換器24 と、これら 個の 変換機 24

からの受信信号を入力して復調等の処理をォ〒ぅ周波数変換部3００と、この周波数変

換部3００で復調された受信信号に対し所定の受信指向性制御処理を行列例えば1



成分及びQ成分の複素数に対応したデジタルフイルタからなる)受信側デジタル指向

性制御部25０(給電側制御手段 ) と、この受信側デジタル指向性制御部25０からの

信号に対し、例えばO 方式や 方式等に基づく公知の復調処理を行ぅ受信

側信号処理部26０と、この受信側信号処理部26０における処理エラーの発生を監視

するエラー状態監視回路 2０4と、このエラー状態監視回路 2０4の監視結果に応じて

受信側信号処理部26０で復調された信号の選択を行ぅ選択回路 27０と、その選択

回路27０で選択された信号 (復調波 を所定の公知の手法により復号する復号部27

と、その復号部27 により復号された復号信号を解釈して通信相手よりアンテナ ０

で受信した受信データ(情報信号)を読み出す返答ドソト列解釈部272 とを有する。

また、制御装置2００はさらに、アンテナ ０から送信するための送信データに対応

するコマンドドソト列を生成するコマンドドソト列生成部274 と、そのコマンドビット列生

成部274 から出力されたデジタル信号を所定の手法により符号ィビする符号ィロ部273

と、この符号ィロ部273 により符号ィビされた信号が入力され例えばO 方式や

方式等に基づく公知の変調処理を行ぅ送信側信号処理部2 ０と、この送信側信号処

理部2 ０からの信号に対し変調等の所定の処理がなされる周波数変換部3 ０と、こ

の周波数変換部3 ０からの信号に対し送信指向性制御処理を行列例えば1成分及

びQ成分の複素数に対応したデジタルフイルタからなる)送信側デジタル指向性制御

部22０(給電側制御手段 ) と、 個のアンテナ ０への送信信号それぞれに対応し

て 個設けられデジタル一アナログ変換後上記 回路 29０へ出カする 変換

器232 と、 個にの例では 二6)のアンテナ ０それぞれの複数個にの例では6

個)の無給電アンテナ素子P ～P6を用いた所定の指向性制御処理を行ぅためのア

ナログ指向性制御部28０(無給電側制御手段 ) と、 個のアンテナ ０への送信信

号それぞれに対応して 個設けられアナログ指向性制御部28０からの信号をデジタ

ル一アナログ変換後各アンテナ ０の無給電アンテナ素子P ～P6へ制御電圧を

出カする 変換器292 と、上記受信側デジタル指向性制御部25０、送信側デジ

タル指向性制御部22０、アナログ指向性制御部28０等の全体各部を制御する全体

制御部2０ と、図示しな GPS (全地球測位システム からの位置情報を入カする入

力制御部2０5と、上記位置情報と許容通信範囲との相関を記憶した相関記憶部2０



6 (記憶手段)とを有する。

００24 周波数変換部3 ０には、アンテナ ０の個数 (ｱ記の例では 二6) に対応して

系統が設けられており、この 系統に共通のものとして、例えば関数テーブルに所

定サンプリング点において各位相に対応するよぅに記憶されたサンプリング値をもと

に通信相手への送信信号 (搬送波 ) cを形成するデジタル信号 (例えば正弦波をサ

００25 また、 系統のそれぞれには、符号化部273により符号ィビされた情報信号 (データ

) に基づき、上記送信デジタル信号出力部2 3からの搬送波 cを変調し送信情報と

る)変調部 (乗算器) 2 2 ０ 2 2 ， ，2 2 と、これら乗算器2 2 ０ 2 2

， ，2 2 それぞれからの信号のぅち1成分及びQ成分のぅち所定の周波数の

信号をそれぞれ通過させる P 2 a 2 b 2 a 2 b ， ，2 a 2

b とを備えている。

００26 また送信側デジタル指向性制御部22０も上記に対応して 系統設けられており、

各系統は E P 2 a 2 b 2 a 2 b 2 a 2 b を経て

それぞれ合成された合成信号に関し、全体制御部2０からの対応する係数 (位相制

御信号)C ０ C ， ，C n等に基づき所定の送信指向性を得るための重み付けを

行ぅ合計 個にの例では 二6)の係数乗算器22 a 22 a ， ，22 a と、こ

れら 個の係数乗算器22 a ～a からの出力を合成する加算器222とをそれぞ

れ備えている。各系統の加算部222からの出力は前述の 変換器232 R 回

路29０をそれぞれ介して対応するアンテナ ０の給電アンテナ素子P０に供給される

００27 周波数変換部3００には、上記同様に 系統が設けられており、各系統は、上記

変換器24 より出力された重み付け後の受信信号に含まれる複素数の1成分と

Q成分に対し、互いに直交するデジタル信号b 列をそれぞれ乗算して 直交復

調 (直交検波 )を行ぅ合計 対にの例では 二6)の係数乗算器26 a 26 bと、

これら 対の係数乗算器26 a 26 bからの出力を合成し所定のフィルタリングを



行ぅ フイルタ部262 とをそれぞれ備えている。

００2 8 受信側デジタル指向性制御部2 5０には、上記同様、アンテナ ０の個数 (ｱ記

の例では 二6 ) に対応して 系統が設けられており、各系統は、 2 より出力さ

れた受信信号に関し、全体制御部2０からの対応する係数 (位相制御信号) ０，

11， ， n等に基づき所定の送信指向性を得るための重み付けを行ぅ合計 個

にの例では 二6 ) の係数乗算器2 5 ０ 25 ， ，2 5 と、これら 個

の係数乗算器2 5 ０～2 5 からの出力を合成する加算器252 とをそれぞれ備

えている。

００2 9 受信側信号処理部2 6０には (たとえば加算器252 に接続して) 図示しない誤り検出

器 (C C検出器等) が接続されており、エラー状態監視回路 2０4は受信側信号処理

部2 6０の各誤り検出器から供給される誤り検出信号に応じて、選択回路 2 7０に選択

指令信号を出カする (なお、エラー状態監視回路 2０4は上記検出信号に応じた監視

結果をエラーフラグ等の情報として全体制御部2０にも出カする) 。この選択指令信

号は、誤り検出器において正常な検出結果を出力した系統の出力を選択するよぅに

指示するものであり、選択回路 2 7０は、各系統の信号のぅち、上記選択指令信号に

対応した信号を選択して復号部2 7 へ出カする。

００3０ このよぅにして各系統の加算器252 からの出力は受信側信号処理部2 6０を介して

選択回路 2 7０で選択された後、復号部2 7 で復号ィビされ、さらに返答 列解釈部2

7 2で解釈されて受信情報として取り出される。これにより、他の無線通信装置3０等

、通信相手との通信後、当該通信相手が本実施形態の無線通信装置 に対しどのよ

ぅな通信を要求しているか、すなわち、当該他の無線通信装置3０のアンテナ (素子

)数や、相手方ュ一ザのアプリケーション (通信内容が画像であるか、音声であるか、

テキストのみのファイルであるか、メールであるか等)や、どの程度のデータ転送時間

・リアルタイム性・電力・ュ一ザ希望優先順位等を要求しているか、等を情報として全

体制御部2０で取得することができる。

００3 1 なお、受信側信号処理部2 6０の各系統にはまた、 ( ece ed S a S

e d ca o 回路26０ (図4にのみ概念的に表示 が設けられており、この

S 回路 2 6０ の検出信号「 」が受信信号強度 (受信電界強度 ) 情報として全



体制御部2０ に入力されるよぅになっている。

００32 また、相関記憶部2０6には、各国、地方、その他の地理的環境の位置情報と、当

該地理的環境において適用される法規・法令等にて遵守すべきとされる (二許容され

る)最大通信範囲の情報との相関が予め格納保持されている。なお、この相関は、図

示しない操作手段を介した適宜の操作者の操作入力により後から追加、修正、上書

き等を可能としてもよい。あるいは適宜のネットワーク通信等を介し手動・自動でそれ

ら追加等を可能としてもよい。全体制御部2０は、GPSから入力制御部2０5を介し

位置情報が入力されると、上記相関制御部2０6にアクセスしてこの位置情報に対応

する上記最大通信範囲情報 (通信範囲の制限値)を取得できるよぅになっている。

００33 図7は、本実施形態の無線通信装置 の制御装置2００に備えられた全体制御部2

０ が実行する制御手順を表すフローチヤートである。図7において、まずステップS 5

で、全にの例では6個の)アンテナ ０よる総指向性が略無指向性となるよぅに初期

設定処理を行ぅ。具体的には、例えばアナログ指向性制御部28０に制御信号を出力

し全にの例では6個の)アンテナ ０それぞれにおける無給電アンテナ素子P ～P

6による指向性をある所定値 (所定方向) に設定する (後述の図8参照) とともに、受信

側デジタル指向性制御部25０への前述の制御係数 ０～mn及び送信側デジタル

指向性制御部22０への前述の制御係数 ～mnを所定の値に設定し、これによ

って、すべてのアンテナ ０による総指向性が略全方向に対して略無指向性となる

よぅに初期設定制御を行ぅ。このとき、隣り合ぅ各アンテナ ０の指向性 (領域) が互い
に重なり合ぅよぅに制御する (後述の図8参照)。なお、これら初期設定値は、操作者

が (又は工場出荷時に)適宜に設定できるよぅにしても良い。

００34 その後、ステップS ０に移り、ステップS 5で設定した初期設定の下、コマンドビ、ソト

列生成部274 、符号ィロ部273 、送信側信号処理部2 ０、周波数変換部3 ０、送信

側デジタル指向性制御部22０をそれぞれ制御してアンテナ ０よりビーコン信号を

送信し、待ち受け状態で待機する。図8は、この初期設定後の待受け待機状態にお

ける電波放射態様を模式的に表す説明図である。前述のよぅに、隣り合ぅ各アンテナ

０の指向性 (領域 が互いに重なり合ぅよぅになっている。

００35 そして、ステップ 2０において、上記ビーコン信号に対応して他の無線通信装置3



０等の通信相手からの応答信号が周波数変換部3００、受信側デジタル指向性制

御部25０、受信側信号処理部26０で受信され、選択回路 27０、復号部27 を介して

返答 列解釈部272 にてエラーなく受信されたかどぅかを判定する。応答信号の受

信が全くなかったか、受信されてもエラーが生じていた場合 (エラー状態監視回路 2０

4からのエラーフラグ等により検知) にはこの判定が満たされず、ステップS ０に戻っ
て引き続き待ち受け状態を継続する。

００36 他の無線通信装置3０等からの応答信号がエラーなく受信された場合、ステ、ソプ

2０の判定が満たされ、ステップS ００に移る。ステップS ００では、上記受信された

応答信号の解釈結果 (受信結果)より、当該他の無線通信装置3０ との通信内容の

確認 (他の無線通信装置3０等のアンテナ素子の個数、要求される伝送レート、受

信強度等の各種情報の確認)及びこれに対応して本無線通信装置 側での通信条

件設定処理が行われる。

００37 図9は、このステップS ００の詳細手順を表すフローチヤートである。まずステップS

０5で、上記応答信号の受信結果に基づき、通信相手である他の無線通信装置3０

等のアンテナ素子数が 個かどぅかが判定される。他の無線通信装置3０が2個以

上でなく 個のアンテナ素子のみを備えていた場合には判定が満たされ、ステップS

０に移る。

００38 ステップ ０では、上記受信結果に基づき、他の無線通信装置3０から要求され

ている伝送レート 送速度) が比較的高いかどぅかを判定する (例えば所定のしきい
値との大小を比較すればよい)。要求伝送レートが比較的低い場合には、判定が満

たされずステップS 5に移る。

００39 ステップS 5では、上記受信結果に基づき、他の無線通信装置3０からの応答

信号受信時の受信信号強度 (ｱ記 回路 26０ により検出) が比較的大きいかど

ぅかを判定する (例えば所定のしきい値との大小を比較すればよい)。受信信号強度

が比較的大きい場合は判定が満たされてステップS 2０に移り、 個にの例では

率が最も低いものでもよい つのアンテナ ０を用い、当該アンテナ ０が備えて

いる指向性 (ステップ 5で所定方向に設定) はそのままで引き続き他の無線通信装



置3０ との通信を行ぅよぅに各部へ制御信号を出カする。またこのとき、設定された通

信範囲の大きさが、上記GPSから入力した位置情報に基づく通信範囲の制限値の

範囲内であるかどぅかの比較判定を 、竹 、必要に応じて適宜補正を行列詳細は後述

)。一方、受信信号強度が比較的小さい場合はステップS 5の判定が満たされずス

テップS 25に移り、 個にの例では 二6)のアンテナ ０のぅち例えば当該受信

信号強度が最大である (あるいはエラー率が最も低いものでもよい) つのアンテナ

０を用い、当該アンテナ ０が備えている指向性 (ステ、ソプS 5で所定方向に設定)

を略全方向に略無指向性として他の無線通信装置3０ との通信を行ぅよぅに送信側

デジタル指向性制御部22０、受信側デジタル指向性制御部25０やアナログ指向性

制御部28０等に制御信号を出カする。このときも上記同様、通信範囲の制限値との

比較及び適宜の補正を行列詳細は後述 )。

００4０ 一方、ステップS ０で、他の無線通信装置3０から要求されている伝送レート

送速度) が比較的高かった場合には、判定が満たされステップS 3０に移る。ステッ
プS 3０では、前述のステップS 5と同様、他の無線通信装置3０からの応答信号

受信時の受信信号強度が比較的大きいかどぅかを判定する。受信信号強度が比較

的大きい場合は判定が満たされてステップS 35に移り、 個にの例では 二6)の

アンテナ ０のぅち例えば所定の (例えば受信信号強度が大きい又はエラー率が低

い) 本 (但し 三 )のアンテナ ０を用いて公知のダイバーシチ制御を行ぅよぅに

各部へ制御信号を出カする。一方、受信信号強度が比較的 、さい場合はステップS

3０の判定が満たされずステップS 4０に移り、 個にの例では 二6)のアンテナ

０のぅち例えば所定の (例えば受信信号強度が大きい又はエラー率が低い) 本 (

三 )のアンテナ ０を用い、公知の適応アレー制御を行ぅよぅに送信側デジタル指

向性制御部22０、受信側デジタル指向性制御部25０やアナログ指向性制御部28０

等に制御信号を出カする。これらステップS 35、ステップS 4０でも上記同様、通信

範囲の制限値との比較及び適宜の補正を行列詳細は後述 )。

００41 また、ステップS ０5において、通信相手である他の無線通信装置3０等のアンテ

ナ素子数が2個以上であった場合には判定が満たされず、ステ、ソプS 45に移る。ス

テップS 45では、上記ステップS ０と同様、上記受信結果に基づき、他の無線通



信装置3０から要求されている伝送レート 送速度) が比較的高いかどぅかを判定

する。要求伝送レートが比較的低い場合には、判定が満たされず前述のステップS

3０に移り、以降前述と同様の手順を行ぅ。要求伝送レートが比較的高い場合には、

ステップS 5０に移り、 個にの例で 二6)のアンテナ ０のぅち例えば所定の (

例えば受信信号強度が大きい又はエラー率が低い) 本 ( 三 )のアンテナ ０を

用い、公知の多人力多出力 ( e e O )方式

の通信を行ぅよぅに送信側デジタル指向性制御部22０、受信側デジタル指向性制御

部25０やアナログ指向性制御部28０等に制御信号を出カする。このときも上記同様

、通信範囲の制限値との比較及び適宜の補正を行列詳細は後述 )。

００42 なお、以上は、アンテナ素子本数の大小、要求伝送レートの高低、受信信号強度

の大小によって通信条件を種々設定する場合を例にとって説明したが、これに限ら

れず、受信信号から取得できるその他の情報、例えば、相手方ュ一ザのアプリケー

ション (通信内容が画像であるか、音声であるか、テキストのみのファイルであるか、メ

ールであるか等)や、どの程度のデータ転送時間・リアルタイム性・電力・ュ一ザ希望

優先順位等を要求しているか等に基づき、上記通信条件を設定してもよい。

００43 図 ０は、上記ステップS 2０、ステップS 25、ステップS 35、ステップS 4０、ステ

、ソプS 5０の詳細手順を表すフローチヤートである。まずステップS 2０5で、上記各ス

テップに対応した各種通信条件 (アンテナ本数、指向性の有無やその変ィヒ、ダイバ

ーシチ制御・適応アレー制御・ O通信の適用有無、送信出力、受信利得等)の

設定を行ぅ。

００44 その後、ステップ 2 ０に移り、上記ステップ 2０5で設定した(少なくとも指向性を

含む)各種条件に基づき、その設定における通信範囲 (例えば水平断面で見た断面

積等)を算出する。

００45 そして、ステップS 2 5において、入力制御部2０5を介し、上記GPSより当該無線

通信装置 の位置情報を取得する。その後、ステップS22 ０に移り、上記ステップS 2

5で取得した位置情報に基づき相関制御部2０6にアクセスし、その位置情報に対応

する前述の最大通信範囲情報 (通信範囲の制限値)を取得し、当該通信範囲制限

値を一且適宜の箇所 (R 等) に記憶設定する。



００46 その後ステップS225 に移り、上記ステップS2 で算出した(現時点での)各種通

信条件設定に基づく通信範囲が、上記ステップS22 で位置情報に対応して設定さ

れた通信範囲制限値以下であるかどぅかを判定する。

００47 算出された通信範囲が制限値より大きければステップ 225の判定が満たされず、

ステップS23０に移る。ステップS23０では、上記算出された通信範囲が上記通信範

囲制限値となるよぅに(又は通信範囲制限値以下となるよぅに)、アナログ指向性制御

部28０、受信側デジタル指向性制御部25０、送信側デジタル指向性制御部22０へ
の制御信号の設定 (前述の制御係数 ０～mnや制御係数 ～mn等)を修正

し、これによって指向性を補正する。

００48 次にステップ 235に移り、上記指向性の補正のみならず、送信出力 (パワー)の補

正の必要があるかどぅかを判定する。具体的には、上記指向性の補正のみでは前述

の通信範囲の制限値以下とならない(あるいは困難である)場合や、指向性の補正と

送信出力の補正とを併せて行ぅほぅが、より容易又は円滑に通信範囲を制限値以下

にできるかどぅかを判定する。送信出力の補正の必要がない場合はステップS235 の

判定が満たされず、このルーチンを終了する。送信出力の補正が必要である場合に

は、判定が満たされてステップ 4０に移り、送信側デジタル指向性制御部22０、あ

るいは 変換器232、若しくは 回路29０等に設けた(又はこれらとは別に制御

装置2００内に設けた)図示しない可変アンプへの制御信号を(例えば減少方向に)

補正し、このルーチンを終了する。

００49 ステップS225 において、ステップS2 ０で算出された通信範囲の大きさが、ステッ
プS22０で設定された通信範囲の制限値以下であればこの判定が満たされ、このル

ーチンを終了する。なお、算出された通信範囲の大きさが、通信範囲の制限値以下

であった場合、通信範囲の大きさが当該制限値近傍の値となるよぅに、アンテナ手段

～の複数のアンテナ素子 O～P6による指向性を制御するよぅにしてもよい。

００5０ 図9に戻り、以上のよぅにしてステップS 2０、ステップS 25、ステップS 35、ステッ
プS 4０、ステップS 5 が終了したら、ステップS 55に移り、 本のアンテナ ０の

ぅち、それらステップS 2０、ステップS 25、ステップS 35、ステップS 4０、ステップ

S 5 で使用するもの以外の残りのアンテナ ０による総指向性が略無指向性となる



よぅに上記ステップS 5と同様の処理を行ぅ。なお、これら残りのアンテナ ０の通信動

作を停止させるよぅにしてもよい。ステップS 55が完了するとこのルーチンを終了す

る。

００5 1 図7に戻り、上記のよぅにしてステップS ００が終了すると、ステップS25 に移り、上

記ステップS ００において前述した通信条件設定の下で、コマンドビ、ソト列生成部27

4、符号化部273 、送信側信号処理部2 ０、周波数変換部3 ０、送信側デジタル指

向性制御部22０をそれぞれ制御してアンテナ ０より信号を送信し、他の無線通信

装置3０ との通信を開始する。

００52 図 、図 2は、このとき実行される他の無線通信装置3０ との通信態様を模式的

に表す説明図である。図 、他の無線通信装置3０のアンテナ素子の数が つで

あって、要求伝送レートが低くかつ受信信号強度が大きく、ステップS 2０において

設定が行われた結果、 つのアンテナ ０で当該アンテナ ０が備えている指向性 (

ステップS 5で所定方向に設定) はそのままで引き続き他の無線通信装置3０ との通

信が行われている状態の一例を表している。

００53 一方、図 2は、他の無線通信装置3０のアンテナ素子の数が つであって、要求

伝送レートが高くかつ受信信号強度が小さく、ステップ 4０において設定が行われ

た結果、 本にの例では 二2)のアンテナ ０ ０ で適応アレー制御により当

該他の無線通信装置3０に対し(送信又は受f )感度が最大となるよぅに制御されつ

つ通信が行われている状態の一例を表している。

００54 また、他の無線通信装置3０のアンテナ素子の数が2つ以上であって、要求伝送

レートが高い場合はステップS 5 において 本のアンテナ ０を用いて O通

信が行われるが、図 3は、この O通信の挙動を概念的に表す概念的説明図で

ある。なお、この図では、図示を明確ィビするために、本実施形態の無線通信装置 に

おけるアンテナ ０の数を3つとし、またその通信相手である他の無線通信装置3０

も、本実施形態の無線通信装置 と同様の構成を備えているものとして図示している

。図示のよぅに無線通信装置 の3個の送信アンテナ ０ と他の無線通信装置3０

の3個の受信アンテナ ０ とで通信を〒ぅ場合、送受信間のチヤネル応答は3 X 3の

行列で表される。この場合、マルチパス環境下にある O通信においては図示の



よぅに3 X 3二9本の伝送路 (チヤネル)を、固有値変換により仮想的に3本の独立な

チヤネルとすることができるので、空間の利用性を高めることができる。

００55 図7に戻り、以上のよぅにしてステップS25 が終了すると、ステップS 3 に移り、操作

者から通信終了指示があったかどぅかを判定する。無線通信装置 に備えられた図

示しない操作手段を介し、操作者等による無線通信停止指示がなされた場合にはこ

の判定が満たされ、フローを終了する。停止指示があるまではこの判定が満たされず

、ステップS35 に移る。

００56 ステップS35 では、上記ステップ ０と同様、ビーコン信号を送信し待受け状態と

する。この際、ステップS 2 、ステップS 25、ステップS 35、ステップ 4 、ステッ
プS 5 で設定した ～本のアンテナはすでに他の無線通信装置3０ との通信に

おいて使用しているので、例えばそれ以外の残りのアンテナ ０のみを用いて上記

ビーコン信号を送信すればよい。

００57 その後、ステップS4０に移り、前述のステップ ０と同様、上記ビーコン信号に対応

してさらに他の無線通信装置3０2等の通信相手が出現し、それからの応答信号が周

波数変換部3００、受信側デジタル指向性制御部25０、受信側信号処理部26０で受

信され、選択回路 27０、復号部27 を介して返答 列解釈部272 にてエラーなく受

信されたかどぅかを判定する。応答信号の受信が全くなかったか、受信されてもエラ

ーが生じていた場合にはこの判定が満たされず、ステップS25 に戻って同様の手順

を繰り返す。

００58 さらに他の無線通信装置3０2等からの応答信号がエラーなく受信された場合、ステ

、ソプS4０の判定が満たされ、ステップ ００に移る。ステップS では、上記ステッ

プS と同等の処理が行われ、上記受信された応答信号の解釈結果 (受信結果)

より、当該さらに他の無線通信装置3０2との通信内容の確認 (アンテナ素子の個数、

要求される伝送レート、受信強度等の各種情報の確認)及びこれに対応して本無線

通信装置 側での通信条件設定処理が行われる。その詳細は、例えばステップS

と同様、図皿に示したもので足りるので説明を省略する。

００59 上記ステップ 2００が終了すると、ステップ 45に移り、前述のステップ 25と同様、

上記ステップS 2００において前述した通信条件設定の下で、コマンドビ、ソト列生成部



274 、符号ィロ部273 、送信側信号処理部2 ０、周波数変換部3 ０、送信側デジタル

指向性制御部22０をそれぞれ制御してアンテナ ０より信号を送信し、上記さらに他

の無線通信装置3０2との通信を開始する。

００6０ 図 4は、このとき実行されるさらに他の無線通信装置3０2との通信態様を模式的

に表す説明図である。図 4は、既にアンテナ ０ ０ によって つのアンテナ

素子を備えた他の無線通信装置3０ との通信を適応アレー方式で行っているときに

、さらに他の無線通信装置3０2が出現し、その他の無線通信装置3０2のアンテナ素

子の数が2つであって要求伝送レートが高く、図皿のステップS 5０において設定が

行われた結果、(例えば通信に供されていないアンテナ ０ C ０

のぅち受信電力の一番大きいもの及びそれに次ぐものとして選択された)アンテナ

Cを用いて当該さらに他の無線通信装置3０2との間に 方式による

通信が開始された状態の例を表している。

００6 1 図7に戻り、以上のよぅにしてステップ 45が終了すると、ステップ 4０に戻り、同様

の手順を繰り返す。

００62 図 5は、以上のよぅな構成の本実施形態の無線通信装置 の実際の適用例を表し

た図である。図 5において、この例では、自動車 の室内前方にあるインナーパ

ネル Pのハンドル Wと反対側 (助手席側) に無線通信装置 が設けられ、また室内

後方 (後部座席側) には図示しないアンテナを備えたテレビC (前述の他の無線通

信装置3０等に相当) が設けられている。そして、無線通信装置 の複数のアンテナ

０ とテレビC との間で通信が行われるとともに、他の複数のアンテナ ０ と地上側

の基地局 P (前述の他の無線通信装置3０等に相当。あるいは人工衛星等でもよ

い) との間で通信が行われている。このとき無線通信装置 は無線送信装置又は無

線受信装置として機能しており、これら無線通信装置 ，3０ 3０で無線通信シス

テムSが構成されている。

００63 図 6は、本実施形態の無線通信装置 の別の適用例を表した図である。図 6に

おいて、この例では、2台の自動車 それぞれに、上記図 5と同様、インナ

ーパネル Pに無線通信装置 が設けられている。そして、それら2つの無線通信装置

㍉ どぅしの間で例えば複数のアンテナ ０を用いて通f (いわゆる車々間通f ) が



行われている。この場合、一方の無線通信装置 に着 目すれば、他方の無線通信装

置 は前述した他の無線通信装置3０に相当し、これら無線通信装置 ，3０で無

線通信システムSが構成されている。また無線通信装置 は無線送信装置又は無線

受信装置として機能している。

００64 以上において、無線通信装置 に備えられた複数のアンテナ ０ (ｱ記の例では

０ ～)の全体が、各請求項記載の、複数のアンテナ素子を備えたアンテナ手段

を構成する。また、制御装置2００に備えられた、受信側デジタル指向性制御部25０

送信側デジタル指向性制御部22０、アナログ指向性制御部28０が、アンテナ手段の

複数のアンテナ素子による指向性を制御する指向性制御手段を構成する。

００65 また、全体制御部2０ が実行する図 ０に示したフローのステップS 2 ０が、指向性

制御手段で指向性が制御された前記アンテナ手段による通信範囲(水平断面面積)

の大きさを算出する範囲算出手段に相当し、ステップS22 ０が、位置情報に基づき、

対応する通信範囲の制限値を設定する制限設定手段に相当し、ステップS225 が、

算出された通信範囲の大きさと、設定された通信範囲の制限値とを比較する比較手

段に相当する。また、ステップ 4０が、比較手段による比較結果に応じ、指向性制

御手段と連携してアンテナ手段からの電波到達範囲を制御するための電波出力制

御手段を構成する。

００66 以上説明したよぅに、本実施形態における無線通信装置 は、複数のアンテナ素子

O～P6を備えたアンテナ手段にの例ではアンテナ ０ ～ と、このアンテナ手

段 ～の複数のアンテナ素 O～P6による指向性を制御する指向性制御手段

にの例では受信側デジタル指向性制御部25０、送信側デジタル指向性制御部22０

、アナログ指向性制御部28０) とを有する無線通信装置 であって、指向性制御手段

22０ 25０ 28０で指向性が制御されたアンテナ手段 ～による通信範囲の大

きさを算出する範囲算出手段にの例では全体制御部2０が実行するステップS 2 ０

と、位置情報に基づき、対応する通信範囲の制限値を設定する制限設定手段にの

例では全体制御部2０が実行するステップS22 ０) と、算出された通信範囲の大きさ

と、設定された通信範囲の制限値とを比較する比較手段にの例では全体制御部2０

が実行するステップ 225)とを有することを特徴とする。



００67 本実施形態の無線通信装置 においては、指向性制御手段22０ 25０ 28０でア

ンテナ手段 ０ ～の複数のアンテナ素子 O～P6による指向性を制御するとき、

範囲算出手段S2 ０でそのアンテナ手段 ０ ～の通信範囲の大きさを算出する

とともに、制限設定手段S22０で位置情報に基づき通信範囲制限値を設定する。そ

して、比較手段S225で、上記範囲算出手段S2 ０で算出された通信範囲と制限設

定手段S22０で設定された通信範囲制限値とを比較する。これにより、例えば範囲算

出手段S2 ０で算出された通信範囲のほぅが制限設定手段S22０で設定された通信

範囲制限値より大きい場合には、通信範囲の大きさが当該制限値以下となるよぅに指

向性制御手段22０ 25０ 28０で制御することが可能となる。これにより、国、地方、

その他地理的環境において適用される法規等にて遵守するべき通信範囲の制限は

遵守しつつ、その遵守できる範囲で最大の通信範囲を実現し、効率的な通信を行ぅ

ことができる。

００68 上記実施形態における無線通信装置 においては、指向性制御手段22０ 25０

28０は、比較手段S225 こよる比較結果に応じ、算出された通信範囲の大きさが設

定された通信範囲の制限値を超える場合には、通信範囲の大きさが制限値以下とな

るよぅに、アンテナ手段 ０ ～の複数のアンテナ素子 O～P6による指向性を制

御することを特徴とする。

００69 通信範囲の大きさが制限値以下となるよぅに指向性制御手段22０ 25０ 28０で制

御することにより、国、地方、その他地理的環境において適用される法規等にて遵守

するべき通信範囲の制限を遵守するよぅに制御することができる。

００7０ 上記実施形態における無線通信装置 においては、指向性制御手段22０ 25０

28０が、比較手段S225 こよる比較結果に応じ、算出された通信範囲の大きさが設

定された通信範囲の制限値以下であった場合、通信範囲の大きさが当該制限値近

傍の値となるよぅに、アンテナ手段 ～の複数のアンテナ素子 O～P6による

指向性を制御することを特徴とする。

００71 範囲算出手段S2 ０で算出された通信範囲のほぅが制限設定手段S2 ０で設定さ

れた通信範囲制限値よりり心い場合には、通信範囲の大きさが当該制限値又は少な

くともその近傍の値となるよぅに指向性制御手段22０ 25０ 28０で制御することがで



き、制限内において最大の通信範囲をさらに確実に実現し、効率的な通信を行ぅこと

ができる。

００72 上記実施形態における無線通信装置 においては、比較手段 225による比較結

果に応じ、指向性制御手段22０ 25０ 28０と連携してアンテナ手段 ０ ～から

の電波到達範囲を制御するための電波出力制御手段にの例では全体制御部2０

が実行する 4０)を有することを特徴とする。

００73 指向性制御と併せて出力制御を行ぅことにより、法規等に基づく通信範囲の制限遵

守範囲内での最大通信範囲をさらに確実に実現し、効率的な通信を行ぅことができる

００74 図 7は、この効果を得られる上記無線通信装置 の実際の例を表した図である。

図 7において、この例では、家屋 Sの第 の部屋 内に配置された デ、ソキ

に無線通信装置 が設けられる一方、この第 の部屋 と比較的厚い壁面W を

介し仕切られた第2の部屋 2内に、図示しないアンテナを備えたテレビP (前述の

他の無線通信装置3０等に相当) が設けられている。そして、無線通信装置 の複

数のアンテナ ０ とテレビP との間で通信が行われるとともに、他の複数のアンテナ

０ と基地局 P (前述の他の無線通信装置3０等に相当。あるいは人工衛星等で

もよい) との間で通信が行われている。このとき無線通信装置 は無線送信装置又は

無線受信装置として機能しており、これら無線通信装置 ，3０で無線通信システム

Sが構成されている。

００75 この場合、第 の部屋 と第2の部屋 2とが厚い壁面W で仕切られていることか

ら(いわゆる壁越し通信となる) 、 デ、ソキ の無線通信装置 と、テレビP (他

の無線通信装置3０等に相当) との間は電波の減衰が大きく、通信が困難となる可

能性がある。上記のよぅに指向性制御と併せて出力制御を 、竹 、法規等に基づく通

信範囲の制限遵守範囲内で出力を増大させて最大通信範囲を伸ばすことで、上記

壁面W を超えての確実かつ効率的な通信を実現することができる。

００76 また、上記をさらに拡張すれば、指向性制御と併せて出力制御を行ぅことにより、法

規等に基づく通信範囲の制限遵守範囲内で最大通信範囲を実現することで、実質

的に通信距離を伸ばすことも可能となる。図 8はこのよぅな効果の一例を具体的に



説明するための説明図である。

００77 図 8は、本実施形態の無線通信システムSを、小電カデータ通信システム (無線

)の空中線利得条件の緩和に活用した場合を表している。現行の日本国の電波

法の規制によれば、現在無線 で使用可能な空中線利得は (原則として)最大2

4d である。このため、送信する無線通信装置 側からの指向性を略無指向性又

は比較的広い指向性で通信しよぅとする場合には、その通信範囲(面積) が上記制限

値に制限される結果、比較的通信距離が短くなり、遠距離にある通信相手まで電波

を届かせることができない(図 8 (a) 参照)。

００78 ここで、送信する無線通信装置 側において前述のよぅにして指向性を比較的狭く

絞るよぅにすれば相対的に通信範囲(面積) が狭くなるので、その分送信出力を増大

させて通信距離を伸ばすことができる。この結果、図 8 (b) に示すよぅに、例えば最

大3倍程度通信距離を伸ばすことができ、上記通信相手に対しても電波を届かせる

ことができる。

００79 上記実施形態における無線通信装置 においては、位置情報とこれに対応する通

信範囲の制限値との相関を格納保持する記憶手段にの例では相関記憶部2０6)を

有し、制限設定手段 22０は、記憶手段2０6に保持された相関に基づき、通信範囲

の制限値を設定することを特徴とする。

００8０ これにより、位置情報に基づき記録手段2０6の相関情報を参照して当該位置情報

に対応する通信範囲の制限値を取得することで、制限設定手段S22 ０が、位置情報

に対応した通信範囲制限値を容易に設定することができる。

００8 1 上記実施形態における無線通信装置 においては、制限設定手段 22０は、全地

球測位システム (GPS) からの位置情報に基づき、通信範囲の制限値を設定すること

を特徴とする。

００82 これにより、地球上のどの位置に無線通信装置 が設けられても、当該位置の位置

情報を全地球測位システム (GPS) から確実に取得し、対応する通信範囲制限値を

設定することができる。

００83 上記実施形態における無線通信装置 においては、アンテナ手段 ０は、複数の

アンテナ素子 O～P6をそれぞれ有する複数のアンテナ ０ ～からなり、多人カ



多出力方式の無線通信システムS に使用可能に構成されていることを特徴とする。

００84 これにより、多重伝送路による大容量伝送又は単一伝送路による高能率伝送を実

行することができる。

００85 上記実施形態における無線通信装置 においては、アンテナ手段 ０の複数のア

ンテナ素子 O～P6は、信号が給電される給電素子 と、この給電素子 から所定

間隔離れて設けられ、信号が給電されない少なくとも つの無給電素子P ～P6とを

含み、誘電体 2０に封入又は装荷され、互いに所定の間隔に配置されていることを

特徴とする。

００86 給電素子 と無給電素子P ～P6を備え無給電素子P ～P6へのリアクタンス制

御で指向性を制御可能なエスパアンテナを用い、さらにそれら複数の素子 O～P6

を誘電体に封入 (又は装荷)することにより、広帯域・高利得特性を得られるとともにア

ンテナ ０を小型ィビすることができる。

００87 上記実施形態における無線通信装置 においては、指向性制御手段22０ 25０

28０は、給電素子 の指向性を制御する給電側制御手段22０ 25０と、無給電素

子P ～P6の指向性を制御する無給電側制御手段28０とを有することを特徴とする。

００88 デジタル制御系となる各アンテナ ０の給電素子 側だけで 個のアンテナ ０

全体の指向性制御を行おぅとすると、アンテナ及び 回路系の数及びそれらに対応

したデジタル処理が大がかりなものとなる。一方、アナログ制御系となる各アンテナ

０の無給電素子側P ～P6だけで適応動作等の指向性制御を行おぅとする場合も、

上記同様にデジタル処理が大がかりなものとなる。

００89 本実施形態の無線通信装置 においては、図 9にその指向性特性のイメージを概

念的に表すよぅに、まず指向性のおおざっぱな設定を無給電側制御手段28０で行っ
ておき(領域G 参照) 、更に細かな指向性制御を給電側制御手段22０ 25０で行い
(領域G2参照) 、これらを併せて用いることで、より指向性を鋭くすることができる (領

域G参照)。また、指向性制御システムとしての柔軟性を向上させることもできる。

００9０ なお、本実施形態は、上記に限られず、種々の変形が可能である。すなわち例え

ば、上記実施形態においては、図 に示すフローにおいてステ、ソプS 5 で

通信を行ぅよぅに制御するとき、特にその詳細については説明しなかったが、この



O通信制御においては公知の時空間符号ィロ方式 (S C)又は空間分割多重方式

(S )の手法とすればよい。また、公知の直交周波数分割多重方式 (O )の

手法を適宜組み合わせるよぅにしてもよい。

００9 1 すなわちこの場合、無線通信装置 においては、通信方式制御手段S ００は、通

信方式を、時空間符号ィロ方式又は空間分割多重方式、及び直交周波数分割多重

方式のぅち、少なくともいずれか一方をさらに組み合わせた通信方式に制御する。

００92 これにより、送信したい時系列データに対して時間領域と空間領域で信号を組み

替えて伝送する制御 (二時空間符号ィロ方式 S C)や、送信のアンテナ素子ごとに

等電力で別々の情報を乗せて伝送する制御 (二空間分割多重方式 S )や、広

周波数帯域情報を狭周波数帯域の多数のサブチヤネルに展開するマルチキヤリア

伝送制御 (二直交周波数分割多重方式 )等を実現し、通信相手と効率のよ

い通信を確実に行ぅことができる。

００93 また、以上は複数のアンテナ素子 ～P6をそれぞれ備えた複数のアンテナ ０

～ を用いた場合を例にとって説明したが、これに限られず、 つのアンテナ素

子を備えた複数のアンテナ全体として備えれる複数のアンテナ素子に対して同様の

制御を行ってもよいし、 つのアンテナのみに備えられる複数のアンテナ素子に対し

て同様の制御を行ってもよい。いずれの場合も同様の効果を得る。

００94 また、以上は位置情報をGPSより取得したが、これに限られない。すなわち、図示し

ない操作手段により操作者が無線通信装置 の存在位置を入カするよぅにしたり、あ

るいはGPS 以外のヵ一ナビゲーションシステム、ヵメラや画像処理装置を備えたモニ

ター・監視システムその他の各種システムより位置情報を取り込むよぅにしてもよい。

ヵ一ナビゲーションシステムを用いた場合には、自動車で走行中に国家や地域 (例

えば国立公園の天文台付近やその他の電波規制領域など)の境界で法令の規制内

容 (最大通信範囲の大きざが変わる場合に、容易に連動させることができる。モニタ

ー・監視システムを用いた場合には、電波環境が変ィビするよぅな機械的・構造的な作

動が生じた場合 (ドアの開閉、空間の密閉性の変動、電波障害物の変動等) ときに、

これを認識することで容易に連動させることが可能となる。

００95 上記実施形態における無線通信装置 は、7個のアンテナ素子 O～P6を備えた6



個のアンテナ ０ ～と、これらアンテナ ～のアンテナ素子 O～P6による

指向性を制御する受信側デジタル指向性制御部25０、送信側デジタル指向性制御

部22０、及びアナログ指向性制御部28０とを有する無線通信装置 であって、受信

側デジタル指向性制御部25０、送信側デジタル指向性制御部22０、及びアナログ指

向性制御部28０で指向性が制御されたアンテナ ０ ～による通信範囲の大きさ

を算出するステップS2 ０の手順と、位置情報に基づき、対応する通信範囲の制限

値を設定するステップS22０の手順と、算出された通信範囲の大きさと、設定された

通信範囲の制限値とを比較するステップS225の手順とを有する。

００96 無線通信装置 の受信側デジタル指向性制御部25０、送信側デジタル指向性制

御部22０、及びアナログ指向性制御部28０でアンテナ ～のアンテナ素子

～P6による指向性を制御するとき、ステップS2 ０でそのアンテナ ０ ～の通信

範囲の大きさを算出するとともに、ステップS22０で位置情報に基づき通信範囲制限

値を設定する。そして、ステップS225で、ステップS2 ０で算出された通信範囲とス

テップS22０で設定された通信範囲制限値とを比較する。これにより、例えばステップ

S2 ０で算出された通信範囲のほぅがステップS22０で設定された通信範囲制限値よ

り大きい場合には、通信範囲の大きさが当該制限値以下となるよぅに受信側デジタル

指向性制御部25０、送信側デジタル指向性制御部22０、及びアナログ指向性制御

部28０で制御することが可能となり、ステップS2 ０で算出された通信範囲のほぅがス

テップS22０で設定された通信範囲制限値より刀心い場合には、通信範囲の大きさが

当該制限値又は少なくともその近傍の値となるよぅに受信側デジタル指向性制御部2

5０、送信側デジタル指向性制御部22０、及びアナログ指向性制御部28０で制御す

ることが可能となる。これにより、国、地方、その他地理的環境において適用される法

規等にて遵守するべき通信範囲の制限は遵守しつつ、その遵守できる範囲で最大

の通信範囲を実現し、効率的な通信を行ぅことができる。

００97 上記実施形態における無線通信システム は、無線送信装置 及び他の無線通信

装置3０を備え、多人力多出カ方式の通信が可能な無線通信システムSであって、

無線送信装置 及び他の無線受信装置3０が、7個のアンテナ素子 O～P6を備え

た6個のアンテナ ０ ～と、これらアンテナ ０ ～のアンテナ素子 O～P6に



よる指向性を制御する受信側デジタル指向性制御部25０、送信側デジタル指向性

制御部22０、及びアナログ指向性制御部28０と、受信側デジタル指向性制御部25０

、送信側デジタル指向性制御部22０、及びアナログ指向性制御部28０で指向性が

制御されたアンテナ ０ ～による通信範囲の大きさを算出するステップS2 ０の

手順と、位置情報に基づき、対応する通信範囲の制限値を設定するステップS22０

の手順と、算出された通信範囲の大きさと、設定された通信範囲の制限値とを比較

するステップS225の手順とを有する。

００98 無線通信システム の無線通信装置 又は無線通信装置3０ において、受信側デ

ジタル指向性制御部25０、送信側デジタル指向性制御部22０、及びアナログ指向性

制御部28０でアンテナ ０ ～のアンテナ素子 O～P6による指向性を制御すると

き、ステップS2 ０でそのアンテナ ０ ～の通信範囲の大きさを算出するとともに

、ステップS22０で位置情報に基づき通信範囲制限値を設定する。そして、ステップS

225で、ステップS2 ０で算出された通信範囲とステップS22０で設定された通信範

囲制限値とを比較する。これにより、例えばステップS2 ０で算出された通信範囲の

ほぅがステップS22０で設定された通信範囲制限値より大きい場合には、通信範囲の

大きさが当該制限値以下となるよぅに受信側デジタル指向性制御部25０、送信側デ

ジタル指向性制御部22０、及びアナログ指向性制御部28０で制御することが可能と

なり、ステップS2 ０で算出された通信範囲のほぅがステップS22０で設定された通信

範囲制限値より刀心い場合には、通信範囲の大きさが当該制限値又は少なくともそ

の近傍の値となるよぅに受信側デジタル指向性制御部25０、送信側デジタル指向性

制御部22０、及びアナログ指向性制御部28０で制御することが可能となる。これによ

り、国、地方、その他地理的環境において適用される法規等にて遵守するべき通信

範囲の制限は遵守しつつ、その遵守できる範囲で最大の通信範囲を実現し、効率的

な通信を行ぅことができる。

００99 図 本発明の一実施形態の無線通信装置を備えた無線通信システムの全体概略

を表すシステム構成図である。

図2 図 に示したアンテナの詳細構造を表す斜視図である。



図3 図 及び図2に示したアンテナの制御系を説明するための説明図である。

図4 図 に示した制御装置の詳細構成を表す機能ブロック図である。

図5 図4に示した構成のぅち送信側に係る機能の詳細構成を表す機能ブロック図で

ある。

図6 図4に示した構成のぅち受信側に係る機能の詳細構成を表す機能ブロック図で

ある。

図7 図 に示した制御装置の全体制御部が実行する制御手順を表すフローチヤート

である。

図8 初期設定後の待受け待機状態における電波放射態様を模式的に表す説明図

である。

図9 ステップs ００の詳細手順を表すフローチヤートである。

図1０ステップs 2０、ステップs 25、ステップs 35、ステップ 4 、ステップs 5

の詳細手順を表すフローチヤートである。

図11 他の無線通信装置との通信態様を模式的に表す説明図である。

図12 他の無線通信装置との通信態様を模式的に表す説明図である。

図13 o通信の挙動を概念的に表す概念的説明図である。

図14恰らに他の無線通信装置との通信態様を模式的に表す説明図である。

図15 無線通信装置の実際の適用例を表した図である。

図16 無線通信装置の別の適用例を表した図である。

図 7 向性制御と併せて出力制御を行ぅ無線通信装置の実際の適用例を表した

図である。

図18 最大通信範囲を実現することで通信距離を伸ばす効果の一例を説明する説

明図である。

図19 無給電側制御手段と給電側制御手段とによる指向性制御特性のイメージを概

念的に表す図である。

符号の説明

無線通信装置 (無線送信装置 無線受信装置)

０ ～ アンテナ (アンテナ手段 )



2０ 誘電体

2００ 制御装置

2０ 全体制御部

2０6 相関記憶部 (記憶手段 )

22０ 送信側デジタル指向性制御部 (給電側制御手段、指向性制

御手段 )

25０ 受信側ヂジタル指向性制御部 (給電側制御手段、指向性制

御手段 )

28０ アナログ指向性制御部 (無給電側制御手段、指向性制御手

段 )

3００ 周波数変換部

3 ０ 周波数変換部

3０ 無線通信装置

3０2 無線通信装置

P０ 給電アンテナ素子 (給電素子、アンテナ素子)

P ～6 無給電アンテナ素子 (無給電素子、アンテナ素子)

S 無線通信システム



請求の範囲

複数のアンテナ素子を備えたアンテナ手段と、このアンテナ手段の前記複数のアン

テナ素子による指向性を制御する指向性制御手段とを有する無線通信装置であっ
て、

前記指向性制御手段で指向性が制御された前記アンテナ手段による通信範囲の

大きさを算出する範囲算出手段と、

位置情報に基づき、対応する通信範囲の制限値を設定する制限設定手段と、

前記算出された通信範囲の大きさと、前記設定された通信範囲の制限値とを比較

する比較手段と

を有することを特徴とする無線通信装置。

2 請求項 記載の無線通信装置において、

前記指向性制御手段は、

前記比較手段による比較結果に応じ、前記算出された通信範囲の大きさが前記設

定された前記通信範囲の制限値を超える場合には、通信範囲の大きさが当該制限

値以下となるよぅに、前記アンテナ手段の前記複数のアンテナ素子による指向性を制

御することを特徴とする無線通信装置。

3 請求項 記載の無線通信装置において、

前記指向性制御手段は、

前記比較手段による比較結果に応じ、前記算出された通信範囲の大きさが前記設

定された前記通信範囲の制限値以下であった場合には、通信範囲の大きさが当該

制限値近傍の値となるよぅに、前記アンテナ手段の前記複数のアンテナ素子による

指向性を制御することを特徴とする無線通信装置。

4 請求項2記載の無線通信装置において、

前記比較手段による比較結果に応じ、前記指向性制御手段と連携して前記アンテ

ナ手段からの電波到達範囲を制御するための電波出力制御手段を有することを特

徴とする無線通信装置。

5 請求項 記載の無線通信装置において、

前記位置情報とこれに対応する前記通信範囲の制限値との相関を格納保持する



記憶手段を有し、

前記制限設定手段は、

前記記憶手段に保持された前記相関に基づき、前記通信範囲の制限値を設定す

ことを特徴とする無線通信装置。

6 請求項 記載の無線通信装置において、

前記制限設定手段は、全地球測位システムからの前記位置情報に基づき、前記通

信範囲の制限値を設定することを特徴とする無線通信装置。

7 請求項 記載の無線通信装置において、

前記アンテナ手段は、

前記複数のアンテナ素子をそれぞれ有する複数のアンテナからなり、多人力多出

カ方式の無線通信システムに使用可能に構成されていることを特徴とする無線通信

8 請求項 記載の無線通信装置において、

前記アンテナ手段の前記複数のアンテナ素子は、

信号が給電される給電素子と、

この給電素子から所定間隔離れて設けられ、信号が給電されない少なくとも つの

無給電素子とを含み、

誘電体に封入又は装荷され互いに所定の間隔に配置されていることを特徴とする

無線通信装置。

9 請求項8記載の無線通信装置において、

前記指向性制御手段は、

前記給電素子の指向性を制御する給電側制御手段と、

前記無給電素子の指向性を制御する無給電側制御手段と

を有することを特徴とする無線通信装置。

０ 無線送信装置及び無線受信装置を備え、多人力多出カ方式の通信が可能な無線

通信システムであって、

前記無線送信装置及び前記無線受信装置の少なくとも一方が、



複数のアンテナ素子を備えたアンテナ手段と、

このアンテナ手段の前記複数のアンテナ素子による指向性を制御する指向性制御

手段と、

この指向性制御手段で指向性が制御された前記アンテナ手段による通信範囲の

大きさを算出する範囲算出手段と、

位置情報に基づき、対応する通信範囲の制限値を設定する制限設定手段と、

前記算出された通信範囲の大きさと、前記設定された通信範囲の制限値とを比較

する比較手段と

を有することを特徴とする無線通信システム。
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