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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１及び第２の通信機を備える無線通信システムの制御方法であって、
　前記第２の通信機は、アンテナアレイと、前記アンテナアレイを構成する複数のアンテ
ナ素子から送信される信号または前記アンテナ素子で受信される信号の振幅および位相の
少なくとも一方を変化させるアレイ重みベクトル（以下、ＡＷＶ）制御回路とを備え、
　前記方法は、
　前記アンテナアレイをなす複数のアンテナ素子のうち少なくとも２つ以上のアンテナ素
子のＡＷＶを独立に制御するに際して、
（ａ）：前記第２の通信機が有する前記アンテナアレイのＡＷＶを変化させることにより
ビーム方向を走査しながら、前記第１の通信機から固定ビームパターンを用いて送信され
るトレーニング信号を前記第２の通信機において受信し、
（ｂ）：前記トレーニング信号の受信信号特性に基づいて、前記第２の通信機における複
数または単数の信号の到来方向を決定し、
（ｃ）：前記複数または単数の信号の到来方向に順次ヌル方向もしくはそれに準ずる方向
が向くように前記第２の通信機が有する前記アンテナアレイのＡＷＶを変化させながら、
前記第１の通信機が送信するトレーニング信号を前記第２の通信機において受信し、（ｄ
）：前記複数または単数の信号の到来方向の各々に関して、前記工程（ａ）で取得した受
信信号特性と前記工程（ｃ）で取得した受信信号特性を比較し、それらの比もしくは差が
予め設定した閾値よりも小さい到来方向を特定し、
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（ｅ）：工程（ｂ）で決定した前記第２の通信機における複数または単数の信号の到来方
向から工程（ｄ）で特定した到来方向を除外したものに関し、主ビームまたはそれに準ず
るビーム方向を有するＡＷＶをそれぞれの信号に対して求め、
（ｆ）：前記工程（ｅ）で求めたＡＷＶを前記第１及び第２の通信機の間の通信に利用す
る、無線通信システムの制御方法。
【請求項２】
　前記第１の通信機は、前記第２の通信機と同様に、アンテナアレイと、前記アンテナア
レイを構成する複数のアンテナ素子から送信される信号または前記アンテナ素子で受信さ
れる信号の振幅および位相の少なくとも一方を変化させるアレイ重みベクトル（ＡＷＶ）
制御回路とを備え、
　前記方法は、前記第１及び第２の通信機による前記トレーニング信号の送信動作と受信
動作を入れ替えて前記工程（ａ）乃至（ｅ）を実行することにより、前記第１の通信機に
おける複数又は単数の信号到来方向に主ビームまたはそれに準ずるビーム方向を有するＡ
ＷＶを求める工程（ｇ）をさらに備え、
　前記工程（ｆ）では、前記工程（ｅ）で求めたＡＷＶと、前記工程（ｇ）で求めたＡＷ
Ｖの組み合わせを前記第１及び第２の通信機の間の通信に利用する、
請求項１に記載の無線通信システムの制御方法。
【請求項３】
　前記工程（ｂ）は、
　前記トレーニング信号の受信結果に基づいて、前記第２の通信機における信号の到来方
向と受信信号特性の関係を表すデータ列を取得すること；および
　前記データ列を用いて前記第２の通信機における複数または単数の信号の到来方向を決
定すること、
を含む請求項１または２に記載の無線通信システムの制御方法。
【請求項４】
　前記アンテナアレイのＡＷＶを変化させることによりビーム方向を走査し、受信動作さ
せた前記第２の通信機における信号の到来方向と受信信号特性の関係を表すデータ列を取
得する前記工程（ａ）及び（ｂ）における処理が、到来方向推定アルゴリズムを用いて行
われる、請求項３に記載の無線通信システムの制御方法。
【請求項５】
　前記固定ビームパターンがオムニ（無指向性）パターンもしくは擬似オムニ（擬似無指
向性）パターンである、請求項１乃至４のいずれか１項に記載の無線通信システムの制御
方法。
【請求項６】
　第１及び第２の通信機を備える無線通信システムの制御方法であって、
　前記第２の通信機は、アンテナアレイと、前記アンテナアレイを構成する複数のアンテ
ナ素子から送信される信号または前記アンテナ素子で受信される信号の振幅および位相の
少なくとも一方を変化させるアレイ重みベクトル（ＡＷＶ）制御回路とを備え、
　前記方法は、
　前記アンテナアレイをなす複数のアンテナ素子のうち少なくとも２つ以上のアンテナ素
子のＡＷＶを独立に制御するに際して、
（ａ）：前記第１の通信機が固定ビームパターンを用いて受信動作をしている状態で、前
記第２の通信機が前記アンテナアレイのＡＷＶを変化させることによりビーム方向を走査
しながらトレーニング信号を放射し、
（ｂ）：前記第１の通信機における前記トレーニング信号の受信信号特性に基づいて、前
記第２の通信機における複数または単数の信号の放射方向を決定し、
（ｃ）：前記第１の通信機が固定ビームパターンを用いて受信動作をしている状態で、前
記複数または単数の信号の放射方向に順次ヌル方向もしくはそれに準ずる方向が向くよう
に前記アンテナアレイのＡＷＶを変化させながら前記第２の通信機からトレーニング信号
を放射し、
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（ｄ）：前記複数または単数の信号の放射方向の各々に関して、工程（ａ）で得られる前
記第１の通信機の受信信号特性と工程（ｃ）で得られる前記第１の通信機の受信信号特性
を比較し、それらの比もしくは差が予め設定した閾値よりも小さい放射方向を特定し、（
ｅ）：前記工程（ｂ）で決定した前記第２の通信機における複数または単数の信号の放射
方向から前記工程（ｄ）で特定した放射方向を除外したものに関し、主ビームまたはそれ
に準ずるビーム方向を有するＡＷＶをそれぞれの信号に対して求め、
（ｆ）：前記工程（ｅ）で求めたＡＷＶを前記第１及び第２の通信機の間の通信に利用す
る、無線通信システムの制御方法。
【請求項７】
　前記第１の通信機は、前記第２の通信機と同様に、アンテナアレイと、前記アンテナア
レイを構成する複数のアンテナ素子から送信される信号または前記アンテナ素子で受信さ
れる信号の振幅および位相の少なくとも一方を変化させるアレイ重みベクトル（ＡＷＶ）
制御回路とを備え、
　前記方法は、前記第１及び第２の通信機による前記トレーニング信号の送信動作と受信
動作を入れ替えて前記（ａ）乃至（ｅ）を実行することにより、前記第１の通信機におけ
る複数または単数の信号の放射方向に主ビームまたはそれに準ずるビーム方向を有するＡ
ＷＶをそれぞれの信号に対して求める工程（ｇ）をさらに備え、
　前記工程（ｆ）では、前記工程（ｅ）で求めたＡＷＶと、前記工程（ｇ）で求めたＡＷ
Ｖの組み合わせを前記第１及び第２の通信機の間の通信に利用する、
請求項６に記載の無線通信システムの制御方法。
【請求項８】
　前記工程（ｂ）は、
　前記第１の通信機において測定された前記トレーニング信号の受信結果を示す受信信号
データを前記第２の通信機へフィードバックすること；
　前記受信信号データに基づいて、前記第２の通信機における信号の放射方向と前記第１
の通信機における受信信号特性の関係を表すデータ列を取得すること；および
　前記データ列を用いて前記第２の通信機における複数または単数の信号の放射方向を決
定すること、
を含む請求項６または７に記載の無線通信システムの制御方法。
【請求項９】
　前記固定ビームパターンがオムニ（無指向性）パターンもしくは擬似オムニ（擬似無指
向性）パターンである、請求項６乃至８のいずれか１項に記載の無線通信システムの制御
方法。
【請求項１０】
　前記工程（ｅ）で得られる複数のＡＷＶに対して受信信号特性の良好なものから順に優
先順位を付与し、この優先順位に従って順次選択したＡＷＶを用いて無線通信を行うこと
を特徴とする請求項１乃至９の何れか１項に記載の無線通信システムの制御方法。
【請求項１１】
　前記第１及び第２の通信機間のＡＷＶの組合せは、各々の通信機のＡＷＶをトレーニン
グ時の受信信号特性順に並べたとき同順序となるＡＷＶどうしを組合わせることにより決
定される、請求項２又は７に記載の無線通信システムの制御方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載した手順により得られる複数のＡＷＶ組合せに対して受信信号特性の
良好なものから順に優先順位を付与し、この優先順位に従って順次選択したＡＷＶ組合せ
を用いて無線通信を行う、請求項１０に記載の無線通信システムの制御方法。
【請求項１３】
　請求項２又は７に記載した手順により得られる複数のＡＷＶ組合せのうち少なくとも一
部について通信品質を測定し、測定された通信品質に基づいて通信に使用するＡＷＶ組合
せを選択する、請求項２又は７に記載の無線通信システムの制御方法。
【請求項１４】
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　請求項１３に記載した手順により得られる複数のＡＷＶ組合せに対して通信品質の優れ
たものから順に優先順位を付与し、前記第１及び第２の通信機間の無線通信に使用するＡ
ＷＶ組み合わせを前記優先順位に従って決定する、請求項１２記載の無線通信システムの
制御方法。
【請求項１５】
　通信中に通信品質を観測し、前記通信品質の悪化に応じて、前記優先順位に従って次順
位のＡＷＶ又はＡＷＶ組合せを選択し、選択したＡＷＶ又はＡＷＶ組合せを適用して無線
通信を行う、請求項１０、１２又は１４に記載の無線通信システムの制御方法。
【請求項１６】
　前記受信信号特性が、受信電力、信号電力対雑音電力比（ＳＮＲ）、ビット誤り率（Ｂ
ＥＲ）、パケット誤り率（ＰＥＲ）、フレーム誤り率（ＦＥＲ）のうちの少なくとも１つ
を含む、請求項１乃至１５の何れか１項に記載の無線通信システムの制御方法。
【請求項１７】
　主としてデータ通信に用いる信号を含む電波と、これに比してデータ伝送速度が低い又
は伝送周波数帯域が小さい電波を用い、前記データ伝送速度が低い又は伝送周波数帯域が
小さい電波を用いてトレーニングを行うことを特徴とする請求項１乃至１６の何れか１項
に記載の無線通信システムの制御方法。
【請求項１８】
　前記到来方向推定アルゴリズムが、ビームフォーマー法であることを特徴とする請求項
４に記載の無線通信システムの制御方法。
【請求項１９】
　少なくとも固定ビームパターンによって信号放射可能に構成された第１の通信機と、
　アンテナアレイ、並びに前記アンテナアレイを構成する複数のアンテナ素子から送信さ
れる信号または前記アンテナ素子で受信される信号の振幅および位相の少なくとも一方を
変化させるアレイ重みベクトル（以下、ＡＷＶ）制御回路を有する第２の通信機とを備え
、
　前記第１及び第２の通信機は、ＡＷＶ決定処理を行うよう構成され、
　前記ＡＷＶ決定処理は、
（ａ）：前記第２の通信機が有する前記アンテナアレイのＡＷＶを変化させることにより
ビーム方向を走査しながら、前記第１の通信機から固定ビームパターンを用いて送信され
るトレーニング信号を前記第２の通信機において受信すること；
（ｂ）：前記トレーニング信号の受信信号特性に基づいて、前記第２の通信機における複
数または単数の信号の到来方向を決定すること；
（ｃ）：前記複数または単数の信号の到来方向に順次ヌル方向もしくはそれに準ずる方向
が向くように前記第２の通信機が有する前記アンテナアレイのＡＷＶを変化させながら、
前記第１の通信機が送信するトレーニング信号を前記第２の通信機において受信すること
；
（ｄ）：前記複数または単数の信号の到来方向の各々に関して、前記工程（ａ）で取得し
た受信信号特性と前記工程（ｃ）で取得した受信信号特性を比較し、それらの比もしくは
差が予め設定した閾値よりも小さい到来方向を特定すること；
（ｅ）：前記工程（ｂ）で決定した前記第２の通信機における複数または単数の信号の到
来方向から前記工程（ｄ）で特定した到来方向を除外したものに関し、主ビームまたはそ
れに準ずるビーム方向を有するＡＷＶをそれぞれの信号に対して求めること；及び（ｆ）
：前記工程（ｅ）で求めたＡＷＶを前記第１及び第２の通信機の間の通信に利用すること
、を含む無線通信システム。
【請求項２０】
　少なくとも固定ビームパターンによって信号受信可能に構成された第１の通信機と、
　アンテナアレイ、並びに前記アンテナアレイを構成する複数のアンテナ素子から送信さ
れる信号または前記アンテナ素子で受信される信号の振幅および位相の少なくとも一方を
変化させるアレイ重みベクトル（以下、ＡＷＶ）制御回路を有する第２の通信機とを備え
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、
　前記第１及び第２の通信機は、ＡＷＶ決定処理を行うよう構成され、
　前記ＡＷＶ決定処理は、
（ａ）：前記第１の通信機が固定ビームパターンを用いて受信動作をしている状態で、前
記第２の通信機が前記アンテナアレイのＡＷＶを変化させることによりビーム方向を走査
しながらトレーニング信号を放射すること、
（ｂ）：前記第１の通信機における前記トレーニング信号の受信信号特性に基づいて、前
記第２の通信機における複数または単数の信号の放射方向を決定すること、
（ｃ）：前記第１の通信機が固定ビームパターンを用いて受信動作をしている状態で、前
記複数または単数の信号の放射方向に順次ヌル方向もしくはそれに準ずる方向が向くよう
に前記アンテナアレイのＡＷＶを変化させながら前記第２の通信機からトレーニング信号
を放射すること、
（ｄ）：前記複数または単数の信号の放射方向の各々に関して、工程（ａ）で得られる前
記第１の通信機の受信信号特性と前記工程（ｃ）で得られる前記第１の通信機の受信信号
特性を比較し、それらの比もしくは差が予め設定した閾値よりも小さい放射方向を特定す
ること、
（ｅ）：前記工程（ｂ）で決定した前記第２の通信機における複数または単数の信号の放
射方向から前記工程（ｄ）で特定した放射方向を除外したものに関し、主ビームまたはそ
れに準ずるビーム方向を有するＡＷＶをそれぞれの信号に対して求めること、
（ｆ）：前記工程（ｅ）で求めたＡＷＶを前記第１及び第２の通信機の間の通信に利用す
ること、
を含む無線通信システム。
【請求項２１】
　アンテナアレイと、
　前記アンテナアレイを構成する複数のアンテナ素子によって受信される信号の振幅およ
び位相を変化させるアレイ重みベクトル（ＡＷＶ）制御部と、
　前記アンテナアレイによって受信される信号に対する処理を行う受信部と、
　相手装置との無線通信に利用するＡＷＶを決定して前記制御部に供給する処理部とを備
え、
　前記処理部は、
（ａ）：前記アンテナアレイのＡＷＶを変化させることによりビーム方向を走査しながら
、前記相手装置から送信されるトレーニング信号を前記受信部が受信することにより得ら
れる受信信号特性に基づいて、複数または単数の信号の到来方向を決定し、
（ｂ）：前記複数または単数の信号の到来方向に順次ヌル方向もしくはそれに準ずる方向
が向くように前記アンテナアレイのＡＷＶを変化させながら前記トレーニング信号を前記
受信部が受信することにより得られる受信信号特性と、前記工程（ａ）で得られる前記受
信信号特性とを比較し、それらの比もしくは差が予め設定した閾値よりも小さい到来方向
を特定し、
（ｃ）：前記工程（ａ）で決定した前記複数または単数の信号の到来方向から工程（ｂ）
で特定した到来方向を除外したものに関し、主ビームまたはそれに準ずるビーム方向を有
するＡＷＶをそれぞれの信号に対して求める、
無線通信装置。
【請求項２２】
　アンテナアレイと、
　前記アンテナアレイを構成する複数のアンテナ素子によって送信される信号の振幅およ
び位相を変化させるアレイ重みベクトル（ＡＷＶ）制御部と、
　相手装置との無線通信に利用するＡＷＶを決定して前記制御部に供給する処理部とを備
え、
　前記処理部は、
（ａ）：前記アンテナアレイのＡＷＶを変化させることによりビーム方向を走査しながら
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トレーニング信号を放射した場合における相手装置での前記トレーニング信号の受信信号
特性に基づいて、複数または単数の信号の放射方向を決定し、
（ｂ）前記複数または単数の信号の放射方向に順次ヌル方向もしくはそれに準ずる方向が
向くように前記アンテナアレイのＡＷＶを変化させながらトレーニング信号を放射するこ
と得られる前記相手装置における前記トレーニング信号の受信信号特性と、前記工程（ａ
）で得られる前記受信信号特性を比較し、それらの比もしくは差が予め設定した閾値より
も小さい放射方向を特定し、
（ｃ）：前記工程（ａ）で決定した前記複数または単数の信号の放射方向から前記工程（
ｂ）で特定した放射方向を除外したものに関し、主ビームまたはそれに準ずるビーム方向
を有するＡＷＶをそれぞれの信号に対して求める、
無線通信装置。
【請求項２３】
　アンテナアレイと、前記アンテナアレイを構成する複数のアンテナ素子によって受信さ
れる信号の振幅および位相を変化させるアレイ重みベクトル（以下、ＡＷＶ）制御回路と
を備える無線通信装置のＡＷＶ調整方法であって、
（ａ）：前記アンテナアレイのＡＷＶを変化させることによりビーム方向を走査しながら
、相手装置から送信されるトレーニング信号を受信し、
（ｂ）：前記トレーニング信号の受信信号特性に基づいて、複数または単数の信号の到来
方向を決定し、
（ｃ）：前記複数または単数の信号の到来方向に順次ヌル方向もしくはそれに準ずる方向
が向くように前記アンテナアレイのＡＷＶを変化させながら前記トレーニング信号を受信
することにより得られる受信信号特性と、前記工程（ａ）で得られる前記受信信号特性と
を比較し、それらの比もしくは差が予め設定した閾値よりも小さい到来方向を特定し、（
ｄ）：前記工程（ｂ）で決定した前記複数または単数の信号の到来方向から工程（ｃ）で
特定した到来方向を除外したものに関し、主ビームまたはそれに準ずるビーム方向を有す
るＡＷＶをそれぞれの信号に対して求め、
（ｅ）：前記工程（ｄ）で求めたＡＷＶを前記相手装置との間の無線通信に利用する、
ＡＷＶ調整方法。
【請求項２４】
　アンテナアレイと、前記アンテナアレイを構成する複数のアンテナ素子によって送信さ
れる信号の振幅および位相を変化させるアレイ重みベクトル（以下、ＡＷＶ）制御回路と
を備える無線通信装置のＡＷＶ調整方法であって、
（ａ）：前記アンテナアレイのＡＷＶを変化させることによりビーム方向を走査しながら
トレーニング信号を放射し、
（ｂ）：相手装置での前記トレーニング信号の受信信号特性に基づいて、複数または単数
の信号の放射方向を決定し、
（ｃ）前記複数または単数の信号の放射方向に順次ヌル方向もしくはそれに準ずる方向が
向くように前記アンテナアレイのＡＷＶを変化させながらトレーニング信号を放射するこ
と得られる前記相手装置における前記トレーニング信号の受信信号特性と、前記工程（ａ
）で得られる前記受信信号特性を比較し、それらの比もしくは差が予め設定した閾値より
も小さい放射方向を特定し、
（ｄ）：前記工程（ｂ）で決定した前記複数または単数の信号の放射方向から前記工程（
ｃ）で特定した放射方向を除外したものに関し、主ビームまたはそれに準ずるビーム方向
を有するＡＷＶをそれぞれの信号に対して求め
（ｅ）：前記工程（ｄ）で求めたＡＷＶを前記相手装置との間の無線通信に利用する、
ＡＷＶ調整方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線ビームを適応制御して無線通信を行うシステム及びその制御方法に関す
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る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、広帯域なミリ波（３０ＧＨｚ～３００ＧＨｚ）を用いた無線装置の利用が広がり
つつある。ミリ波無線技術は、特に、高精細画像の無線伝送やギガビット級の高速データ
無線通信への応用が期待されている（例えば、非特許文献１、２、３参照）。
【０００３】
　しかしながら、周波数が高いミリ波には直進性が強い性質があり、室内での無線伝送を
想定した場合には課題がある。直進性が強い上に、人体等により信号減衰が顕著なため、
室内などで送信機と受信機の間に人が介在した場合、見通し外となって伝送が困難になっ
てしまう（シャドウイングの問題）。この問題は、周波数が高くなって電波の直進性が強
くなるのに応じて伝搬環境が変わってきた結果によるもので、ミリ波帯（３０ＧＨｚ以上
）に限らない。電波の伝搬環境が変化する変り目の周波数を明示することはできないが、
およそ１０ＧＨｚ前後といわれている。なお国際電気通信連合の勧告（"Propagation dat
a and prediction methods for the planning of indoor radio communication systems 
and radio local area networks in the frequency range 900 MHz to 100 GHz," ITU-R,
 P.1238-3, 2003年4月）によれば、伝搬時の距離に対する電波の減衰量を表す電力損失係
数（power loss coefficients）は、オフィス内では０．９～５．２ＧＨｚにおいて２８
～３２であるのに対し、６０ＧＨｚにおいては２２となっている。自由空間損失の場合は
２０であるから、６０ＧＨｚというような高い周波数では散乱や回折などの影響が少ない
ものと考えられる。
【０００４】
　上述したような課題を解決するために、例えば、受信装置に複数の受信部を設置するこ
とにより複数の伝送路を設け、送信装置と受信部との間の伝送路うち一方の伝送路が遮蔽
された場合に、もう一方の伝送路で伝送を継続するシステムが特許文献２に記載されてい
る。
【０００５】
　また、別の解決方法として、反射体を壁や天井に設置し、いくつかの伝送路を確保する
ことも考案され、特許文献３に記載されている。
【０００６】
　特許文献２に記載された方法は、送信装置の近傍が遮蔽された場合や、複数設置された
受信部を全て遮蔽された場合には、対応できない。また、特許文献３に記載された方法で
は、送信機と受信機の配置を考えて反射体を設置する必要があるなど、ユーザーに対して
格別の配慮を要請しなければならなかった。
【０００７】
　ところが、最近になって、ミリ波の伝搬特性が調べられ、意図的に反射体を設置しなく
ても反射波を利用できる可能性が見出された。図２１は、広角アンテナを用いたシステム
の構成を示す図であり、図２２は、図２１に示したような広角アンテナを用いたシステム
の室内における遅延プロファイルの例を示す図である。図２１に示したような広角アンテ
ナを用いたシステムにおいては、図２２に示すように、最初に到来する主波の受信電力が
１番大きい。その後、第２波、第３波等の遅延波が到来するが、受信電力としては小さい
。これら第２波や第３波は、天井や壁からの反射波である。この状況は、例えば無線ＬＡ
Ｎ（Local Area Network）で使用される２．４ＧＨｚ帯のような直進性が弱い電波の伝搬
環境とは著しく異なる。２．４ＧＨｚ帯では回折の効果と多重反射によって、電波の到来
方向を明確に分離することが困難である。一方、直進性が強いミリ波では、電波の到来方
向が比較的明確であるが、遅延波の数は限られ、その受信レベルは小さい。
【０００８】
　したがって、直接波が遮蔽された場合に、反射波を利用して伝送を継続させるためには
、図２０Ａ及びＢに示すように、指向性利得が高い狭ビームを反射する方向へ向け、受信
レベルを確保しなければならない。ただし、遮蔽の有無や、送信機と受信機の相対位置な
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どについて、ユーザーの格別な配慮を不要とするためには、狭いビームを動的に制御する
ビームフォーミングの技術が必須となる。
【０００９】
　ビームフォーミングにおいては、アンテナアレイを構成する必要がある。波長が短いミ
リ波では（例えば、周波数６０ＧＨｚでは５ｍｍ）、アンテナアレイを小エリアで実現で
き、これに供する移相器アレイや発振器アレイが開発されている（例えば、非特許文献３
，４参照）。
【００１０】
　また、アンテナアレイを用いたビームフォーミングとは別の目的の技術として到来方向
推定技術が知られている。到来方向推定技術は、レーダーやソナー、伝搬環境測定、等で
用いられる技術であり、アンテナアレイで受信する電波の到来方向と電力を高精度に推定
するためのものである。そこで用いられるアルゴリズムとして、例えばビームフォーマー
法が知られている。
【００１１】
　この到来方向推定技術が、電波源を設置した上での伝搬環境測定に用いられる場合、そ
の電波源にはしばしばオムニ（無指向性）アンテナが使用される。例えば非特許文献６に
そのような例が示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】国際公開第２００８／０９０８３６号パンフレット
【特許文献２】特開２００６－２４５９８６号公報
【特許文献３】特開２０００－１６５９５９号公報
【特許文献４】米国特許出願公開第２００７／０２０５９４３号明細書
【特許文献５】特開２０００－１７４５３６号公報
【特許文献６】特開２００８－１６０５３２号公報
【特許文献７】特開２００８－２２８０１３号公報
【非特許文献】
【００１３】
【非特許文献１】K. Maruhashi他 、「60-GHz-band LTCC Module Technology for Wirele
ss Gigabit Transceiver Applications」、IEEE International Workshop on Radio-Freq
uency Integration Technology, Digest, pp.131-134, Dec, 2005.
【非特許文献２】K. Ohata他、「1.25Gbps Wireless Gigabit Ethernet Link at 60 GHz-
Band」、IEEE MTT-S International Microwave Symposium, Digest, pp. 373-376, June 
2003.
【非特許文献３】J. F. Buckwalter他、「An Injected Subharmonic Coupled-Oscillator
 Scheme for a 60- GHz Phased-Array Transmitter」、IEEE Transactions on Microwave
 Theory and Techniques, Vol.12, pp.4271-4280, Dec. 2006.
【非特許文献４】S. Alausi他、「A 60 GHz Phased Array in CMOS」、IEEE 2006 Custom
 Integrated Circuits Conference, Digest, pp.393-396, San Jose, Sept. 2006.
【非特許文献５】I. Lakkis他、「IEEE P802.15 Working Group for Wireless Personal 
Area Networks (WPANS): TG3c Call for Proposals」、15-08-0355-00-003c、May, 2008.
【非特許文献６】K. Sato他、「Channel model for millimeter-wave WPAN」、The 18th 
Annual IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio communi
cations (PIMRC'07)、2007.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　室内でのミリ波システムにおいて、直接波が遮蔽された場合に反射波で無線伝送を継続
する場合には、以下の問題が生じる。
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【００１５】
　使用する波（直接波、反射波）を切り替える際、伝送断の時間を短くすることが望まし
く、例えば、リアルタイム性が要求される非圧縮画像伝送では、特に強い要求となる。一
方、反射波を利用する場合には、受信強度を高めるためにアンテナビーム幅を狭くしてア
ンテナの指向性利得を高くする必要がある。
【００１６】
　ところが、ビーム幅が狭ければ狭いほど探索する方向（ステップ）が増える。このため
、ビーム方向を探索し、最適なビーム方向を設定するための時間がかかるので、伝送断の
時間が長くなってしまう。そこで、このような場合にも伝送断の時間を短くできるビーム
方向の設定方法が強く望まれている。なお、データをバッファリングできる装置であって
も、伝送断の時間が長くなると、非常に大きなメモリが必要となり実用的ではない。
【００１７】
　図４に、ビームフォーミングで用いる送受信機の構成の一例を示す（動作の説明に不要
な回路を除く）。送信アンテナはＭ個、受信アンテナはＮ個である。送信機４０１には、
送信回路４０３があり、外部からデータが入力される。送信回路４０３の出力はＭ分岐さ
れ、それぞれＡＷＶ（アレイ重みベクトル）制御回路４０４－１～Ｍに入力される。ここ
で各々の信号は、その振幅および位相もしくは何れか一方が変えられ、最終的には各アン
テナ素子４０５－１～Ｍからなる送信アンテナアレイを通して出力される。ＡＷＶ制御回
路４０４－１～Ｍは、例えばアナログ移相器と可変利得増幅器の直列接続により実現でき
、この場合には信号の振幅及び位相の双方が連続的に制御される。またＡＷＶ制御回路４
０４－１～Ｍをデジタル移相器で実現した場合には、信号の位相のみが離散的に制御され
ることになる。ＡＷＶ制御回路４０４－１～Ｍにより制御されるＡＷＶは一般的には、以
下の式（１）のように表記できる。
【数１】

　ここで、ｗ１、ｗ２、・・・ｗＭは複素数であり、添え字Ｔは転置を表す。また信号の
位相のみを制御する場合には、式（１）は、以下の式（２）のように表記することができ
る。
【数２】

　ここで、θ１、θ２、・・・、θＭは位相制御量である。
【００１８】
　また処理・演算回路４０６は、制御回路４０７を通して、ＡＷＶ制御回路４０４－１～
ＭのＡＷＶ設定を指示する。各信号に与えられる振幅および位相もしくは何れか一方の変
化によって、送信機から発射されるビームの方向、幅などを制御することが可能となる。
【００１９】
　一方受信機４０２では送信機４０１と逆の構成がとられている。アンテナ素子４１１－
１～Ｎからなる受信アンテナアレイによって受信された信号は、ＡＷＶ制御回路４１０－
１～Ｎで振幅および位相もしくは何れか一方が調整されてから合成され、受信回路４０９
を経て、外部にデータが出力される。送信機４０１と同様に、処理・演算回路４０６によ
って、ＡＷＶ制御回路４１０－１～Ｎの振幅および位相もしくは何れか一方が制御される
。
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【００２０】
　図５は、図４に示した構成の送受信機２つ（４００及び５００）で構成された無線通信
システムの概念図である。送受信機５００の送信アンテナはＫ個、受信アンテナはＬ個と
してある。
【００２１】
　通信機と通信機の間の伝搬路の特性は、チャネル応答行列で表現される。このチャネル
応答行列が求まれば、特異値分解（SVD: Singular-Value Decomposition）を用いて、最
もよい送受信機のアンテナアレイの位相組合せが求まることが知られている。しかし一方
でSVDは複雑で処理時間が長いため、例えば、高速性が要求される非圧縮画像伝送装置に
実装することは困難である。
【００２２】
　このため、例えば特許文献４には、ユニタリ行列（例えばアダマール行列）をアンテナ
アレイの位相として加え、送信機のアンテナアレイのトレーニングと、受信機のアンテナ
アレイのトレーニングを繰り返し、最も信号強度が強くなる最適ＡＷＶを求める方法が開
示されている。この方法では、SVDに比べ時間が短縮できるものの、送受信の切り替えを
繰り返し行うために、最適なＡＷＶ組合せを求めるまでに所定の時間がかかっていた。
【００２３】
　また非特許文献５には、ビーム解像度を徐々に上げながら送受のビーム方向を最適化す
る技術が開示されている。しかしこのような技術においても、送受信の切り替えを繰り返
し行いながら多数の送受のビーム方向の組合せについて通信品質の測定を行う必要があり
、最適なビーム組合せを求めるのに多大な時間が必要であった。
【００２４】
　また同文献において、最も低い解像度のビームとして、擬似オムニ（擬似無指向性）パ
ターンという概念が呈示されている。この擬似オムニパターンとは、完全なオムニ(無指
向性)ではないものの、送受信機周辺の空間のうち非常に広い方向にわたりほぼ一定のア
ンテナ利得を有するパターンを指す。ミリ波アンテナアレイにおいては完全なオムニパタ
ーンを得ることが困難な場合が多いため、この擬似オムニパターンで代用される場合が多
い。
【００２５】
　一般的に、初期にリンクを確立する際には、最適なＡＷＶ組合せを求める時間が長くて
も許容される。しかし、既にリンクが確立された後に伝送断が発生した際に必要となる再
リンク確立には、素早い別の最適ＡＷＶの組合せ探索が必要である。またマルチポイント
通信の場合、複数のリンクの再確立が必要となり、より早い最適ＡＷＶの組合せ探索が必
要である。
【００２６】
　上述したような従来の技術が有する問題点に鑑みて本願の発明者等は、ビーム方向の探
索や設定にかかる時間を短縮し、伝送断が生じる時間を短くすることができる無線制御方
法を過去の出願にて提案している（日本特願2008-240156号：2008年9月19日出願）。さら
に、本願の発明者等は、トレーニング信号の送受信結果に基づいて通信機間の通信に使用
するＡＷＶを決定するに際して、伝搬環境やアンテナアレイの特性によっては、アンテナ
アレイのサイドローブの存在が障害となるおそれがあることを見出し、この問題の解決手
段を具備した無線制御方法についても過去の出願にて提案している（日本特願2008-28269
7号：2008年11月4日出願）。この方法はサイドローブにより誘起される可能性のある２つ
の問題（角度プロファイルの鈍り、サイドローブ起因ピークの出現）に対し有効であるが
、状況によっては後者のみが問題となる場合がある。そのような場合には、後者の問題に
のみ有効な、より簡易な方法を採ることが効率的となる。
【００２７】
　本発明は、上述した問題点に鑑みてなされたものであって、ビームフォーミングを行っ
て無線通信を行う通信機において、トレーニング信号の送受信結果に基づいて通信に使用
するＡＷＶを決定するに際して、アンテナアレイのサイドローブの悪影響の一つ（サイド
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ローブ起因ピーク出現）を簡易な方法で回避することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２８】
　本発明の第１の態様は、第１及び第２の通信機を備える無線通信システムの制御方法で
ある。前記第２の通信機は、前記第２の通信機は、アンテナアレイと、前記アンテナアレ
イを構成する複数のアンテナ素子から送信される信号または前記アンテナ素子で受信され
る信号の振幅および位相の少なくとも一方を変化させるアレイ重みベクトル（以下、ＡＷ
Ｖ）制御回路とを有する。本態様にかかる制御方法は、前記アンテナアレイをなす複数の
アンテナ素子のうち少なくとも２つ以上のアンテナ素子のＡＷＶを独立に制御するに際し
て行われる以下の処理（ａ）～（ｆ）を含む。
（ａ）：前記第２の通信機が有する前記アンテナアレイのＡＷＶを変化させることにより
ビーム方向を走査しながら、前記第１の通信機から固定ビームパターンを用いて送信され
る前記トレーニング信号を前記第２の通信機において受信すること；
（ｂ）：前記トレーニング信号の受信信号特性に基づいて、前記第２の通信機における複
数または単数の信号の到来方向を決定すること；
（ｃ）：前記複数または単数の信号の到来方向に順次ヌル方向もしくはそれに準ずる方向
が向くように前記第２の通信機が有する前記アンテナアレイのＡＷＶを変化させながら、
前記第１の通信機が送信するトレーニング信号を前記第２の通信機において受信すること
；
（ｄ）：前記複数または単数の信号の到来方向の各々に関して、前記工程（ａ）で取得し
た受信信号特性と前記工程（ｃ）で取得した受信信号特性を比較し、それらの比もしくは
差が予め設定した閾値よりも小さい到来方向を特定すること；
（ｅ）：工程（ｂ）で決定した前記第２の通信機における複数または単数の信号の到来方
向から工程（ｄ）で特定した到来方向を除外したものに関し、主ビームまたはそれに準ず
るビーム方向を有するＡＷＶをそれぞれの信号に対して求めること；及び
（ｆ）：前記工程（ｅ）で求めたＡＷＶを前記第１及び第２の通信機の間の通信に利用す
ること。
【００２９】
　本発明の第２の態様もまた、第１及び第２の通信機を備える無線通信システムの制御方
法である。前記第２の通信機は、アンテナアレイと、前記アンテナアレイを構成する複数
のアンテナ素子から送信される信号または前記アンテナ素子で受信される信号の振幅およ
び位相の少なくとも一方を変化させるアレイ重みベクトル（ＡＷＶ）制御回路とを有する
。本態様にかかる制御方法は、前記アンテナアレイをなす複数のアンテナ素子のうち少な
くとも２つ以上のアンテナ素子のＡＷＶを独立に制御するに際して行われる以下の処理（
ａ）～（ｆ）を含む。
（ａ）：前記第１の通信機が固定ビームパターンを用いて受信動作をしている状態で、前
記第２の通信機が前記アンテナアレイのＡＷＶを変化させることによりビーム方向を走査
しながらトレーニング信号を放射すること；
（ｂ）：前記第１の通信機における前記トレーニング信号の受信信号特性に基づいて、前
記第２の通信機における複数または単数の信号の放射方向を決定すること；
（ｃ）：前記第１の通信機が固定ビームパターンを用いて受信動作をしている状態で、前
記複数または単数の信号の放射方向に順次ヌル方向もしくはそれに準ずる方向が向くよう
に前記アンテナアレイのＡＷＶを変化させながら前記第２の通信機からトレーニング信号
を放射すること；
（ｄ）：前記複数または単数の信号の放射方向の各々に関して、工程（ａ）で得られる前
記第１の通信機の受信信号特性と工程（ｃ）で得られる前記第１の通信機の受信信号特性
を比較し、それらの比もしくは差が予め設定した閾値よりも小さい放射方向を特定するこ
と；
（ｅ）：前記工程（ｂ）で決定した前記第２の通信機における複数または単数の信号の放
射方向から前記工程（ｄ）で特定した放射方向を除外したものに関し、主ビームまたはそ
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れに準ずるビーム方向を有するＡＷＶをそれぞれの信号に対して求めること；及び
（ｆ）：前記工程（ｅ）で求めたＡＷＶを前記第１及び第２の通信機の間の通信に利用す
ること。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、ビームフォーミングを行って無線通信を行う通信機において、トレー
ニング信号の送受信結果に基づいて通信に使用するＡＷＶを決定するに際して、アンテナ
アレイのサイドローブの悪影響の一つであるサイドローブ起因ピーク出現の問題を簡易な
方法で抑制することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る無線制御手順における遷移を示す図である。
【図２】本発明の第２の実施の形態に係る無線制御手順における遷移を示す図である。
【図３】本発明の第３の実施の形態に係る無線制御手順における遷移を示す図である。
【図４】本発明を適用可能な、ビームフォーミングで用いる装置構成を例示した図である
。
【図５】２つの送受信機で構成された無線通信システムを説明するための概略図である。
【図６】本発明が適用される伝搬環境の一例を示す平面図である。
【図７】本発明の制御手順の過程において得られる角度プロファイルの一例を示す模式図
である。
【図８】アンテナアレイにおける主ローブとサイドローブを説明するための模式図である
。
【図９】本発明において、サイドローブの影響を説明するための模式図である。
【図１０】サイドローブの効果が角度プロファイルへ与える第１の影響を説明するための
模式図である。
【図１１】サイドローブの効果が角度プロファイルへ与える第２の影響を説明するための
模式図である。
【図１２】トレーニング信号の到来方向にヌル点方向を向ける前後でのトレーニング信号
の受信電力比を示す模式図である。
【図１３】本発明が適用される伝搬環境の一例を示す平面図である。
【図１４】本発明の制御手順の過程において得られる角度プロファイルの一例を示す模式
図である。
【図１５Ａ】本発明の第１の実施の形態に係る無線制御手順において無線通信を行うまで
の送信機と受信機の動作を示したシーケンス図である。
【図１５Ｂ】本発明の第１の実施の形態に係る無線制御手順において無線通信を行うまで
の送信機と受信機の動作を示したシーケンス図である。
【図１６】本発明の第１の実施の形態に係る無線制御手順において、無線通信の遮蔽があ
った場合の送信機と受信機の動作を示したシーケンス図である。
【図１７Ａ】本発明の第５の実施の形態に係る無線制御手順において無線通信を行うまで
の送信機と受信機の動作を示したシーケンス図である。
【図１７Ｂ】本発明の第５の実施の形態に係る無線制御手順において無線通信を行うまで
の送信機と受信機の動作を示したシーケンス図である。
【図１７Ｃ】本発明の第５の実施の形態に係る無線制御手順において無線通信を行うまで
の送信機と受信機の動作を示したシーケンス図である。
【図１８】本発明の第６の実施の形態に係る無線制御手順において無線通信を行うまでの
送信機と受信機の動作を示したシーケンス図である。
【図１９Ａ】本発明の第７の実施の形態に係る無線制御手順において無線通信を行うまで
の送信機と受信機の動作を示したシーケンス図である。
【図１９Ｂ】本発明の第７の実施の形態に係る無線制御手順において無線通信を行うまで
の送信機と受信機の動作を示したシーケンス図である。
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【図２０Ａ】本発明の第１実施の形態に係る無線制御手順において、遮蔽のない場合の無
線信号の局所的な反射に起因して伝搬路ができた場合の電波伝搬の様子を説明する図であ
る。
【図２０Ｂ】本発明の第１実施の形態に係る無線制御手順において、人体による遮蔽がお
きた場合の無線信号の局所的な反射に起因して伝搬路ができた場合の電波伝搬の様子を説
明する図である。
【図２１】広角アンテナを用いたシステムの構成を示す図である。
【図２２】広角アンテナを用いたシステムの室内における遅延プロファイルの例である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下では、本発明を適用した具体的な実施の形態について、図面を参照しながら詳細に
説明する。各図面において、同一要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のた
め、必要に応じて重複説明は省略される。
【００３３】
＜第１の実施の形態＞
　本発明における第１の実施の形態を、図１に示した遷移図を用いて説明する。なお本実
施の形態にかかる無線通信システムの装置構成は、例えば、図５に示した装置構成を採用
することができる。
【００３４】
　図１に示すＳ１２において、送受信機４００及び送受信機５００は、これらに設けられ
たＡＷＶ制御回路４０４－１～Ｍ、４１０－１～Ｎ、５０４－１～Ｋ、５１０－１～Ｌを
最適化するための初期トレーニングを行う。Ｓ１３では、処理・演算回路４０６若しくは
５０６又はこれら２つの回路が協同して、複数のＡＷＶ組合せ候補を計算する。Ｓ１３に
おける複数のＡＷＶ組合せ候補の計算方法については後述する。得られた複数のＡＷＶ組
合せ候補は、記憶回路４０８及び５０８若しくは何れか一方にデータ列として記憶される
。
【００３５】
　Ｓ１４では、Ｓ１３で得られた複数のＡＷＶ組合せ候補の中から１つを選択して通信を
行う。このときのＡＷＶ組合せの選択の仕方についても後述する。通信継続中においては
、送受信機４００及び５００は、通信状態をモニタする。例えば送受信機５００を受信動
作させた場合には、受信回路５０９又は処理・演算回路５０６において通信品質を計測す
ることにより行えばよい。通信品質としては、例えば、受信レベル、信号電力対雑音電力
比（ＳＮＲ：Signal to Noise ratio）、ビット誤り率（ＢＥＲ：Bit Error Rate）、パ
ケット誤り率（ＰＥＲ：Packet Error Rate）、フレーム誤り率（ＦＥＲ：Frame Error R
ate）などを測定すればよい。一方、このとき送信機として動作させた送受信機４００に
おける通信状態のモニタは、送受信機５００からの通信品質劣化警報の受信状況、受信確
認応答（ＡＣＫ）の受信状況を計測することにより行えばよい。なお、通信状態のモニタ
の具体的手法には、公知の一般的な手法を採用すればよいため、本実施形態における詳細
な説明は省略する。
【００３６】
　通信継続中に、通信途絶などの通信品質の劣化が検出された場合、送受信機４００及び
５００は、記憶回路４０８及び５０８若しくは何れか一方に記録されたデータ列の中から
別のＡＷＶ組合せを選択する（Ｓ１５）。
【００３７】
　Ｓ１６では、新たに選択されたＡＷＶ組合せを用いた通信の品質が良好であるか否かを
判定する。通信品質の良否は、例えば送受信機５００を受信動作させた場合には、受信回
路５０９又は処理・演算回路５０６において、受信レベル、ＳＮＲ等を計測することによ
って判定すればよい。Ｓ１６にて通信品質が良好であると判定された場合、送受信機４０
０及び５００は通信状態（Ｓ１４）に復帰する。一方、Ｓ１６にて通信品質が不十分であ
ると判定された場合、送受信機４００及び５００はＳ１５に遷移してＡＷＶ組合せの再選
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択を行う。
【００３８】
　記憶回路４０８及び５０８に記録されたＡＷＶ組合せの中から、通信状態が良好なもの
が見つからない場合には、初期トレーニングに戻ってやり直しを行う。
【００３９】
　続いて以下では、図１のＳ１２における初期トレーニングの手順、及びＳ１３における
複数のＡＷＶ組合せ候補を求める手順について説明する。
【００４０】
　先ず、送受信機４００を送信動作させ、そのＡＷＶをオムニもしくは擬似オムニパター
ンを発生するよう設定する。その状態でトレーニング信号を送信する。前記トレーニング
信号は複数の伝搬路を経て送受信機５００へと到来する。
【００４１】
　このとき送受信機５００を受信動作させ、そのアンテナアレイ５１１－1～Ｌ、受信回
路５０９、制御回路５１３、処理・演算回路５０６を連動させて、そのアンテナアレイの
ＡＷＶを変化させることにより主ビーム方向を走査し、受信動作させた送受信機５００に
おける信号の到来方向と受信電力の関係を記述したデータ列を取得する。以下では、信号
の到来方向と受信電力の関係を記述したデータ列を角度プロファイルと呼ぶ。ＡＷＶの制
御や角度プロファイルの取得は、到来方向推定アルゴリズムを用いて実行すればよい。到
来方向推定アルゴリズムはレーダーやソナー、伝搬環境測定、等で用いられる技術であり
多種のアルゴリズムが存在するが、例えばビームフォーマー法を適用すればよい。また、
上記では到来方向と受信電力の関係を記述した角度プロファイルを取得するとしたが、受
信電力以外の受信信号特性を信号の到来方向と対応付けてもよい。受信電力以外の受信信
号特性とは例えば、信号電力対雑音電力比（ＳＮＲ）などである。
【００４２】
　一例として、図６に示すような伝搬環境を考える。図６の例では、送受信機４００及び
５００は、壁６１に囲まれた室内（２次元）に設置されている。送受信機４００と５００
の間には、通信に使用可能な３つの伝搬路Ｐ１～Ｐ３が存在するものとする。サイドロー
ブレベルの十分小さいアンテナアレイを用いた理想的な状況下では、到来方向推定アルゴ
リズムを実行することにより、図７に例示した模式図のような受信電力と到来方向の関係
を示す角度プロファイルを取得できる。このプロファイルのピーク（この例では３つ）を
検出することにより、信号の到来方向、すなわち通信に使用可能な伝搬路の方向を検出で
きるはずである。このように検出した伝搬路もしくはその方向（実際には対応するＡＷＶ
）に、例えば受信電力順に優先順位を付与し、順次通信に利用することを考える。ここで
順次とは、例えば遮蔽などにより優先順位の高い伝搬路の通信特性が劣化した場合に、次
の優先順位の伝搬路に切換えていくという意味である。このように予め通信に使用可能な
複数のＡＷＶを用意しておき、通信時にそれらを順次使用していくという概念は、例えば
特許文献１、特許文献５等に記載されている。また、受信電力順にＡＷＶに順位付けをす
ることについては、例えば特許文献６に記載されている。
【００４３】
　なおここでは説明の簡単化のため、図６のような平面（２次元）の伝搬環境を考えてお
り、従って図７横軸の到来方向も１次元の量となっている。アンテナアレイの次元も１次
元を想定している。しかし、本発明は３次元の伝搬環境において、２次元のアンテナアレ
イを用いる場合にも適用できる。この場合、図７の横軸は２つの角度から成る２次元配列
となる。
【００４４】
　ここでアンテナアレイのサイドローブが角度プロファイルの計測精度に及ぼす影響につ
いて考える。上記の説明では、送受信機５００を受信操作させて主ビーム方向、つまり主
ローブを走査すると述べたが、現実のアンテナアレイには主ローブの他にサイドローブと
呼ばれる電界放射成分が存在する。その様子を、図８に模式的に示した。
【００４５】
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　主ローブを走査しながらトレーニング信号を受信する際、図９に示すように主ローブ方
向（到来信号の有無にかかわらず到来方向と呼んでいる方向）とは別の方向からの信号を
サイドローブが受信することが起こる。このサイドローブによる受信信号は、主ローブに
よる受信信号と受信回路５０９内で合成され、測定している受信電力（あるいは他の受信
信号特性）に影響を及ぼす。影響の仕方は、主ローブによる受信信号とサイドローブによ
る受信信号の位相差に依存するので、単純な加算とは限らない。以上においては受信の場
合を例に説明したが、送信の場合にも同様の事が起こる。すなわち、送信機のサイドロー
ブが伝搬路方向を向いた場合、サイドローブからの放射が受信機に達し、受信電力（ある
いは他の受信信号特性）に影響を及ぼす。
【００４６】
　このサイドローブの効果は、図７に示した角度プロファイルへ２つの様態で影響を与え
る可能性がある。図１０中の実線は、第１の影響の様態を模式的に示したものである。こ
のように図７のプロファイル（比較のため図１０中に破線で示している）上にサイドロー
ブにより受信された信号の効果が重畳されることにより、角度プロファイルに鈍りが生じ
る可能性がある。その結果、比較的受信電力の小さいピークの検出が困難となる可能性が
ある。
【００４７】
　図１１中の実線は、第２の影響の様態を模式的に示したものである。やはり比較のため
、サイドローブの効果の無い場合のプロファイルを破線で示している。比較的大きな電界
強度を有するサイドローブが電力の大きい信号（通常、前記の優先度の高い伝搬路を伝搬
してきた信号）を受信した場合、この図に示すような主ローブによるものではないピーク
が出現する可能性がある。このピークに対応する到来方向は、サイドローブが大電力信号
を受信しているときに主ローブが向いている方向であり、実際には信号が到来していない
方向である。このときのＡＷＶ設定を使えば、主ローブではなくサイドローブを用いての
通信が可能であるが、実際に使用している伝搬路は大電力信号を伝搬する伝搬路（より優
先度の高い伝搬路）である。従って、より優先度の高い伝搬路の通信品質が遮蔽などによ
り劣化する場合、サイドローブ受信を行うＡＷＶ設定も同時に通信品質が劣化することに
なる。従って、サイドローブ受信を行うＡＷＶ設定は、予備として備蓄しておくＡＷＶ設
定としての価値が非常に低い。
【００４８】
　以上、サイドローブの効果により角度プロファイルへ現出する可能性のある２つの現象
について述べた。これらの現象の現出の程度は、アンテナアレイの特性や、伝搬環境に依
存するものと考えられる。ここでアンテナアレイの特性とは、主ローブとサイドローブの
レベル差などを指す。伝搬環境とは、例えば見通し（ＬＯＳ：Line of Sight）伝搬路成
分が突出して強い（受信電力が大きい）場合に上記の現象が現れ易いことを指す。このと
き、それ以外のＮＬＯＳ（Non Line of Sight）伝搬路成分の検出がプロファイルの鈍り
により困難になったり、サイドローブに起因するピークが現れたりする可能性が高まるこ
とが予想される。
【００４９】
　以下に続く手順は、上述の現象のうちサイドローブ起因ピークの出現が顕著な場合に、
これに対処するためのものである。
【００５０】
　上記のサイドローブ起因ピークの問題を考慮し、角度プロファイルの例として図１１に
実線で示したものを想定する。なお、図１１の破線は、図７に示した理想的な角度プロフ
ァイルである。処理・演算回路５０６は、得られた角度プロファイルのデータ列を用いて
ピーク検出を行い（この例では４つ）、各ピークの到来方向と受信電力を求める。
【００５１】
　再度もしくは引続き、送受信機４００のＡＷＶをオムニもしくは擬似オムニパターンを
発生するよう設定した状態で、トレーニング信号を送信する。このトレーニング信号は複
数の伝搬路を経て送受信機５００へと到来する。
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【００５２】
　このとき再度もしくは引続き、送受信機５００を受信動作させ、そのアンテナアレイ５
１１－１～Ｌ、受信回路５０９、制御回路５１３、処理・演算回路５０６を連動させて、
そのアンテナアレイのＡＷＶを変化させることにより、先程求めた４つの到来方向に順次
ヌル点を向け、受信動作させた送受信機５００における信号の受信電力を測定する。ヌル
点とは、アンテナアレイの指向性特性において電界強度が非常に小さくなる方向を指す。
【００５３】
　続いて処理・演算回路５０６は、４つの到来方向それぞれについて、角度プロファイル
を取得した際の受信電力とヌル点を向けたときの受信電力の比を計算する。この際、各到
来方向のピークが主ビームにより信号を受信したことにより形成されたものである場合に
は、ヌル点で受信することにより受信電力は大きく変化する。一方、ピークが主ビーム方
向（角度プロファイルにおいて到来方向と認識されている方向）とは別方向の強い信号を
サイドローブで受信することにより形成されたものである場合には、もともと信号経路の
存在しない方向に向いていた主ビームがヌル点に変化することになるので、受信電力の変
化は、前述の場合に比較し小さくなる確率が高い。従って、角度プロファイルを取得した
際の受信電力とヌル点を向けたときの受信電力の比に適当な閾値を設定しておき、その閾
値を下回った場合は、そのピークは主ビーム方向とは別方向の信号をサイドローブで受信
することにより形成されたものと判別する。
【００５４】
　上述の説明においては、各到来方向へヌル点を向ける際に、ヌル点以外の方向の放射パ
ターンについては言及しなかった。各到来方向へヌル点を向ける際のＡＷＶ制御において
、該方向へのヌル点形成のみを条件とし、ヌル点以外の方向の放射パターンに特別な制約
を設けない場合、上述の角度プロファイルを取得した際の受信電力とヌル点を向けたとき
の受信電力の比は、例えば図１２に示すような確率事象となる。すなわち、到来方向のピ
ークが主ビームにより信号を受信したことにより形成されたものである場合には、角度プ
ロファイル作成時の主ビーム強度とヌル点を向けた際のヌル深さの比を期待値とした比較
的分散の小さな分布となる。一方、ピークが主ビーム方向とは別方向の強い信号をサイド
ローブで受信することにより形成されたものである場合には、例えば期待値は０ｄＢ付近
、比較的分散の大きな分布となる。このように、各到来方向へヌル点を向ける際のＡＷＶ
制御において、ヌル点以外の方向の放射パターンに特別な制約を設けない場合、受信電力
比は図１２に示すような確率事象となる。しかし、図中の鎖線で示すような値を予め閾値
に定めておけば、高い確率でサイドローブ起因のピークを識別することが可能である。
【００５５】
　なお、各到来方向へヌル点を向ける際に、ヌル点方向周辺以外にはオムニもしくは擬似
オムニパターンとなるようＡＷＶ制御を行えば、図１２に示す確率分布の分散は小さくな
り、より高精度にサイドローブ起因のピークを識別することが可能となる。
【００５６】
　上述の説明においては、閾値は予め定めておくとしていたが、角度プロファイルや受信
電力比の測定を行った後に、これらのデータを考慮した上で決定してもよい。
【００５７】
　続いて処理・演算回路５０６は、最初に求めた到来方向（この例では４つ）から、サイ
ドローブ起因と判別した方向（この例では１つ）を除外する。そして残った到来方向（こ
の例では３つ）に主ビームもしくはそれに準じるビームを向けるためのＡＷＶをそれぞれ
計算し、これらのＡＷＶを角度プロファイル取得時の受信電力順に記憶回路５０８へ格納
する。また、ここでＡＷＶは、受信機５０２のＡＷＶ制御回路５１０－１～Ｌに対するも
のと、送信機５０１のＡＷＶ制御回路５０４－１～Ｋに対するものの双方を計算する。送
受信機５００が受信動作する場合には前者を、送信動作する場合には後者を使用すればよ
い。また、新たにＡＷＶを計算するのではなく、ビーム走査を行った際に使用したＡＷＶ
のうち対応する到来方向に主ビームもしくはそれに準じるビームが向いたものを使用して
もよい。
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【００５８】
　続いて、送受信機４００と５００の役割を交替して同様の処理を実行する。即ち、送受
信機５００を送信動作させ、そのＡＷＶをオムニもしくは擬似オムニパターンを発生する
よう設定する。その状態で送受信機５００がトレーニング信号を送信する。前記トレーニ
ング信号は複数の伝搬路を経て送受信機４００へと到来する。この際、通信に使用可能な
伝搬路としては、図１３に示すように、図６とは方向を逆にした第１～第３伝搬路Ｐ１～
Ｐ３が存在する。
【００５９】
　このとき送受信機４００を受信動作させ、そのアンテナアレイ（アンテナ素子４１１－
１～Ｌ）、受信回路４０９、制御回路４１３、処理・演算回路４０６を連動させて、主ビ
ーム走査を行う。その結果、図１４に実線で示すような角度プロファイルが得られる。な
お、図１４の破線は、サイドローブ受信による影響がない場合の理想的な角度プロファイ
ルである。処理・演算回路４０６は、角度プロファイルを用いてピークサーチを行い、信
号の到来方向を特定する。続いて、特定した到来方向へ順次ヌル点を向け、受信電力の測
定を行う。
【００６０】
　処理・演算回路４０６は、角度プロファイルを取得した際の受信電力とヌル点を向けた
ときの受信電力の比を計算し、予め設定しておいた閾値を下回った場合は、そのピークは
主ビーム方向とは別方向の信号をサイドローブで受信することにより形成されたものと判
別する。続いて処理・演算回路４０６は、最初に求めた到来方向（この例では４つ）から
、サイドローブ起因と判別した方向（この例では１つ）を除外する。そして残った到来方
向（この例では３つ）に主ビームもしくはそれに準じるビームを向けるＡＷＶを計算し、
このＡＷＶを角度プロファイル取得時の受信電力順に記憶回路４０８へ格納する。またこ
こでＡＷＶは、受信機４０２のＡＷＶ制御回路４１０－１～Ｎに対するものと、送信機４
０１のＡＷＶ制御回路４０４－１～Ｍに対するものの双方を計算する。送受信機４００が
受信動作する場合には前者を、送信動作する場合には後者を使用すればよい。また、新た
にＡＷＶを計算するのではなく、ビーム走査を行った際に使用したＡＷＶのうち対応する
到来方向に主ビームもしくはそれに準じるビームが向いたものを使用してもよい。
【００６１】
　ここで一般には、図１１の横軸の到来方向と、図１４の横軸の到来方向の間には明確な
関係は存在しない。しかし、図６に示した３つの信号と図１３に示した３つの信号とは、
それぞれ同じ経路を逆向きに伝搬した信号であるから、それぞれの伝搬損失はほぼ等しく
、従って電力の大きさの関係は多くの場合保持される。ここで、送受信機４００の送信ア
ンテナアレイ（アンテナ素子４０５－１～Ｍ）と受信アンテナアレイ（アンテナ素子４１
１－１～Ｎ）の距離は、伝搬路の距離に比べ十分小さく無視できると仮定している。同様
に、送受信機５００の送信アンテナアレイ（アンテナ素子５０５－１～Ｋ）と受信アンテ
ナアレイ（アンテナ素子５１１－１～Ｌ）の距離は、伝搬路の距離に比べ十分小さく無視
できると仮定している。これらの仮定は通常の伝搬環境において十分に成立するものであ
る。また送受信機でアンテナアレイを共有化した構成の送受信機を用いた場合でも本発明
の適用が可能であるが、この場合には上記の仮定は不要である。
【００６２】
　送受信機４００及び５００は、上述した方法により記憶回路４０８及び５０８に格納さ
れたＡＷＶの中から同じ順位のＡＷＶを選択して通信を開始する（図１のＳ１３及びＳ１
４）。この際、送受信機４００を送信動作させる場合には、送信機４０１のＡＷＶ制御回
路４０４－１～Ｍに、記憶回路４０８に格納されたＡＷＶのうちの所定の順位のＡＷＶを
設定すればよい。送受信機４００を受信動作させる場合には、受信機４０２のＡＷＶ制御
回路４１０－１～Ｎに、記憶回路４０８に格納されたＡＷＶのうちの所定の順位のＡＷＶ
を設定すればよい。送受信機５００についても同様である。ここでは、２つの送受信機間
のＡＷＶの組合せを、トレーニング時の受信電力順位を手掛かりに行っていることになる
。
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【００６３】
　そして、初期に選択したＡＷＶ組合せでの通信が劣化した場合、送受信機４００及び５
００は、記憶回路４０８及び５０８に格納されたＡＷＶの中から同じ順位の別のＡＷＶ組
合せを選択し（図１のＳ１５）、通信品質を確認し（図１のＳ１６）、良好であればその
候補を採用する（Ｓ１３からＳ１４への遷移）。以上の処理においては、ＡＷＶの選択は
、例えばＡＷＶの格納順、すなわち初期トレーニングにおける受信電力の順に行うとよい
。
【００６４】
　なお、主ビーム走査におけるアンテナ利得の主ビーム方向（到来方向）依存性が大きく
無視できない場合には、そのアンテナ利得の方向依存性を用いて上記の角度プロファイル
に補正をかけた上で、以上の処理を実行してもよい。
【００６５】
　上述の説明においては、「データ列」や「角度プロファイル」といった言葉を用いたが
、信号の到来あるいは放射方向と受信信号特性の関係を表すものであれば、その様態は問
わない。
【００６６】
　続いて以下では、図１に示した状態遷移過程において行われる送受信機４００及び５０
０の動作について詳しく説明する。図１５Ａ及びＢは、図１のＳ１１～Ｓ１３までの遷移
過程、つまり初期トレーニングの実行から通信開始までの過程における送受信機４００及
び５００の動作を示すシーケンス図である。送受信機４００が送信動作、５００が受信動
作する場合、送受信機４００は、通常の通信時には外部からの入力データを送受信機５０
０に送信する。一方、トレーニングの際には、処理・演算回路４０６が、トレーニング用
の信号（以下、トレーニング信号と呼ぶ）を送信回路４０３に出力させる。この結果、ト
レーニングの際には、送受信機４００から送受信機５００に対してトレーニング信号が送
信される。逆の場合、すなわち送受信機４００が受信動作、５００が送信動作する場合も
同様である。なお簡単化のため、図１５Ａ及びＢ、図１６～１９では送受信機４００を"
送受信機１"、送受信機５００を"送受信機２"と表記した。
【００６７】
　以下では、図１５Ａ及びＢのシーケンス図の各ステップを順に説明する。先ず送受信機
４００（図１５Ａ及びＢの送受信機１）は、ＡＷＶをトレーニング用の値、すなわちオム
ニもしくは擬似オムニパターン生成用の値に設定し（Ｓ６０２－１）、トレーニング信号
を送出する（Ｓ６０４－１）。送受信機５００（図１５Ａ及びＢの送受信機２）は、ＡＷ
Ｖを変更しながら（Ｓ６０３－２）、予め定められた全てのＡＷＶ設定での信号受信が完
了するまで（Ｓ６０５－２）、トレーニング信号の受信を繰り返す（Ｓ６０４－２）。
【００６８】
　続いて送受信機５００は、受信した信号の計測結果から、信号の受信電力と到来方向の
関係を示すデータ列である角度プロファイルを作成する（Ｓ６０６－２）。次に送受信機
５００は、角度プロファイルのデータ列を用いてピークサーチを行い、信号を識別し、そ
の到来方向の検出を行う（Ｓ６０７－２）。
【００６９】
　引続き、もしくは改めて送受信機４００（図１５Ａ及びＢの送受信機１）は、トレーニ
ング信号を送出する（Ｓ６０９－１）。送受信機５００（図１５Ａ及びＢの送受信機２）
は、ＡＷＶを変更しながら（Ｓ６０８－２）、Ｓ６０７－２で検出した到来方向へ順次ヌ
ル点を向け、全ての到来方向が終了するまで（Ｓ６１０－２）、トレーニング信号の受信
を繰り返す（Ｓ６０９－２）。
【００７０】
　続いて送受信機５００は、各々の到来方向に関し、Ｓ６０４－２における受信特性とＳ
６０９－２における受信特性の比（もしくは他の変化を表す量）を計算する（Ｓ６１１－
２）。次に、計算した比と予め設定しておいた閾値を比較することにより、サイドローブ
に起因したピークを判別する（Ｓ６１２－２）。続いて、送受信機５００は、サイドロー
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ブに起因したピークと判別されたものを除く到来方向へ主ビームもしくはそれに準じるビ
ームを向けるＡＷＶを計算し、このＡＷＶを受信電力順に記憶する（Ｓ６１３－２）。
【００７１】
　続いて、送受信機４００と送受信機５００の役割を交替して同様の手順を実行する。す
なわち、送受信機５００は、ＡＷＶをトレーニング用の値、すなわちオムニもしくは擬似
オムニパターン生成用の値に設定し（Ｓ６１４－２）、トレーニング信号を送出する（Ｓ
６１６－２）。送受信機４００は、ＡＷＶを変更しながら（Ｓ６１５－１）、予め定めら
れた全てのＡＷＶ設定での信号受信が完了するまで（Ｓ６１７－１）、トレーニング信号
の受信を繰り返す（Ｓ６１６－１）。続いて送受信機４００は、受信した信号の計測結果
から、信号の受信電力と到来方向の関係を示すデータ列である角度プロファイルを作成す
る（Ｓ６１８－１）。次に送受信機４００は、角度プロファイルのデータ列を用いてピー
クサーチを行い、最大受信電力の信号を識別し、その到来方向の検出を行う（Ｓ６１９－
１）。
【００７２】
　引続き、もしくは改めて送受信機５００（図１５Ａ及びＢの送受信機２）は、トレーニ
ング信号を送出する（Ｓ６２１－２）。送受信機４００（図１５Ａ及びＢの送受信機１）
は、ＡＷＶを変更しながら（Ｓ６２０－１）、Ｓ６１９－１で検出した到来方向へ順次ヌ
ル点を向け、全ての到来方向が終了するまで（Ｓ６２２－１）、トレーニング信号の受信
を繰り返す（Ｓ６２１－１）。
【００７３】
　続いて送受信機４００は、各々の到来方向に関し、Ｓ６１６－１における受信特性とＳ
６２１－１における受信特性の比（もしくは他の変化を表す量）を計算する（Ｓ６２３－
１）。次に、計算した比と予め設定しておいた閾値を比較することにより、サイドローブ
に起因したピークを判別する（Ｓ６２４－１）。続いて、送受信機４００は、サイドロー
ブに起因したピークと判別されたものを除く到来方向へ主ビームもしくはそれに準じるビ
ームを向けるＡＷＶを計算し、このＡＷＶを受信電力順に記憶する（Ｓ６２５－１）。
【００７４】
　通信に入る準備として、送受信機４００から使用するＡＷＶ番号の送出を行い（Ｓ６２
６－１）、送受信機５００でこれを受信する（Ｓ６２６－２）。ここでＡＷＶ番号とは、
トレーニング時に受信電力順に格納したＡＷＶの順番のことである。送受信機４００と送
受信機５００とで同じ順位のＡＷＶを組み合わせることで、共通の伝搬路に向けたビーム
形成が可能となる。このＡＷＶ番号の伝達は逆向き、すなわち送受信機５００から送受信
機４００へ向けておこなってもよい。このＡＷＶ番号の選択は、例えば格納順、すなわち
受信電力順におこなうとよい。続いて、送受信機４００及び５００は、ＡＷＶ番号に対応
したＡＷＶにＡＷＶ制御回路を設定する（Ｓ６２７－１及び２）。以上により通信が可能
な状態となる（Ｓ６２８－１及び２）。
【００７５】
　次に、通信の遮断等の通信品質の劣化が発生した場合の動作について、図１６を用いて
説明する。図１６は、図１のＳ１４～Ｓ１６までの遷移過程における送受信機４００及び
５００の動作を示すシーケンス図である。また以下では、送受信機４００（図１６の送受
信機１）が送信動作、送受信機５００（図１６の送受信機２）が受信動作している場合に
ついて説明する。
【００７６】
　通信の遮断等の障害が発生した場合、受信動作中の送受信機５００は、通信品質の劣化
があったことを検知し（Ｓ７０２－２）、送受信機４００に通知する（Ｓ７０３－２）。
送信動作中の送受信機４００は、通信品質の劣化通知を送受信機５００から受領するか、
データ受信の成功時に送受信機５００側から通常の通信で送られてくるＡＣＫ信号が受信
されないことによって、通信の遮断（もしくは通信状態の悪化）があったと認識する。こ
のとき、送受信機４００及び５００は、それぞれが有する共通のデータベースから、それ
ぞれ次候補のＡＷＶを取得する（Ｓ７０４－１、２）。
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【００７７】
　ステップＳ７０５－１では、送受信機４００が、次候補のＡＷＶをＡＷＶ制御回路４０
４－１～Ｍに設定する。同様に、ステップＳ７０５－２では、送受信機５００が、次候補
のＡＷＶをＡＷＶ制御回路５１０－１～Ｌに設定する。この後、送受信機４００及び５０
０は、通信を再開する（Ｓ７０６－１、２）。通信再開後、送受信機５００は通信品質を
確認し（Ｓ７０７－２）、良好であれば通信を継続し、良好でなければＡＷＶの変更通知
を送出する（Ｓ７０８－２）。送受信機４００は、ＡＷＶの変更通知を受領した場合又は
送受信機５００からＡＣＫ信号が受信できない場合（Ｓ７０９－１）を除き、そのまま通
信を継続する。もしそうでなければ、送受信機４００及び５００は、次のＡＷＶ組合せ候
補がある限り、次候補での通信を試みる（Ｓ７１０－１、２）。もし、記憶回路４０８及
び５０８に記録された何れの位相組合せ候補でも通信品質の改善が得られず、次候補が無
くなった場合、送受信機４００及び５００は、初期トレーニングに戻る。
【００７８】
　ところで、図１５Ａ及びＢの具体例では、送受信機５００側のトレーニングを先に行っ
ているが、送受信機４００側のトレーニングを先に行ってもよい。また、図１５Ａ及びＢ
の例では、角度プロファイルの作成、受信特性比計算、サイドローブ起因ピーク判別、及
びＡＷＶ計算・記憶を、それぞれの送受信機において行っているが、これらの処理を一方
の送受信機でまとめて行ってもよい。例えば、送受信機５００のトレーニングで取得した
データを送受信機４００に送信し、送受信機４００の処理・演算回路４０６において送受
信機５００の角度プロファイルの作成、受信特性比計算、サイドローブ起因ピーク判別、
及びＡＷＶ計算・記憶を行ってもよい。この場合には、送受信機４００から５００へのＡ
ＷＶ番号送出（Ｓ６２６－１）の替わりに、ＡＷＶを直接送受信機５００へ送付すればよ
い。またデータベース作成にあたっては、本明細書にて具体的に記載した方法以外の方法
で取得されたＡＷＶ組合せを加えても、本実施形態の範囲を逸脱するものではない。
【００７９】
　本実施の形態によれば、無線通信の途絶などの通信品質の劣化が発生した場合には、予
め生成されている他のＡＷＶ組合せ候補を選択することによって、速やかに通信を再開す
ることができる。言い換えると、本実施の形態では、通信品質の劣化が発生するたびに、
トレーニング、角度プロファイルの取得、及びＡＷＶ組合せの生成などの処理を改めて行
う必要がないので、極めて短時間に新しいビームを決めることが可能になる。また本実施
の形態によれば、上記のＡＷＶ組合せ候補の生成に際し、２つの通信機間の全てのＡＷＶ
の組み合わせに対して通信品質の測定をする必要が無く、ＡＷＶ組合せ候補の生成も短時
間で行うことが可能である。さらに本実施の形態によれば、サイドローブの効果により角
度プロファイルに、サイドローブに起因したピークが発生するような場合でも、高精度に
ＡＷＶ組合せ候補を生成することが可能である。
【００８０】
　以下に、この方法が屋内のミリ波、あるいは直進性が高くなる概ね１０ＧＨｚ以上のマ
イクロ波で有効である理由について補足的に説明する。無線通信に供することのできる伝
搬路は限られている。つまり、直接波と、壁、窓、什器などの特定の物体からの反射波で
ある。したがって、各伝搬路の放射すべき角度、あるいは受信すべき角度は、それぞれの
波（信号）によって大きく異なっている。一方、例えば２．４ＧＨｚのマイクロ波帯のよ
うな直進性の低い伝搬路を使用する場合は、多重散乱や回折による効果を考慮する必要が
あるため、通常は指向性のあるアンテナは用いられない。このため、概ね１０ＧＨｚ以上
のマイクロ波通信及びミリ波通信と２．４ＧＨｚ程度のマイクロ波通信とでは、状況が異
なる。なお、２．４ＧＨｚのマイクロ波通信の分野でも、干渉を除去することを目的とし
て、指向性のある適応アンテナの開発例がある。しかしながら、適応型の指向性アンテナ
を使用する場合でも、２．４ＧＨｚ帯では回折の効果が期待できるため、直接波の角度又
はそれに近い角度で良好な通信品質を確保しやすい。
【００８１】
　ミリ波帯におけるビームフォーミングを用いた屋内通信においては、次の性質を考慮す
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る必要がある。前述の通り、直接波以外の反射波の数は限られている。また、特定の直接
波または反射波が障害物（例えば人体）によって遮られた場合でも、遮蔽された特定の波
と他の波とは無相関である。従って、本実施の形態で述べたように、ミリ波通信システム
では、最も通信状態の良いビーム方向で通信を行いながら、予備のビーム方向を確保する
ことができる。一方、概ね１０ＧＨｚ未満の周波数の場合は、多重反射や回折の通信品質
に対する寄与が大きい。よって、仮に指向性のあるアンテナを用いたとしても、障害物の
有無によって予備のビーム方向の伝搬状況も変化してしまう。つまり、障害物が存在しな
い場合には良好であった予備のビーム方向からの受信状態が、障害物の存在によって変動
する可能性が高い。したがって、２．４ＧＨｚのマイクロ波通信などでは、本発明の効果
を得ることが困難である。
【００８２】
　また、ミリ波通信においては、局所的な反射による伝搬路ができることがある。その様
子を図２０Ａ及びＢに示す。図２０Ａには、送受信機８１及び８２があり、ビームフォー
ミングでの伝搬路として直接波Ａ、局所的な反射波Ｂ、遠くの経路での反射波Ｃがあると
仮定する。直接波Ａ、局所的な反射波Ｂは、例えば人体による遮蔽によって同時に遮断さ
れる可能性がある。この問題に対して特許文献１は、既に優先順位が付与されたビーム方
向近傍のビーム方向には優先順位を付与しない、もしくはその優先順位を下げる技術を開
示している。ここまでの説明では、ＡＷＶ組合せに対して受信電力順に優先順位を付与す
る例を示したが、この受信電力の基準に加えビーム候補間の角度の関係を優先順位の付与
において加味してもよい。本実施の形態においては、それぞれの送受信機におけるビーム
候補間の角度関係の情報が取得済みであるから、これが可能となる。
【００８３】
　以上の説明においては、送受信機４００と送受信機５００に設定するＡＷＶの組合せは
、初期トレーニング時の受信電力の順序を手掛かりに組み合わせるとしていた。しかし、
２つ以上の伝搬路の伝搬損失が近い値を有する場合、あるいは擬似オムニパターンの精度
が悪い、すなわち放射方向によりアンテナ利得にばらつきがある場合などには、ＡＷＶの
組合せにエラーが起こる可能性がある。ここでエラーとは、異なる伝搬路に対応するＡＷ
Ｖ同士が組み合わされてしまうことを意味する。しかしながら、万が一このようなエラー
が起こったとしても、図１のＳ１６において品質確認を行っており、上記の組合せエラー
の場合にはＳ１５に遷移してＡＷＶ組合せの再選択が行われることになるので、通信を長
時間途絶させたり完全にストップさせたりといった致命的な影響を与えることはない。こ
のＡＷＶ組合せエラーに対する別の対処法については、第５の実施の形態において述べる
。
【００８４】
　以上の説明においては、送信動作させる送受信機のＡＷＶをオムニもしくは擬似オムニ
パターンに設定するとした。しかし、オムニもしくは擬似オムニパターンの発生が困難な
場合には、他の固定パターンで替えてもよい。すなわち、固定パターンビームのアンテナ
利得が方向依存性を持つビームパターンでもよい。ただし、十分広い角度範囲にわたりア
ンテナ利得を有するパターンである必要がある。この場合には、上記の方法で取得した角
度プロファイルから固定パターンビームのアンテナ利得の方向依存性の影響を除去する処
理を追加すればよい。その際、必要であれば、固定パターンビームのアンテナ利得の方向
依存性を記述したデータ列を送受信機間で送受すればよい。
【００８５】
　以上の説明においては、２つの送受信機の間におけるビームフォーミング動作を説明し
た。このような動作は、しばしば３つ以上の送受信機から構成される系において、そのう
ちの２つの送受信機間で行われる。この系には、ピコネットコーディネータやアクセスポ
イントなどと呼ばれる特別な権限を与えられた送受信機が通常存在する。３つ以上の送受
信機のうち、どの２つの送受信機の間でビームフォ－ミング動作を行うかは、通常このピ
コネットコーディネータやアクセスポイントと呼ばれる送受信機からの命令により決定す
ればよい。ピコネットコーディネータやアクセスポイントは、一般の送受信機からの要求
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を受け、この命令を発すればよい。
【００８６】
　また本実施の形態においては、２つの送受信機４００及び５００の間で同様の処理を役
割を入替えて実行する。このとき、どちらの送受信機がどちらの役割を先に行うのかにつ
いても、例えば、ピコネットコーディネータやアクセスポイントと呼ばれる送受信機から
の命令で決定すればよい。
【００８７】
　また、上記の説明においては、"送受信機を受信動作させる"、"オムニ（無指向性）も
しくは擬似オムニ（擬似無指向性）パターンを発生させる"といった表現を用いたが、こ
れらの処理は、通常、各送受信機の処理・演算回路などに予め組み込まれたスケジュール
に従い実行される。
【００８８】
＜第２の実施の形態＞
　本発明における第２の実施の形態を、図２に示した遷移図を用いて説明する。なお本実
施の形態に係る無線通信システムの構成は、図５に示したものと同様とすればよい。図２
のＳ２１～Ｓ２６の各状態とこれらの間での遷移条件は、第１の実施の形態で述べた図１
のＳ１１～Ｓ１６と同様である。このため、Ｓ２１～Ｓ２６に関する詳細な説明は省略す
る。
【００８９】
　図２のＳ２７では、通信継続中の状態（Ｓ２４）から遷移して付加的な第２のトレーニ
ングを行う。第２のトレーニングは、周期的に実行してもよいし、送受信データが存在し
ないアイドル期間に適宜実行してもよい。
【００９０】
　Ｓ２８では、処理・演算回路４０６及び５０６が、複数のＡＷＶ組合せの候補を再計算
する。処理・演算回路４０６及び５０６は、再計算によって得られた複数のＡＷＶ候補に
よって、記憶回路４０８及び５０８内のデータ列を更新する。
【００９１】
　本実施の形態においては、予備のビーム方向に対する状況を第２のトレーニングによっ
て周期的又は適宜調査し、複数のＡＷＶ組合せ候補を更新する。これにより、本実施の形
態にかかる無線通信システムは、常に最新のＡＷＶ組合せ候補を確保することができる。
なお第２のトレーニング（Ｓ２７）は、通信の合間に分割して行ってもよい。これにより
、長い時間通信を止める必要がなくなる。また、通信が途絶した場合、または通信品質が
劣化した場合には、極めて短時間での復帰が求められるが、この第２のトレーニングには
それほどの即時性は必要ないため、到来方向推定アルゴリズムを実行しても問題がない。
【００９２】
　また、この第２のトレーニングにおいては初期トレーニングに比べても即時性の要求が
弱い場合が多いので、アンテナアレイのＡＷＶを変化させることによりビーム方向を走査
する際の角度分解能を上げて走査を実施してもよい。これにより、より良好な通信品質を
実現するＡＷＶ組合せの探索が可能となる。
【００９３】
　また、第２のトレーニングにおけるビーム方向の走査は、初期トレーニングの際に求め
た各ＡＷＶ組合せに対応した到来方向の周囲のみに限定して行ってもよい。これにより良
好な通信品質を実現するＡＷＶ組合せの探索が、より短時間で実現可能となる。
【００９４】
＜第３の実施の形態＞
　本発明における第３の実施の形態を、図３に示した遷移図を用いて説明する。本実施の
形態にかかる無線通信システムの構成は、図５に示したものと同様とすればよい。また、
第３の実施の形態では、第２の実施の形態と同じ動作を行う。つまり、図３のＳ３１～Ｓ
３８の各状態とこれらの間での遷移条件は、第２の実施の形態で述べた図２のＳ２１～Ｓ
２８と同様である。このため、Ｓ３１～Ｓ３８に関する詳細な説明は省略する。
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【００９５】
　本実施の形態では、通信の途絶などの通信品質の劣化が発生した場合、データベースに
記録された次候補のＡＷＶ組合せを選択するとともに（Ｓ３５）、その状態で微調整を行
う（Ｓ３９）。この微調整とは、時間をかけずに最適ビームを探索する方法を指す。具体
的には、ビームまたは設定されたＡＷＶを僅かに変化させ通信品質が良くなるように調整
を行えばよい。また、特許文献４に記載された"Ｂｅａｍ　Ｔｒａｃｋｉｎｇ"など簡略化
されたビーム探索手順を適用してもよい。また、初期トレーニングと同様の処理を、新た
に選択したＡＷＶ組合せに対応する到来方向の周囲で、初期トレーニングよりも角度分解
能を挙げて実施してもよい。
【００９６】
　例えば、第１の実施の形態で詳細に述べたように、大きな受信電力に対応したＡＷＶ組
合せから小さな受信電力に対応したＡＷＶ組合せに順に移っていく場合、徐々に受信電力
が小さくなり、精度が悪くなっていく可能性がある。そこで、遮蔽があって受信電力が小
さくなった状態で、例えば受信時の利得調整を行い、最適な状態で微調整を行うことによ
り、高精度で安定した伝送が可能なＡＷＶ組合せが見出せるという効果が得られる。
【００９７】
＜第４の実施の形態＞
　第４の実施の形態では、トレーニング及びＡＷＶ組合せの取得・設定を低速（狭帯域）
で行い、実際の通信は比較的高速（広帯域）で行うことを特徴とする。それ以外の動作は
、第１～第３の実施の形態の何れかに記載の方法を用いればよい。
【００９８】
　ミリ波通信では、自由空間伝搬損失が大きいために、受信電力が小さいことが予想され
る。このため、トレーニング時に、送信側のＡＷＶをオムニもしくは擬似オムニパターン
を発生するよう設定した場合、十分なキャリア電力対雑音電力比（ＣＮＲ；Ｃａｒｒｉｅ
ｒ　ｔｏ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ）が得られない場合がある。したがって、受信感度の
よい低速（狭帯域）を用いることで、トレーニングが可能となったり、精度が向上するな
どの効果が期待できる。なおここで低速（狭帯域）を用いるとは、雑音帯域幅が小さくな
るように、トレーニング信号の送信のために使用する周波数帯を狭くすること、あるいは
所要ＣＮＲが小さい変調方式を採用することを意味する。なお、"所要ＣＮＲが小さい変
調方式を採用すること"は、言い換えると、コンスタレーション上における信号点間距離
が大きい変調方式を採用すること（通常は伝送速度が小さいこと）を意味する。なお本実
施の形態では、狭いビーム幅が用いられることが前提であり、相関帯域幅が広いために低
速（狭帯域）でも高速（広帯域）でも最適なビーム（ＡＷＶ）組合せに大きな変化はない
。
【００９９】
＜第５の実施の形態＞
　第１の実施の形態の末尾でも述べたように、送受信機４００と送受信機５００に設定す
るＡＷＶの組合せを、初期トレーニング時の受信電力の順序を手掛かりに行うと、２つ以
上の伝搬路の伝搬損失が近い値を有する場合、あるいは擬似オムニパターンの精度が悪い
、すなわち放射方向によりアンテナ利得にばらつきがある場合などに、ＡＷＶの組合せに
エラーが起こる可能性がある。ここでエラーとは、異なる伝搬路に対応するＡＷＶ同士が
組み合わされてしまうことを意味する。このようなエラーが起こる確率は伝搬環境等に依
存するものと考えられるが、エラーが高頻度で起こる場合には、本実施の形態で述べる手
順を適用するとよい。
【０１００】
　本実施の形態においては、初期トレーニング時の受信電力の順序を手掛かりに送受信機
間のＡＷＶを組み合わせるのではなく、記憶された送受信機４００用のＡＷＶと送受信機
５００用のＡＷＶの全ての組合せについて、トレーニングを行い、通信品質の良いＡＷＶ
組合せを確保することを特徴としている。シーケンス図の一例を図１７Ａ乃至Ｃに示す。
【０１０１】
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　図１７Ａ乃至Ｃは、図１５Ａ及びＢに示したシーケンス図の変形であり、図１５ＢのＳ
６２５とＳ６２６との間にＳ６４１～Ｓ６４７が追加されている。Ｓ６４１－１、Ｓ６４
３－１及びＳ６４５－１において、送受信機４００は、記憶回路４０８に記憶された複数
のＡＷＶを順に設定してトレーニング信号を送出する。Ｓ６４２－２～Ｓ６４４－２にお
いて、送受信機５００は、記憶回路５０８に記憶された全てのＡＷＶを順に設定しながら
、送受信機４００から送出されるトレーニング信号の受信処理を行う。ＡＷＶの全ての組
み合わせについてトレーニング信号の送受信が完了した後、送受信機５００は、送受信機
４００が送信に用いた送信用ＡＷＶ毎に最も通信品質の良好な受信用ＡＷＶを決定する。
そして、送受信機５００は、通信品質の良好なＡＷＶの組み合わせを示すデータ列（デー
タベース）を作成し（Ｓ６４６－２）、ＡＷＶの組み合わせを示すデータ列（データベー
ス）を送受信機４００に送信する（Ｓ６４７－２）。送受信機４００は、送受信機５００
から受信したデータベースを用いて記憶回路４０８に記憶されたＡＷＶ情報を更新する（
Ｓ６４７－１）。
【０１０２】
　一般に、複数の送受信機の間でＡＷＶの全ての組合せについて通信品質の測定を行うの
は処理時間の観点で現実的ではない。しかし本実施の形態では、Ｓ６２５－１までの過程
でＡＷＶの候補は少数に絞られているため、全ての組合せについて伝送品質を測定するた
めに要する処理時間を抑制できる。図６、図１３に示した説明用の２次元の伝搬環境では
３つの伝搬路を考えたが、実際の３次元のミリ波伝搬環境においても通信に適用可能な伝
搬路の数は少数に限られることが想定される。例えば伝搬路が７つ存在した場合でも、全
てのＡＷＶ組合せはたかだか４９である。
【０１０３】
　また、処理時間を抑制するため、ＡＷＶの全ての組み合わせについて通信品質の測定を
行う上記手順を以下に述べるように変更してもよい。はじめに、第１の実施の形態で述べ
た手順に従い送受信機４００と送受信機５００に設定するＡＷＶの組合せを、初期トレー
ニング時の受信電力あるいはその他の通信品質の順序を手掛かりに決定する。次に、それ
らのＡＷＶ組合せについて通信品質のテストを行い、予め決めておいた通信品質基準を満
たさないＡＷＶ組合せについてのみ、一旦組合せを解除する。そして、通信品質基準を満
たさないために組合せを解除されたＡＷＶに関して、全ての組合せについて通信品質のテ
ストを行うことにより新たなＡＷＶ組合せの探索を行う。この後に、上記２回の通信品質
テストの結果に基づきＡＷＶ組合せの優先順位を改めて決定するとよい。このような方法
を採ることにより、初期トレーニングの結果に基づいて決定したＡＷＶ組合せのうち使用
可能なものについては、改めて組合せ探索のための総当りによる通信品質測定に含める必
要がなくなり、処理時間の短縮が実現できる。
【０１０４】
＜第６の実施の形態＞
　以上の説明においては、ビームフォーミングにより指向性ビームを形成する送受信機間
での通信を想定していた。しかし本発明は、固定ビームを形成する送受信機とビームフォ
ーミングにより指向性ビームを形成する送受信機の通信にも適用可能である。送受信機４
００を固定ビームの送受信機、送受信機５００をビームフォーミングにより指向性ビーム
を形成する送受信機とすると、この場合には送受信機５００についてのみトレーニングを
行えばよいので、シーケンス図は例えば図１８のようになる。
【０１０５】
＜第７の実施の形態＞
　以上の実施の形態においては、初期トレーニング時に、擬似オムニパターンを発生させ
た送受信機からトレーニング信号を送出し、他方の送受信機において、ＡＷＶを変化させ
ながら受信信号を測定し、角度プロファイルの作成を行っていた。しかし、トレーニング
信号を送出する送受信機のＡＷＶを変化させながら、擬似オムニパターンを発生させた他
方の送受信機で受信信号の測定を行い、測定データを前者の送受信機にフィードバックす
ることにより角度プロファイルの作成を行うことも可能である。その場合のシーケンス図
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の一例を図１９Ａ及びＢに示す。
【０１０６】
　この場合の角度プロファイルは、信号の放射方向と受信電力の関係を示すデータ列とな
る。また、受信した測定データをトレーニングを行っている送受信機側へ送信する処理（
Ｓ８５２－１、Ｓ８５２－２、Ｓ８５４－１、Ｓ８５４－２、Ｓ８５６－１、Ｓ８５６－
２、Ｓ８５８－１、Ｓ８５８－２）が挿入される。
【０１０７】
＜第８の実施の形態＞
　第１の実施の形態において、送受信機４００の送信アンテナアレイ（アンテナ素子４０
５－１）～Ｍと受信アンテナアレイ（アンテナ素子４１１－１～Ｎ）の距離は、伝搬路の
距離に比べ十分小さく無視できると仮定した。同様に、送受信機５００の送信アンテナア
レイ（アンテナ素子５０５－１～Ｋ）と受信アンテナアレイ（アンテナ素子５１１－１～
Ｌ）の距離は、伝搬路の距離に比べ十分小さく無視できるとした。しかし、これらの送受
アンテナ間距離に関する仮定は以下のような手順をとる場合には不要になる。
（ａ）一方の送受信機（例えば送受信機４００）を送信動作させ、そのアンテナアレイに
おいて擬似オムニパターンを設定してトレーニング信号を送信する。
（ｂ）他方の送受信機（例えば送受信機５００）を受信動作させ、そのアンテナアレイの
ＡＷＶを変化させることによりビーム方向を走査する。
（ｃ）受信動作させた送受信機５００におけるトレーニング信号の受信結果に基づいて、
送受信機５００における信号の到来方向と受信信号特性の関係を記述したデータ列を取得
し、複数の信号の到来方向を検出する。
（ｄ）（ｂ）で受信動作させた送受信機５００のアンテナアレイのＡＷＶを変化させるこ
とにより、（ｃ）で検出した到来方向に順次ヌル点を向け、トレーニング信号を受信する
。
（ｅ）各到来方向に関し、（ｃ）及び（ｄ）における受信信号特性の比を計算し、予め設
定しておいた閾値を下回るものについては到来方向から削除する。
（ｆ）送受信機５００を受信動作させ、そのアンテナアレイにおいて擬似オムニパターン
を設定する。
（ｇ）送受信機４００を送信動作させ、そのアンテナアレイのＡＷＶを変化させることに
よりビーム方向を走査する。
（ｈ）受信動作させた送受信機５００におけるトレーニング信号の受信結果を送信動作さ
せた送受信機４００にフィードバックし、送信動作させた送受信機４００における信号の
放射方向と対向する送受信機５００における受信信号特性との関係を記述したデータ列を
取得し、複数の信号の放射方向を検出する。
（ｉ）（ｇ）で送信動作させた送受信機４００のアンテナアレイのＡＷＶを変化させるこ
とにより、（ｈ）で検出した放射方向に順次ヌル点を向け、トレーニング信号を放射する
。受信動作させた送受信機５００におけるトレーニング信号の受信結果を送信動作させた
送受信機４００にフィードバックする。
（ｊ）各放射方向に関し、（ｈ）及び（ｊ）における受信信号特性の比を計算し、予め設
定しておいた閾値を下回るものについては放射方向から削除する。
　以上の結果を使えば、送受信機４００の送信機と送受信機５００の受信機のＡＷＶ組合
せ候補を求めることができる。（ａ）～（ｊ）の処理を送受信機４００の受信機と送受信
機５００の送信機について行えば、送受信機４００の受信機と送受信機５００の送信機の
ＡＷＶ組合せを求めることができる。
【０１０８】
　ところで、上述した８個の実施の形態の説明では、通信品質という語句を用いた。通信
品質は、例えば、受信レベル、信号電力対雑音電力比（ＳＮＲ：Signal to Noise Ratio
）、ビット誤り率（ＢＥＲ：Bit Error Rate）、パケット誤り率（ＰＥＲ：Packet Error
 Rate）、フレーム誤り率（ＦＥＲ：Frame Error Rate）など、通信品質を代表するもの
であればよく、そのうちの１つ又は複数を用いてもよい。また、通信品質の評価には、送
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信機４０１もしくは５０１の送信データ列に含まれるプリアンブル中の特定のデータ列を
用いてもよい。
【０１０９】
　また、上述した第１～第８の実施の形態における送受信機４００および５００によって
行われるＡＷＶ候補の生成・切替に関する制御及び演算処理は、マイクロプロセッサ等の
コンピュータに送受信機制御のためのプログラムを実行させることによって実現可能であ
る。
【０１１０】
　当該プログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体（non-transitory
 computer readable medium）を用いて格納され、コンピュータに供給することができる
。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体（tangible s
torage medium）を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体（例え
ばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ）、光磁気記録媒体（例
えば光磁気ディスク）、ＣＤ－ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－Ｒ／Ｗ、
半導体メモリ（例えば、マスクＲＯＭ、ＰＲＯＭ（Programmable ROM）、ＥＰＲＯＭ（Er
asable PROM）、フラッシュＲＯＭ、ＲＡＭ（random access memory））を含む。また、
プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体（transitory computer re
adable medium）によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読
媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、
電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュー
タに供給できる。
【０１１１】
　例えば、第１の実施の形態の場合、送受信機制御プログラムを実行するコンピュータに
、図１５Ａ及びＢのステップＳ６０２－１～Ｓ６２７－１、並びに図１６のステップＳ７
０３－１～Ｓ７０５－１、Ｓ７０８－１～Ｓ７１０－１の処理を実行させればよい。同様
に、送受信機５００によって行われるＡＷＶ候補の生成・切替に関する制御及び演算処理
も、マイクロプロセッサ等のコンピュータに送受信機制御のためのプログラムを実行させ
ることによって実現可能である。例えば、第１の実施の形態の場合、送受信機制御プログ
ラムを実行するコンピュータに、図１５Ａ及びＢのステップＳ６０３－２～Ｓ６２７－２
、並びに図１６のステップＳ７０２－２～Ｓ７０５－２、Ｓ７０７－２～Ｓ７１０－２の
処理を実行させればよい。
【０１１２】
　また、処理・演算回路４０６及び５０６だけでなく、送信回路４０３及び５０３の一部
（変調処理等）、受信回路４０９及び５０９の一部（復調処理等）、制御回路４０７及び
５０７等のデジタル信号処理又は機器制御に関する構成要素は、マイクロコンピュータ又
はＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）等のコンピュータによ
って実現してよい。また、送受信機４００及び５００には、いわゆるソフトウェア・アン
テナ技術を適用してもよい。具体的には、ＡＷＶ制御回路４０４－１～Ｍ、４１０－１～
Ｎ、５０４－１～Ｋ、５１０－１～Ｌ、は、デジタルフィルタによって構成してもよく、
ＤＳＰ等のコンピュータによって構成してもよい。
【０１１３】
　以上の説明においては、２つの送受信機間で通信が行われている状況を例に説明を行っ
た。しかし、３つ以上の送受信機が通信を行う状況においても本発明は適用可能である。
【０１１４】
　以上の説明においては、送信動作させた送受信機で擬似オムニパターンを発生させた状
態で、受信動作させた送受信機で主ビーム方向の操作、角度プロファイル作成等を行うと
していた。しかし、送受信機で発生させる擬似オムニパターンが十分な方向範囲をカバー
できない場合、上記の手順を複数回に分けて行ってもよい。すなわち、ある擬似オムニパ
ターンを発生させ角度プロファイルを取得した後、別の方向範囲をカバーする擬似オムニ
パターンを発生させ、再度角度プロファイルを取得する。最後に、得られた複数の角度プ
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る全ての伝搬路を含む方向範囲を意味する。このように複数の擬似オムニパターンの組合
せで必要な角度範囲をカバーする方法自体は、非特許文献５に開示されている。
【０１１５】
　なお、特願2008-240156号（2008年9月19日出願）に記載された発明は、上述したサイド
ローブの影響が問題とならない伝搬環境下、もしくはアンテナアレイ使用下において、簡
易かつ短時間にＡＷＶを決定する手段を提供するものである。これに対して、特願2008-2
82697号（2008年11月4日出願）に記載した発明は、特願2008-240156号に比較すると手順
が複雑となり処理時間が増大するものの、サイドローブに起因する２つの現象（角度プロ
ファイルの鈍り、及びサイドローブ起因ピークの出現）が問題となる条件下においても高
精度にＡＷＶ決定を行える手段を提供するものである。これに対して、上述した各実施の
形態にかかる発明は、サイドローブに起因する２つの現象のうちサイドローブ起因ピーク
のみが問題となる状況下において、特願2008-282697号よりも簡易かつ短時間にＡＷＶを
決定する手段を提供するものである。従って、３者は相反するものではなく、条件により
使い分けられるべきものである。
【０１１６】
　以上、実施の形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記によって限定され
るものではない。本願発明の構成や詳細には、発明のスコープ内で当業者が理解し得る様
々な変更をすることができる。本発明は、上述した各実施の形態に限られず、例えば特許
文献４及び非特許文献５に開示されているようなビームフォーミングを行う無線通信機に
おいて、トレーニング信号の送受信結果に基づいて通信に使用するＡＷＶを決定する際に
広く適用可能である。
【０１１７】
　この出願は、２００９年６月８日に出願された日本出願特願２００９－１３７１３２を
基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【産業上の利用可能性】
【０１１８】
　本発明は、無線ビームを適応制御して無線通信を行うシステム及びその制御方法に利用
することができる。
【符号の説明】
【０１１９】
４００、５００　送受信機
４０１、８０１、８１、９１　送信機
４０２、５０２、８２、９２　受信機
４０３、５０３　送信回路
４０４－１～Ｍ、５０４－１～Ｋ　ＡＷＶ（アレイ重みベクトル）制御回路
４０５－１～Ｍ、５０５－１～Ｋ　アンテナ素子（送信アンテナアレイ）
４０６、５０６　処理・演算回路
４０７、５０７　制御回路
４０８、５０８　記憶回路
４０９、５０９　受信回路
４１０－１～Ｎ、５１０－１～Ｌ　ＡＷＶ（アレイ重みベクトル）制御回路
４１１－１～Ｎ、５１１－１～Ｌ　アンテナ素子（受信アンテナアレイ）
４１３、５１３　制御回路
８３　ビームパターン（イメージ）
８４、８５　反射体
８６　人体
６１　壁
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