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(57)【要約】
【課題】シングルキャリア方式の無線装置及びマルチキ
ャリア方式の無線装置の双方に信号シーケンスを送信す
る改善された方法及び装置等を提供すること。
【解決手段】シングルキャリア無線装置及びマルチキャ
リア無線装置の双方に信号シーケンスのパケットプリア
ンブルを送信する方法、無線通信システム及び無線通信
装置が開示される。パケットプリアンブルは、信号を検
出するための第1のシーケンスと、チャネルを推定する
ための第2のシーケンスとを含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シングルキャリア方式の無線装置及びマルチキャリア方式の無線装置の双方に対して形
成された信号シーケンスのパケットプリアンブルを送信するステップを有し、
　前記パケットプリアンブルは、信号を検出するための第１のシーケンス及び信号を推定
するための第２のシーケンスを少なくとも含む、無線通信方法。
【請求項２】
　前記パケットプリアンブルを送信する前記ステップにおいて、相関特性を有する反復的
なシーケンスにより前記第１のシーケンスを生成する、請求項１に記載の無線通信方法。
【請求項３】
　前記第１のシーケンスを生成する際に、疑似ランダムシーケンスにより前記第１のシー
ケンスを生成する、請求項２に記載の無線通信方法。
【請求項４】
　前記第１のシーケンスを生成する際に、ベーカー（Baker）コードを用いて前記第１の
シーケンスを生成する、請求項２に記載の無線通信方法。
【請求項５】
　前記パケットプリアンブルを送信する前記ステップにおいて、送信機の変調方式を示す
第３のシーケンスを送信し、該第３のシーケンスは、前記第１のシーケンスの後であって
前記第２のシーケンスの前に送信される、請求項１－４の何れか１項に記載の無線通信方
法。
【請求項６】
　前記第３のシーケンスを送信する際に、前記第１のシーケンスを反転して前記第３のシ
ーケンスを生成する、請求項５記載の無線通信方法。
【請求項７】
　前記第１、第２及び第３のシーケンスを、π／2バイナリ位相シフトキーイング（BPSK
）変調方式により変調するステップをさらに有する請求項５又は６に記載の無線通信方法
。
【請求項８】
　マルチキャリア変調方式により前記パケットプリアンブルを送信する、請求項１－７の
何れか１項に記載の無線通信方法。
【請求項９】
　シングルキャリア変調方式により前記パケットプリアンブルを送信する、請求項１－７
の何れか１項に記載の無線通信方法。
【請求項１０】
　請求項１－９の何れか１項に記載の無線通信方法を実行する送信機を有する無線通信装
置。
【請求項１１】
　請求項１－９の何れか１項に記載の無線通信方法において送信されたパケットプリアン
ブルによるパケットプリアンブルを受信するステップを有する無線通信方法。
【請求項１２】
　請求項１－９の何れか１項に記載の無線通信方法において送信されたパケットプリアン
ブルによるパケットプリアンブルを受信する受信機を有する無線通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線通信方法、無線通信装置及び無線通信システム等に関連する。
【背景技術】
【０００２】
　パーソナル無線エリアネットワーク（WPAN）は、人の近くにあるコンピュータ装置（例
えば、電話及びパーソナルディジタルアシスタントのような携帯装置）の間の通信に使用
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されるネットワークである（装置はその人に帰属していてもいなくてもよい）。WPANの通
信範囲は数メートルである場合がある。WPANは、個人的な装置同士の間における個人間の
通信に使用されるかもしれないし、あるいはアップリンクを介して例えばインターネット
のような上位レベルのネットワークに接続するために使用されるかもしれない。
【０００３】
　西暦2005年3月にIEEE802．15．3タスクグループ3c（TG3c）が設立された。TG3cは、例
えばIEEE802．15．3－2003のような既存の802．15．3の無線パーソナルエリアネットワー
ク（WPAN）標準仕様に対する、ミリ波（mm波）に基づく代替的な物理レイヤ（PHY）を発
展させている。このmm波WPANは、FCC47CFR15．255及びその他の規制団体により規定され
ている57－64GHzのライセンスされていないバンドを含むバンドで動作し、「60GHz」と言
及される。ミリメートル波長のWPANは、（例えば、毎秒2ギガビット（2Gbps）を超えるよ
うな）非常に高いデータレートのアプリケーションを可能にし、例えばそのようアプリケ
ーションは、高速インターネットアクセス、ストリーミングコンテンツのダウンロード（
例えば、オンデマンドによるビデオ、高解像度テレビジョン（HDTV）、ホームシアタ等に
おける信号）、リアルタイムストリーミング、及び無線データバス等であり、従来のケー
ブルの代替となり得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許出願公開第2007－0248175号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、mm波通信リンクは、フリース（Friss）伝送方程式、酸素吸収性及び障
害物による大きな減衰等に起因して、低い周波数（例えば、2．4GHz及び5GHzバンド）に
おいて動作する場合よりも極めてロバスト性（robust）が弱い。さらに、mm波通信リンク
は、通信範囲を広げるために指向性アンテナ及び／又はアンテナアレイを使用する。指向
性アンテナを使用すると、通信リンクはユーザの移動に対して非常に敏感になってしまう
。例えば、装置の指向方向における僅かな変化や、近くの障害物及び／又は人物の動きに
より、リンクが途絶えてしまうかもしれない。
【０００６】
　60GHz通信の標準仕様は、直交周波数分割多重化（OFDM）及びシングルキャリア（SC）
物理レイヤの双方を使用しようとしている。現在、ある標準仕様ではOFDM及びSCのうちの
一方のみが必須であり、別の標準仕様ではOFDMもSCも何れも必須でない。OFDM及びSCの双
方を使用するシステムの場合、多くの時間差プリアンブルが変調方式の各々に使用されて
いる。
【０００７】
　開示される実施の形態の課題は、シングルキャリア方式の無線装置及びマルチキャリア
方式の無線装置の双方に信号シーケンスを送信する改善された方法及び装置等を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一実施例による無線通信方法は、
　シングルキャリア方式の無線装置及びマルチキャリア方式の無線装置の双方に対して形
成された信号シーケンスのパケットプリアンブルを送信するステップを有し、
　前記パケットプリアンブルは、信号を検出するための第１のシーケンス及び信号を推定
するための第２のシーケンスを少なくとも含む、無線通信方法である。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施例による無線通信ネットワークの概略図。
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【図２】本発明の一実施例によるパケットプリアンブルの概略図。
【図３】本発明の一実施例による無線通信装置のブロック図。
【図４】本発明の一実施例によりパケットプリアンブルを送信する方法のフローチャート
。
【図５】本発明の一実施例によるシステムのブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本願発明である開示内容が具体的に説明され、本発明は本明細書とともに願書に
添付した特許請求の範囲に記載されている。しかしながら、本発明の対象、特徴及び利点
とともに構成及び動作方法の双方に関し、本発明は、添付図面とともに以下の詳細な説明
を読むことで最良に理解できる。
【００１１】
　説明の簡明化のため、図面に示されている要素は必ずしも寸法を描いているものではな
いことが、認められるであろう。例えば、ある要素の寸法は、明確化のために他の要素に
比較して誇張されているかもしれない。さらに、適切であると認められる場合、対応する
又は類似する要素であることを示すために、複数の図面において参照番号が反復的に使用
されている。
【００１２】
　以下の詳細な説明において、本発明の十分な理解を促すために、多くの具体的な詳細が
説明される。しかしながら、当業者は、そのような具体的な詳細によらずに本発明が実現
されてもよいことを認めるであろう。さらに、本発明を曖昧にしないように、従来の方法
、手順、部分、要素及び回路は詳細には説明されていない。
【００１３】
　以下に続く詳細な説明の一部は、コンピュータメモリにおけるデータビット又はバイナ
リディジタル信号に対する処理のアルゴリズム又は記号表現の観点から表される。これら
の記述及び表現は、当業者が彼らの仕事（作品）を他の者に伝えるために当業者が使用し
ている方法である。
【００１４】
　別段の断りがない限り、以下の説明から明らかであるように、本明細書において、「処
理」、「演算」、「計算」、「決定」等の用語を用いた説明は、コンピュータ又はコンピ
ュータシステム又は同様な電子コンピュータ装置における動作及び／又は処理に関連する
ことが認められるであろう。そのコンピュータ等は、コンピュータシステムのレジスタ又
はメモリ内の電子のような物理量を処理し、その物理量を、コンピュータ装置のメモリ、
レジスタ又は他のそのような情報ストレージあるいは伝送装置における物理量として同様
に表現される他のデータに変換するものである。本願において使用される「ある」又は「
或る」という用語は、1つ又は1つより多いものとして定義される。本願において使用され
る複数という用語は、2つ又は2つより多いものとして定義される。本願において使用され
る他（another）という用語は、少なくとも第2の又はそれ以上のものとして定義される。
本願において使用される含む及び／又は有するという用語は、例えば有することを含むが
これに限定されない。本願において使用される結合されたという用語は、例えば、機械的
に、電子的に、ディジタル的に、直接的に、ソフトウェアにより又はハードウェア等によ
り動作可能に接続された所望の任意の形態として規定される。
【００１５】
　本発明は様々なアプリケーションに使用されてもよいことが理解されるべきである。本
発明は実施例に限定されないが、本願において説明された回路及び技法は、無線システム
の通信局（station）のような多くのアプリケーションに使用されてもよい。本発明の範
囲に含まれるように意図されている通信局は、単なる一例として、無線ローカルエリアネ
ットワーク（WLAN）の通信局、無銭パーソナルネットワーク（WPAN）の通信局等を含む。
【００１６】
　本発明の範囲内に含まれるように意図されているWPAN通信局の種類は、移動局、アクセ
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スポイント、信号を受信及び送信する通信局等であるが、これらに限定されず、その信号
は、例えば、拡散スペクトル信号、周波数ホッピング拡散スペクトル（FHSS）信号、直接
シーケンス拡散スペクトル（DSSS）信号、相補コードキーイング（CCK）信号、直交周波
数分割多重（OFDM）信号等であるがこれらに限定されない。
【実施例１】
【００１７】
　図1を参照するに、本発明の一実施例による無線通信ネットワーク100の概略図が示され
ている。無線通信ネットワーク100は、例えば、WPAN／WLANを含む。例えば、無線通信ネ
ットワーク100は、IEEE802．11タスクグループad（TGad）により規定されている標準仕様
にしたがって動作する。TGadは、WLANの60GHzバンドにおける超高速スループットを実現
するために規定されたものである。
【００１８】
　本発明の一実施例によれば、例えばWPANである無線通信ネットワーク100は、通信局120
、130、140を含む。通信局120、130、140はそれぞれ例えばDEV1、DEV2、DEV3のように装
置（DEV）として表現されている。本発明の範囲はこれに限定されないが、通信局120、13
0、140は、カメラ、マウス、イヤホン、スピーカ、ディスプレイ、モバイルパーソナル装
置等を含んでもよい。さらに、DEV1、DEV2、DEV3の各々は、必要に応じて、他のWPANの一
部をなしていてもよい。
【００１９】
　本発明の一実施例によれば、DEV1－130及びDEV2－120は、必要に応じて、直接リンクを
通じてOFDM信号及び／又はシングルキャリア（SC）信号を送信及び受信する。本発明の一
実施例によれば、直接リンクは、他の装置及び／又は基地局及び／又はネットワークコン
トローラ等を介在しない、2つの装置の間の無線リンクである。例えば、DEV3－140は、直
接リンク160を通じて、複数のシーケンスを含むパケットプリアングル（packet　preambl
e）をDEV1－130に送信する。DEV1－130は、必要に応じて、直接リンク150を通じてプリア
ンブルパケットをDEV2－120に送信する。
【００２０】
　本発明の少なくとも1つの実施例によれば、同じプリアンブルパケットが、送信されか
つSC装置及び（例えば、OFDMのような）マルチキャリア装置の双方によって検出されるが
、本発明の範囲はこの形態に限定されない。
【００２１】
　図2を参照するに、本発明の一実施例によるパケットプリアンブルの概略図が示されて
いる。本発明の一実施例によれば、パケットプリアンブル200が、必要に応じて、マルチ
キャリア方式の通信及びSC方式の通信の双方に（例えば、OFDM及びSC方式の通信双方に）
使用される。一実施例によれば、パケットプリアンブル200は検出フィールド210、同期フ
ィールド（SFD）220及びチャネル推定フィールド230を含む。
【００２２】
　本発明の一実施例によれば、パケット200のプリアンブル部分は、自動利得制御（AGC）
、信号検出、周波数オフセット推定、同期及びチャネル推定に使用される。検出、AGC及
び周波数オフセット推定（frequency　offset　estimation：FOE）は周期的なシーケンス
により行われてもよい。一実施例によれば、パケット200は、SC受信機により使用される
π／2－BPSKシーケンスに基づいていてもよい。
【００２３】
　例えば、検出フィールド210は、良好な相互相関特性を伴うシーケンスの反復により形
成されていてもよい。一実施例において、所望の相互相関特性を伴うシーケンスは、その
シーケンスとの（周期的な又は非周期的な）相互相関が大きなピークを有しかつそのピー
クの近辺で多くのゼロを有するようなシーケンスとして規定される。所望の相関特性を有
するシーケンスの非限定的な具体例は、擬似乱数（PN）シーケンス、相補的ゴレイ（comp
lementary　Golay）シーケンス、バーカーコード（barker　codes）、定振幅ゼロ自己相
関（Constant　Amplitude　Zero　Auto　Correlation：CAZAC）シーケンス等である。SFD
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220は、送信された変調方式を検出及び選択するために使用されるシーケンスを含む。例
えば、これらのシーケンス群の検出又は変調に使用されるシーケンスを反転したものが使
用されてもよい。
【００２４】
　本発明の一実施例において、SFD220は省略されてもよく、その場合の処理はチャネル推
定フィールド230により実行されてもよい。チャネル推定フィールド230は、ロングPNシー
ケンス又は一対の相補（Golay）シーケンスの何れかを含むシーケンスを含んでもよいが
、本発明の範囲はこの形態に限定されない。
【００２５】
　本発明の一実施例によれば、信号シーケンスのプリアンブルパケット200は、シングル
キャリアの無線装置及びマルチキャリアの無線装置の双方に送信される。一例として、プ
リアンブルパケットは、信号を検出するための第1のシーケンス（例えば、検出フィール
ドのシーケンス）、送信機の変調方式を検出及び選択するための第2のシーケンス（例え
ば、SFD220のシーケンス）、及びチャネルを推定するための第3のシーケンス（例えば、
チャネル推定フィールド230のシーケンス）を含む。第1、第2及び第3のシーケンスは、必
要に応じて、π／2－バイナリシフトキーイング（BPSK）変調方式により変調される。本
発明の他の実施例において他の変調方式が使用されてもよいことが理解されるべきである
。
【００２６】
　本発明の一実施例によれば、プリアンブルパケット200はSC送信機により送信される。
この場合、第1のシーケンス、第2のシーケンス及び第3のシーケンスは、パルス整形フィ
ルタによりフィルタリングされる。本発明の別の実施例において、プリアンブルパケット
200は例えばOFDM送信機のようなマルチキャリア送信機により送信される。この場合、第1
、第2及び第3のシーケンスは、例えば以下の数式により規定されているような受信機にと
って既知のフィルタによりサンプリングし直される。
【００２７】
　先ず1番目に、第1、第2及び第3のシーケンスが、以下の数式にしたがってサンプリング
される：
【００２８】
【数１】

これは、各サンプルの後にゼロを2つ加えることで実現される。2番目に、第1、第2及び第
3のシーケンスは、受信機にとって既知のフィルタによりフィルタリングされ、例えば、
以下の数式により示されているようなデシメーションフィルタ（decimation　filter）に
よりフィルタリングされる（他の数式が使用されてもよい）：
【００２９】
【数２】

　3番目に、以下の数式に示されているように2の因子によりサンプル1つおきにとること
で、第1、第2及び第3のシーケンスについてデシメーションが実行される：
【００３０】
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【数３】

　ディジタル処理の技術分野において、「デシメーション（decimation）」及びその派生
語は、離散的な時間信号及び／又はシーケンスにおけるサンプル数を減らす技術として定
義されている。デシメーションは、信号のローパスアンチエイリアシングフィルタリング
（low－pass　anti－aliasing　filtering）及びダウンサンプリングを含むが、本発明の
範囲はそのような形態に限定されない。
【００３１】
　この例において、OFDM（公称）サンプリングレートは、SCのチップレートの1　1／2で
あり、OFDMデータサブキャリアに関するガードバンドを提供する。上記の方法は、OFDMサ
ンプルレート及びSCチップレートの他の比率についても使用可能である。受信機において
、検出は、自己相関及び相互相関の方法を組み合わせることで実行される。必要に応じて
、mシーケンス（PNシーケンス）及び相補（Golay）シーケンスについて、相関を計算する
のに効率的なアルゴリズムが存在する。
【００３２】
　必要に応じて、プリアンブルパケットを受信することは、シングルキャリア受信方式又
はマルチキャリア受信方式の何れかにより実行されもよいが、本発明の範囲は特定の形態
に限定されない。SC及びOFDMの双方で動作することが可能な受信機は、プリアンブルパケ
ットを受信し、第1、第2及び第3のシーケンスをデコード（復号）する。
【００３３】
　図3を参照するに、本発明の一実施例による無線通信装置のブロック図が示されている
。この例の場合、無線通信装置300は、シーケンス生成部310、ディジタル信号プロセッサ
（DSP）320、整形フィルタ330、変復調調器340、受信部（RX）360、送信部（TX）370及び
複数のアンテナ380、390を含む。
【００３４】
　本発明の一実施例において、RX360及びTX370は、多入力多出力（MIMO）方式の送受信シ
ステム（図示せず）の一部をなす。本実施例によれば、RX360及びTX370は2つ以上の受信
機及び2つ以上の送信機をそれぞれ有するが、アンテナ380及び390は複数のアンテナを含
み、MIMO送受信システムに動作可能に結合されているが、本発明の範囲はこの形態に限定
されない。本発明の一実施例によれば、アンテナ380及び／又は390は1つ以上のアンテナ
を含む。例えば、アンテナ380及び／又は390は、指向性アンテナ、アンテナアレイ、ダイ
ポールアンテナ等を含んでいてもよい。
【００３５】
　本発明の一実施例によれば、無線通信装置300は、必要に応じて、SC装置及び／又はOFD
M装置としてミリ波WPANにおいて動作する。例えば、無線通信装置300は次のように動作す
る。シーケンス生成部310が、例えばプリアンブルパケット200のようなプリアンブルパケ
ットの信号シーケンスを生成する。シーケンス生成部310は、例えば、擬似乱数（PN）シ
ーケンス、ゴレイ（Golay）シーケンス、バーカーコード等のような相互相関シーケンス
の反復から、第1のシーケンスを生成する。シーケンス生成部310は、第1のシーケンスを
反転（inversion）することで第2のシーケンスを生成し、必要に応じて、相補的ゴレイシ
ーケンスのペアから第3のシーケンスを生成する。変調部340は、必要に応じて、π／2バ
イナリシフトキーイング（BPSK）変調により第1、第2及び第3のシーケンスを変調する。
【００３６】
　送信部370は、シングルキャリア方式の無線装置及び／又はマルチキャリア方式の無線
装置の双方に、同一のプリアンブルパケットの信号シーケンスを送信する。例えばプリア
ンブルパケット200であるプリアンブルパケットは、検出フィールド、SFDフィールド及び
チャネル推定フィールドを含む。検出フィールドは第1のシーケンスを含み、第1のシーケ
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ンスは、RX360が信号を検出する際に又は周波数オフセット推定に使用される。SFDフィー
ルドは必要に応じて第2のシーケンスを含み、第2のシーケンスは、RX360が送信機による
変調方式を検出及び選択するために使用される。チャネル推定フィールドは第3のシーケ
ンスを含み、第3のシーケンスはRX360がチャネルを推定するために使用されるが、本発明
の範囲はこの形態に限定されない。
【００３７】
　本発明の一実施例によれば、SC装置に送信されるように意図されたプリアンブルパケッ
トは、整形フィルタ330により整形される。例えば、整形フィルタ330は、第1のシーケン
ス、第2のシーケンス及び第3のシーケンスのうちの少なくとも1つをフィルタリング又は
フィルタ処理する。変調部340はプリアンブルパケットを変調し、整形フィルタ330によっ
てフィルタリングされたプリアンブルパケットは、シングルキャリア変調方式により、プ
リアンブルパケットを変調することができる。
【００３８】
　本発明の一実施例によれば、OFDM装置に送信されるように意図されているプリアンブル
パケットは、DSP320により処理される。例えば、DSP320は必要に応じて3つの処理ステッ
プを使用する。第1の処理ステップでは、2つのサンプルの間にゼロを2つ挿入し、第1、第
2及び第3のシーケンスを3つにより補間することで、プリアンブルパケットの第1、第2及
び第3のシーケンスを処理する。第2の処理ステップでは、デシメーションフィルタにより
第1、第2及び第3のシーケンスをフィルタリングし、第3の処理ステップでは、第1、第2及
び第3のシーケンスを2つ毎にサンプリングし、2の因子によりサンプルをデシメートする
。変調部340は、マルチキャリア変調方式にしたがってDSP3202より処理されるプリアンブ
ルパケットを変調するが、本発明の範囲はこの形態に限定されない。
【００３９】
　例えば、プリアンブルパケットは、必要に応じて拡散部350により拡散され、TX370及び
アンテナ390により送信される。受信装置において、アンテナ380及びRX360は、シングル
キャリア受信方式により又はマルチキャリア受信方式により、プリアンブルパケットのシ
ーケンスを受信する。デコーダ340は、必要に応じて第1、第2及び第3のシーケンスをデコ
ード（復号）する。シーケンスをデコードした後、相関の技法により同期がとられる。チ
ャネル推定は、時間領域における相関により、又は送信されたシーケンスの周波数応答特
性を周波数領域において分割することにより実行される。同じプリアンブルパケットがSC
及びOFDM双方に使用され、プリアンブルは、受信機にとって既知のフィルタを使用してπ
／2－BPSKシーケンスをサンプリングすることで規定されることが、理解されるべきであ
る。
【００４０】
　図4を参照するに、本発明の一実施例によりパケットプリアンブルを送信する方法のフ
ローチャートが概略的に示されている。本発明の範囲はこの形態に限定されないが、本方
法は、プリアンブルシーケンスのフィールドを生成することから始まり、そのプリアンブ
ルシーケンスは、シングルキャリア受信機及び例えばOFDM受信機のようなマルチキャリア
受信機の双方が受信するのに適したものである、及び／又はSC受信機及びOFDM受信機双方
を有する装置が受信するのに適したものである。
【００４１】
　この例の場合、本方法は、信号を検出するための第1のシーケンスを生成し（ブロック4
00）、チャネルを推定するための第2のシーケンスを生成し（ブロック410）、送信機の変
調方式を決定及び選択するための第3のシーケンスを生成する（ブロック420）ことから始
まる。
【００４２】
　この例の場合、第1のシーケンスは、例えば擬似ランダムシーケンス、ベーカーコード
等のような所望の相互相関特性を有するシーケンスを反復することで生成される。第3の
シーケンスは第1のシーケンスを反転したものであるが、本発明の範囲はこの形態に限定
されない。
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【００４３】
　本方法は、例えばπ／2バイナリシフトキーイング（BPSK）変調方式により、第1、第2
及び第3のシーケンスを変調し（ブロック430）、第1、第2及び第3のシーケンスのうちの
少なくとも1つをパルス整形フィルタによりフィルタリングする処理に続く（ブロック440
）。
【００４４】
　パケットプリアンブルがマルチキャリア受信機により受信されることが想定されていた
場合、パケットプリアンブルは、必要に応じて、2つのサンプルの間にゼロを2つ加え、第
1及び第2のシーケンスをデシメーションフィルタによりフィルタリングし、第1及び第2の
シーケンスを1つおきにサンプリングし、2の因子によりサンプルをデシメートする（ブロ
ック450）。信号シーケンスのパケットプリアンブルは、シングルキャリア無線装置及び
マルチキャリア無線装置の双方に送信される（ブロック460）。パケットプリアンブルは
、シングルキャリア受信方式により又はマルチキャリア受信方式により受信される（ブロ
ック470）。第1、第2及び第3のシーケンスは、受信機においてデコードされる。本発明の
範囲は説明した形態に限定されない。
【００４５】
　図5を参照するに、本発明の一実施例によるシステムのブロック図が示されている。本
発明の実施例は図示の形態に限定されないが、システム500はコンピュータ510と、メモリ
520のようなストレージ媒体とを含む。本発明の一実施例によれば、システム500は、通信
装置、送信部、受信部及び／又は他の処理部を含む。コンピュータ510は、DSP、プロセッ
サ、コントローラ及びその他の処理部を含み、それらはメモリ520に動作可能に結合され
ている。メモリ520は、プロセッサにより読取可能な媒体及び／又はコンピュータ又はプ
ロセッサのストレージ媒体であり、例えば、メモリ、ディスクドライブ、USBフラッシュ
メモリ等であり、命令をエンコードし、包含し、又は記憶する。
【００４６】
　本発明の一実施例によれば、コンピュータ510はメモリ520に記憶されている命令を実行
する。命令が実行されると、本願において説明した方法が実行される。
【００４７】
　以上、本発明の特定の特徴が図示及び説明されてきたが、多くの修正例、代替例、変形
例及び均等物が当業者にとって明らかであろう。したがって、添付の特許請求の範囲は、
そのような修正例及び変形例等の全てを本発明精神の真の範囲内に含むように意図されて
いる。
【００４８】
　以下、具体的な実施の形態を例示的に列挙する。
【００４９】
　（付記項１）
　シングルキャリア方式の無線装置及びマルチキャリア方式の無線装置の双方に信号シー
ケンスのパケットプリアンブルを送信するステップを有する方法であって、前記パケット
プリアンブルは、信号を検出するために使用される第1のシーケンス及びチャネルを推定
するための第2のシーケンスを少なくとも含む、方法。
【００５０】
　（付記項２）
　前記パケットプリアンブルを送信するステップにおいて、所望の相互相関特性を有する
シーケンスの反復により前記第1のシーケンスを生成する、付記項1記載の方法。
【００５１】
　（付記項３）
　前記第1のシーケンスを生成する際に、擬似ランダムシーケンスを用いて前記第1のシー
ケンスを生成する、付記項2記載の方法。
【００５２】
　（付記項４）
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　前記第1のシーケンスを生成する際に、ベーカー（Baker）コードを用いて前記第1のシ
ーケンスを生成する、付記項2記載の方法。
【００５３】
　（付記項５）
　前記パケットプリアンブルを送信するステップにおいて、送信機の変調方式を検出及び
選択するための第3のシーケンスを送信し、該第3のシーケンスは、前記第1のシーケンス
の後であって前記第2のシーケンスの前に送信される、付記項1記載の方法
　（付記項６）
　前記第3のシーケンスを送信する場合に、前記第1のシーケンスの反転により前記第3の
シーケンスを生成する、付記項5記載の方法。
【００５４】
　（付記項７）
　前記第1、第2及び第3のシーケンスを、π／2バイナリシフトキーイング（BPSK）変調方
式により変調するステップをさらに有する付記項5記載の方法。
【００５５】
　（付記項８）
　前記第1、第2及び第3のシーケンスのうちの少なくとも1つを、パルス整形フィルタによ
りフィルタリングするステップをさらに有する付記項5記載の方法。
【００５６】
　（付記項９）
　パケットプリアンブルを送信するステップにおいて、
　2つのサンプルの間にゼロを2つ加え、
　前記第1及び第2のシーケンスをデシメーションフィルタによりフィルタリングし、
　前記第1及び第2のシーケンスを1秒毎にサンプリングし、サンプルを2の因子によりデシ
メートする、付記項1記載の方法。
【００５７】
　（付記項１０）
　前記パケットプリアンブルをマルチキャリア変調方式にしたがって送信する、付記項9
記載の方法。
【００５８】
　（付記項１１）
　前記パケットプリアンブルをシングルキャリア変調方式にしたがって送信する、付記項
8記載の方法。
【００５９】
　（付記項１２）
　シングルキャリアの受信方式により又はマルチキャリアの受信方式により前記パケット
プリアンブルを受信するステップを有する、付記項1記載の方法。
【００６０】
　（付記項１３）
　シングルキャリア方式の無線装置及びマルチキャリア方式の無線装置の双方に信号シー
ケンスのパケットプリアンブルを送信する送信部を有する無線通信装置であって、前記パ
ケットプリアンブルは、信号を検出するために使用される第1のシーケンス及びチャネル
を推定するための第2のシーケンスを含む、無線通信装置。
【００６１】
　（付記項１４）
　前記送信部が、送信部の変調方式を検出及び選択するための第3のシーケンスを送信し
、該第3のシーケンスは、前記第1のシーケンスの後であって前記第2のシーケンスの前に
送信される、付記項13記載の無線通信装置。
【００６２】
　（付記項１５）
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　相互相関シーケンスの反復により前記第1のシーケンスを生成し、相補的シーケンスの
ペアにより前記第2のシーケンスを生成し、前記第1のシーケンスを反転することで前記第
3のシーケンスを生成する、付記項14記載の無線通信装置。
【００６３】
　（付記項１６）
　前記第1のシーケンスが擬似ランダムシーケンスを含む、付記項13記載の無線通信装置
。
【００６４】
　（付記項１７）
　前記第1のシーケンスが、ベーカー（Baker）コードシーケンスを含む、付記項13記載の
無線通信装置。
【００６５】
　（付記項１８）
　前記第1、第2及び第3のシーケンスを、π／2バイナリシフトキーイング（BPSK）変調方
式により変調する変調部をさらに有する付記項14記載の無線通信装置。
【００６６】
　（付記項１９）
　前記第1、第2及び第3のシーケンスのうちの少なくとも1つをフィルタリングする整形フ
ィルタをさらに有する付記項14記載の無線通信装置。
【００６７】
　（付記項２０）
　当該無線通信装置がディジタル信号プロセッサを有し、該ディジタル信号プロセッサに
より、
　2つのサンプルの間にゼロを2つ加えることで、前記パケットプリアンブルの前記第1、
第2及び第3のシーケンスを処理し、
　前記第1、第2及び第3のシーケンスをデシメーションフィルタによりフィルタリングし
、
　前記第1及、第2及び第3のシーケンスを1サンプルおきにサンプリングし、サンプルを2
の因子によりデシメートする、付記項14記載の無線通信装置。
【００６８】
　（付記項２１）
　前記変調部が、マルチキャリア変調方式により前記パケットプリアンブルを変調するこ
とができる、付記項18記載の無線通信装置。
【００６９】
　（付記項２２）
　前記変調部が、シングルキャリア変調方式により前記パケットプリアンブルを変調する
ことができる、付記項18記載の無線通信装置。
【００７０】
　（付記項２３）
　シングルキャリア方式又はマルチキャリア方式により前記パケットプリアンブルを受信
する受信部と、
　前記第1、第2及び第3のシーケンスをデコードするデコーダと
　を有する付記項14記載の無線通信装置。
【００７１】
　（付記項２４）
　2つ以上の通信局を有する無線通信システムであって、前記通信局は、シングルキャリ
ア方式の無線装置及びマルチキャリア方式の無線装置の双方に信号シーケンスのパケット
プリアンブルを送信する送信部を有し、前記パケットプリアンブルは、信号を検出するた
めに使用される第1のシーケンス及びチャネルを推定するための第2のシーケンスを少なく
とも含む、無線通信システム。
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【００７２】
　（付記項２５）
　前記送信部が、送信部の変調方式を検出及び選択するための第3のシーケンスを送信し
、該第3のシーケンスは、前記第1のシーケンスの後であって前記第2のシーケンスの前に
送信される、付記項24記載の無線通信システム。
【００７３】
　（付記項２６）
　相互相関シーケンスの反復により前記第1のシーケンスを生成し、相補的シーケンスの
ペアにより前記第2のシーケンスを生成し、前記第1のシーケンスを反転することで前記第
3のシーケンスを生成する、付記項25記載の無線通信システム。
【００７４】
　（付記項２７）
　前記第1のシーケンスが擬似ランダムシーケンスを含む、付記項24記載の無線通信シス
テム。
【００７５】
　（付記項２８）
　前記第1のシーケンスが、ベーカー（Baker）コードシーケンスを含む、付記項24記載の
無線通信システム。
【００７６】
　（付記項２９）
　前記通信局が、前記第1、第2及び第3のシーケンスを、π／2バイナリシフトキーイング
（BPSK）変調方式により変調する変調部をさらに有する、付記項25記載の無線通信システ
ム。
【００７７】
　（付記項３０）
　前記基地局が、前記第1、第2及び第3のシーケンスのうちの少なくとも1つをフィルタリ
ングする整形フィルタをさらに有する付記項25記載の無線通信システム。
【００７８】
　（付記項３１）
　前記通信局が、
　2つのサンプルの間にゼロを2つ加えることで、前記パケットプリアンブルの前記第1、
第2及び第3のシーケンスを処理するためのディジタル信号プロセッサを有し、
　前記第1、第2及び第3のシーケンスをデシメーションフィルタによりフィルタリングし
、
　前記第1及、第2及び第3のシーケンスを1サンプルおきにサンプリングし、サンプルを2
の因子によりデシメートする、付記項25記載の無線通信システム。
【００７９】
　（付記項３２）
　前記変調部が、マルチキャリア変調方式により前記パケットプリアンブルを変調するこ
とができる、付記項29記載の無線通信システム。
【００８０】
　（付記項３３）
　前記変調部が、シングルキャリア変調方式により前記パケットプリアンブルを変調する
ことができる、付記項18記載の無線通信システム。
【００８１】
　（付記項３４）
　前記通信局が、
　シングルキャリア方式又はマルチキャリア方式により前記パケットプリアンブルを受信
する受信部と、
　前記第1、第2及び第3のシーケンスをデコードするデコーダと
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　を有する付記項25記載の無線通信システム。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】
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