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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サウンディング信号および第1の通信信号を送信するように構成された送信ユニットで
あって、前記サウンディング信号が、前記第1の通信信号に重畳される様式で送信される
とともに、前記サウンディング信号の送信に用いられる電力が、前記第1の通信信号の送
信に用いられる電力よりも小さい、送信ユニットと、
　入力信号を受信するように構成された受信ユニットであって、前記入力信号が、エコー
信号および別の装置により送信された第2の通信信号を含み、前記エコー信号が、前記サ
ウンディング信号に対応する近接場反射信号を含む、受信ユニットと、
　前記近接場反射信号を前記エコー信号から分離するように構成された信号分離ユニット
と、
　前記近接場反射信号に従って近接場反射チャネルパラメータを決定するように構成され
た、近接場反射自己干渉信号用の処理ユニットと、
　前記近接場反射チャネルパラメータに基づいて、再構成された近接場反射自己干渉信号
を決定し、前記第2の通信信号から前記再構成された近接場反射自己干渉信号を減算する
ように構成された、近接場反射自己干渉信号用の除去ユニットと
　を備えた装置であって、
　前記送信ユニットが、サウンディングタイムスロット中の送信タイムスロットで前記サ
ウンディング信号を送信するとともに、前記サウンディングタイムスロット中のアイドル
タイムスロットで前記サウンディング信号の送信を休止するように特に構成され、前記ア
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イドルタイムスロットが、第1のサイレントタイムスロットおよび第2のサイレントタイム
スロットを含む、装置。
【請求項２】
　前記送信ユニットが、前記第1の通信信号の送信に用いられる帯域よりも大きいか等し
い帯域を用いて前記サウンディング信号を送信するように特に構成される、請求項１に記
載の装置。
【請求項３】
　前記送信ユニットが、前記第1の通信信号の送信に用いられる前記帯域よりも大きい帯
域を用いて前記サウンディング信号を送信するとき、近接場反射自己干渉信号用の前記処
理ユニットが、フィルタリングされた近接場反射信号を得るために前記近接場反射信号に
関して整合したフィルタリングを実施するとともに、前記フィルタリングされた近接場反
射信号に従って前記近接場反射チャネルパラメータを決定するように特に構成される、請
求項２に記載の装置。
【請求項４】
　サウンディング信号および第1の通信信号を送信するように構成された送信ユニットで
あって、前記サウンディング信号が、前記第1の通信信号に重畳される様式で送信される
とともに、前記サウンディング信号の送信に用いられる電力が、前記第1の通信信号の送
信に用いられる電力よりも小さい、送信ユニットと、
　入力信号を受信するように構成された受信ユニットであって、前記入力信号が、エコー
信号および別の装置により送信された第2の通信信号を含み、前記エコー信号が、前記サ
ウンディング信号に対応する近接場反射信号を含む、受信ユニットと、
　前記近接場反射信号を前記エコー信号から分離するように構成された信号分離ユニット
と、
　前記近接場反射信号に従って近接場反射チャネルパラメータを決定するように構成され
た、近接場反射自己干渉信号用の処理ユニットと、
　前記近接場反射チャネルパラメータに基づいて、再構成された近接場反射自己干渉信号
を決定し、前記第2の通信信号から前記再構成された近接場反射自己干渉信号を減算する
ように構成された、近接場反射自己干渉信号用の除去ユニットと
　を備えた装置であって、
　前記送信ユニットが、前記第1の通信信号の送信に用いられる帯域よりも大きい帯域を
用いて前記サウンディング信号を送信するとき、
　近接場反射自己干渉信号用の前記処理ユニットが、フィルタリングされた複数の近接場
反射信号を得るために複数の近接場反射信号に関して整合したフィルタリングを実施し、
前記フィルタリングされた複数の近接場反射信号の平均値を決定するとともに、前記フィ
ルタリングされた複数の近接場反射信号の前記平均値に従って前記近接場反射チャネルパ
ラメータを決定するように特に構成され、または、
　近接場反射自己干渉信号用の前記処理ユニットが、複数の近接場反射信号に対応する平
均近接場反射信号を決定し、フィルタリングされた平均近接場反射信号を得るために前記
平均近接場反射信号に関して整合したフィルタリングを実施し、前記フィルタリングされ
た平均近接場反射信号に従って前記近接場反射チャネルパラメータを決定するように特に
構成される、装置。
【請求項５】
　前記送信ユニットが、前記第1の通信信号の送信に用いられる前記帯域に等しい帯域を
用いて前記サウンディング信号を送信するとき、近接場反射自己干渉信号用の前記処理ユ
ニットが、高分解能遅延アルゴリズムを用いて前記近接場反射チャネルパラメータを決定
するように特に構成される、請求項２に記載の装置。
【請求項６】
　サウンディング信号および第1の通信信号を送信するように構成された送信ユニットで
あって、前記サウンディング信号が、前記第1の通信信号に重畳される様式で送信される
とともに、前記サウンディング信号の送信に用いられる電力が、前記第1の通信信号の送
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信に用いられる電力よりも小さい、送信ユニットと、
　入力信号を受信するように構成された受信ユニットであって、前記入力信号が、エコー
信号および別の装置により送信された第2の通信信号を含み、前記エコー信号が、前記サ
ウンディング信号に対応する近接場反射信号を含む、受信ユニットと、
　前記近接場反射信号を前記エコー信号から分離するように構成された信号分離ユニット
と、
　前記近接場反射信号に従って近接場反射チャネルパラメータを決定するように構成され
た、近接場反射自己干渉信号用の処理ユニットと、
　前記近接場反射チャネルパラメータに基づいて、再構成された近接場反射自己干渉信号
を決定し、前記第2の通信信号から前記再構成された近接場反射自己干渉信号を減算する
ように構成された、近接場反射自己干渉信号用の除去ユニットと
　を備えた装置であって、
　前記装置がマルチ入力マルチ出力(MIMO)をサポートするとき、前記送信ユニットが、前
記装置のマルチアンテナを用いて前記サウンディング信号を別々に送信するように特に構
成され、前記マルチアンテナが前記サウンディング信号を別々に送信するタイムスロット
が、相互にずらされる、装置。
【請求項７】
　前記送信ユニットが、無線全二重通信をサポートする隣接する装置によるサウンディン
グ信号の送信のために用いられるタイムスロットとずらされるタイムスロットを用いて、
前記サウンディング信号を送信するように特に構成される、請求項１から６のいずれか一
項に記載の装置。
【請求項８】
　サウンディング信号および第1の通信信号を送信するように構成された送信ユニットで
あって、前記サウンディング信号が、前記第1の通信信号に重畳される様式で送信される
とともに、前記サウンディング信号の送信に用いられる電力が、前記第1の通信信号の送
信に用いられる電力よりも小さい、送信ユニットと、
　入力信号を受信するように構成された受信ユニットであって、前記入力信号が、エコー
信号および別の装置により送信された第2の通信信号を含み、前記エコー信号が、前記サ
ウンディング信号に対応する近接場反射信号を含む、受信ユニットと、
　前記近接場反射信号を前記エコー信号から分離するように構成された信号分離ユニット
と、
　前記近接場反射信号に従って近接場反射チャネルパラメータを決定するように構成され
た、近接場反射自己干渉信号用の処理ユニットと、
　前記近接場反射チャネルパラメータに基づいて、再構成された近接場反射自己干渉信号
を決定し、前記第2の通信信号から前記再構成された近接場反射自己干渉信号を減算する
ように構成された、近接場反射自己干渉信号用の除去ユニットと
　を備えた装置であって、
　前記送信ユニットが、M個のランダムサウンディングタイムスロットを用いて前記サウ
ンディング信号を送信するように特に構成され、Mが、前記サウンディング信号に対応し
かつ前記エコー信号を受信するためのコヒーレント累積時間内に無線全二重通信に対応す
る前記装置により累積される、近接場反射信号の平均量である、装置。
【請求項９】
　サウンディング信号および第1の通信信号を送信するように構成された送信アンテナで
あって、前記サウンディング信号が、前記第1の通信信号に重畳される様式で送信される
とともに、前記サウンディング信号の送信に用いられる電力が、前記第1の通信信号の送
信に用いられる電力よりも小さい、送信アンテナと、
　エコー信号を受信するように構成された受信アンテナであって、前記エコー信号が、前
記サウンディング信号に対応する近接場反射信号を含む、受信アンテナと、
　前記近接場反射信号を前記エコー信号から分離するように構成された信号セパレータと
、
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　前記近接場反射信号に従って近接場反射チャネルパラメータを決定するように構成され
た、近接場反射自己干渉信号用のプロセッサと、
　前記近接場反射チャネルパラメータに基づいて、再構成された近接場反射自己干渉信号
を決定するとともに、第2の通信信号から前記再構成された近接場反射自己干渉信号を減
算するように構成された、近接場反射自己干渉信号用のキャンセラと
　を備えた装置であって、
　前記送信アンテナが、サウンディングタイムスロット中の送信タイムスロットで前記サ
ウンディング信号を送信するとともに、前記サウンディングタイムスロット中のアイドル
タイムスロットで前記サウンディング信号の送信を休止するように特に構成され、前記ア
イドルタイムスロットが、第1のサイレントタイムスロットおよび第2のサイレントタイム
スロットを含む、装置。
【請求項１０】
　前記送信アンテナが、前記第1の通信信号の送信に用いられる帯域よりも大きいか等し
い帯域を用いて、前記サウンディング信号を送信するように特に構成される、請求項９に
記載の装置。
【請求項１１】
　前記送信アンテナが、前記第1の通信信号の送信に用いられる前記帯域よりも大きい帯
域を用いて前記サウンディング信号を送信するとき、近接場反射自己干渉信号用の前記プ
ロセッサが、フィルタリングされた近接場反射信号を得るために前記近接場反射信号に関
して整合したフィルタリングを実施するとともに、前記フィルタリングされた近接場反射
信号に従って前記近接場反射チャネルパラメータを決定するように特に構成される、請求
項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　サウンディング信号および第1の通信信号を送信するように構成された送信アンテナで
あって、前記サウンディング信号が、前記第1の通信信号に重畳される様式で送信される
とともに、前記サウンディング信号の送信に用いられる電力が、前記第1の通信信号の送
信に用いられる電力よりも小さい、送信アンテナと、
　エコー信号を受信するように構成された受信アンテナであって、前記エコー信号が、前
記サウンディング信号に対応する近接場反射信号を含む、受信アンテナと、
　前記近接場反射信号を前記エコー信号から分離するように構成された信号セパレータと
、
　前記近接場反射信号に従って近接場反射チャネルパラメータを決定するように構成され
た、近接場反射自己干渉信号用のプロセッサと、
　前記近接場反射チャネルパラメータに基づいて、再構成された近接場反射自己干渉信号
を決定するとともに、第2の通信信号から前記再構成された近接場反射自己干渉信号を減
算するように構成された、近接場反射自己干渉信号用のキャンセラと
　を備えた装置であって、
　前記送信アンテナが、前記第1の通信信号の送信に用いられる帯域よりも大きい帯域を
用いて前記サウンディング信号を送信するとき、
　近接場反射自己干渉信号用の前記プロセッサが、フィルタリングされた複数の近接場反
射信号を得るために複数の近接場反射信号に関して整合したフィルタリングを実施すると
ともに、前記フィルタリングされた複数の近接場反射信号の平均値を決定するとともに、
前記フィルタリングされた複数の近接場反射信号の前記平均値に従って前記近接場反射チ
ャネルパラメータを決定するように特に構成され、または、
　近接場反射自己干渉信号用の前記プロセッサが、複数の近接場反射信号に対応する平均
近接場反射信号を決定し、フィルタリングされた平均近接場反射信号を得るために前記平
均近接場反射信号に関して整合したフィルタリングを実施するとともに、前記フィルタリ
ングされた平均近接場反射信号に従って前記近接場反射チャネルパラメータを決定するよ
うに特に構成される、装置。
【請求項１３】
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　前記送信アンテナが、前記第1の通信信号の送信に用いられる前記帯域に等しい帯域を
用いて前記サウンディング信号を送信するとき、近接場反射自己干渉信号用の前記プロセ
ッサが、高分解能遅延アルゴリズムを用いて前記近接場反射チャネルパラメータを決定す
るように特に構成される、請求項１０に記載の装置。
【請求項１４】
　サウンディング信号および第1の通信信号を送信するように構成された送信アンテナで
あって、前記サウンディング信号が、前記第1の通信信号に重畳される様式で送信される
とともに、前記サウンディング信号の送信に用いられる電力が、前記第1の通信信号の送
信に用いられる電力よりも小さい、送信アンテナと、
　エコー信号を受信するように構成された受信アンテナであって、前記エコー信号が、前
記サウンディング信号に対応する近接場反射信号を含む、受信アンテナと、
　前記近接場反射信号を前記エコー信号から分離するように構成された信号セパレータと
、
　前記近接場反射信号に従って近接場反射チャネルパラメータを決定するように構成され
た、近接場反射自己干渉信号用のプロセッサと、
　前記近接場反射チャネルパラメータに基づいて、再構成された近接場反射自己干渉信号
を決定するとともに、第2の通信信号から前記再構成された近接場反射自己干渉信号を減
算するように構成された、近接場反射自己干渉信号用のキャンセラと
　を備えた装置であって、
　前記装置がマルチ入力マルチ出力(MIMO)をサポートするとき、前記送信アンテナが、具
体的に、前記装置のマルチアンテナを用いて前記サウンディング信号を別々に送信するよ
うに構成され、前記マルチアンテナが前記サウンディング信号を別々に送信するタイムス
ロットが、相互にずらされる、装置。
【請求項１５】
　前記送信アンテナが、無線全二重通信をサポートする隣接する装置によりサウンディン
グ信号を送信するために用いられるタイムスロットとずらされるタイムスロットを用いて
、前記サウンディング信号を送信するように特に構成される、請求項９から１４のいずれ
か一項に記載の装置。
【請求項１６】
　サウンディング信号および第1の通信信号を送信するように構成された送信アンテナで
あって、前記サウンディング信号が、前記第1の通信信号に重畳される様式で送信される
とともに、前記サウンディング信号の送信に用いられる電力が、前記第1の通信信号の送
信に用いられる電力よりも小さい、送信アンテナと、
　エコー信号を受信するように構成された受信アンテナであって、前記エコー信号が、前
記サウンディング信号に対応する近接場反射信号を含む、受信アンテナと、
　前記近接場反射信号を前記エコー信号から分離するように構成された信号セパレータと
、
　前記近接場反射信号に従って近接場反射チャネルパラメータを決定するように構成され
た、近接場反射自己干渉信号用のプロセッサと、
　前記近接場反射チャネルパラメータに基づいて、再構成された近接場反射自己干渉信号
を決定するとともに、第2の通信信号から前記再構成された近接場反射自己干渉信号を減
算するように構成された、近接場反射自己干渉信号用のキャンセラと
　を備えた装置であって、
　前記送信アンテナが、M個のランダムサウンディングタイムスロットを用いて前記サウ
ンディング信号を送信するように特に構成され、Mが、前記サウンディング信号に対応し
かつ前記エコー信号を受信するためのコヒーレント累積時間内に無線全二重通信に対応す
る前記装置により累積される、近接場反射信号の平均量である、装置。
【請求項１７】
　通信システムの自己干渉信号を低減するための方法であって、前記方法が、無線全二重
通信に対応する装置により実施され、前記方法が、
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　サウンディング信号および第1の通信信号を送信するステップであって、前記サウンデ
ィング信号が、前記第1の通信信号に重畳される様式で送信され、前記サウンディング信
号の送信に用いられる電力が、前記第1の通信信号の送信に用いられる電力よりも小さい
、ステップと、
　入力信号を受信するステップであって、前記入力信号が、エコー信号および別の装置か
ら受信された第2の通信信号を含み、前記エコー信号が、前記サウンディング信号に対応
する近接場反射信号を含む、ステップと、
　前記近接場反射信号を前記エコー信号から分離するステップと、
　前記近接場反射信号に従って近接場反射チャネルパラメータを決定するステップと、
　前記近接場反射チャネルパラメータに基づいて、再構成された近接場反射自己干渉信号
を決定するとともに、前記第2の通信信号から前記再構成された近接場反射自己干渉信号
を減算するステップと、
　を含み、
　サウンディング信号を送信する前記ステップが、
　サウンディングタイムスロット中の送信タイムスロットで前記サウンディング信号を送
信するステップを含み、
　前記方法が、
　前記サウンディングタイムスロット中のアイドルタイムスロットで前記サウンディング
信号の送信を休止するステップであって、前記アイドルタイムスロットが、第1のサイレ
ントタイムスロットおよび第2のサイレントタイムスロットを含む、ステップをさらに含
む、方法。
【請求項１８】
　前記第1のサイレントタイムスロットの持続時間が、近接場反射チャネルの最大マルチ
パス遅延に等しく、前記第2のサイレントタイムスロットの値が、エコーマルチパス成分
の遅延が前記第1のサイレントタイムスロットの前記持続時間と前記第2のサイレントタイ
ムスロットの持続時間との合計を超えることを可能にし、前記エコーマルチパス成分の電
力が、事前設定閾値よりも小さい、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　サウンディング信号および第1の通信信号を送信する前記ステップが、
　前記第1の通信信号の送信に用いられる帯域よりも大きいか等しい帯域を用いて、前記
サウンディング信号を送信するステップを含む、請求項１７または１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記サウンディング信号の送信に用いられる帯域が、前記第1の通信信号の送信に用い
られる前記帯域よりも大きいとき、前記近接場反射信号に従って近接場反射チャネルパラ
メータを決定する前記ステップが、
　フィルタリングされた近接場反射信号を得るために前記近接場反射信号に関して整合し
たフィルタリングを実施し、前記フィルタリングされた近接場反射信号に従って前記近接
場反射チャネルパラメータを決定するステップを含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　通信システムの自己干渉信号を低減するための方法であって、前記方法が、無線全二重
通信に対応する装置により実施され、前記方法が、
　サウンディング信号および第1の通信信号を送信するステップであって、前記サウンデ
ィング信号が、前記第1の通信信号に重畳される様式で送信され、前記サウンディング信
号の送信に用いられる電力が、前記第1の通信信号の送信に用いられる電力よりも小さい
、ステップと、
　入力信号を受信するステップであって、前記入力信号が、エコー信号および別の装置か
ら受信された第2の通信信号を含み、前記エコー信号が、前記サウンディング信号に対応
する近接場反射信号を含む、ステップと、
　前記近接場反射信号を前記エコー信号から分離するステップと、
　前記近接場反射信号に従って近接場反射チャネルパラメータを決定するステップと、
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　前記近接場反射チャネルパラメータに基づいて、再構成された近接場反射自己干渉信号
を決定するとともに、前記第2の通信信号から前記再構成された近接場反射自己干渉信号
を減算するステップと、
　を含み、
　前記サウンディング信号の送信に用いられる帯域が、前記第1の通信信号の送信に用い
られる前記帯域よりも大きいとき、前記近接場反射信号に従って近接場反射チャネルパラ
メータを決定する前記ステップが、
　フィルタリングされた複数の近接場反射信号を得るために複数の近接場反射信号に関し
て整合したフィルタリングを実施し、前記フィルタリングされた複数の近接場反射信号の
平均値を決定するとともに、前記フィルタリングされた複数の近接場反射信号の前記平均
値に従って前記近接場反射チャネルパラメータを決定するステップ、または、
　複数の近接場反射信号に対応する平均近接場反射信号を決定し、フィルタリングされた
平均近接場反射信号を得るために前記平均近接場反射信号に関して整合したフィルタリン
グを実施するとともに、前記フィルタリングされた平均近接場反射信号に従って前記近接
場反射チャネルパラメータを決定するステップを含む、方法。
【請求項２２】
　前記サウンディング信号の送信に用いられる帯域が、前記第1の通信信号の送信に用い
られる前記帯域に等しいとき、前記近接場反射信号に従って近接場反射チャネルパラメー
タを決定する前記ステップが、
　高分解能遅延アルゴリズムを用いて前記近接場反射チャネルパラメータを決定するステ
ップを含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２３】
　通信システムの自己干渉信号を低減するための方法であって、前記方法が、無線全二重
通信に対応する装置により実施され、前記方法が、
　サウンディング信号および第1の通信信号を送信するステップであって、前記サウンデ
ィング信号が、前記第1の通信信号に重畳される様式で送信され、前記サウンディング信
号の送信に用いられる電力が、前記第1の通信信号の送信に用いられる電力よりも小さい
、ステップと、
　入力信号を受信するステップであって、前記入力信号が、エコー信号および別の装置か
ら受信された第2の通信信号を含み、前記エコー信号が、前記サウンディング信号に対応
する近接場反射信号を含む、ステップと、
　前記近接場反射信号を前記エコー信号から分離するステップと、
　前記近接場反射信号に従って近接場反射チャネルパラメータを決定するステップと、
　前記近接場反射チャネルパラメータに基づいて、再構成された近接場反射自己干渉信号
を決定するとともに、前記第2の通信信号から前記再構成された近接場反射自己干渉信号
を減算するステップと、
　を含み、
　前記装置がマルチ入力マルチ出力(MIMO)をサポートするとき、サウンディング信号を送
信する前記ステップが、
　前記装置のマルチアンテナを用いて前記サウンディング信号を別々に送信するステップ
であって、前記マルチアンテナが前記サウンディング信号を別々に送信するタイムスロッ
トが、相互にずらされる、ステップを含む、方法。
【請求項２４】
　サウンディング信号を送信する前記ステップが、
　無線全二重通信をサポートする隣接する装置によりサウンディング信号の送信のために
用いられるタイムスロットとずらされるタイムスロットを用いて、前記サウンディング信
号を送信するステップを含む、請求項１７から２３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２５】
　通信システムの自己干渉信号を低減するための方法であって、前記方法が、無線全二重
通信に対応する装置により実施され、前記方法が、
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　サウンディング信号および第1の通信信号を送信するステップであって、前記サウンデ
ィング信号が、前記第1の通信信号に重畳される様式で送信され、前記サウンディング信
号の送信に用いられる電力が、前記第1の通信信号の送信に用いられる電力よりも小さい
、ステップと、
　入力信号を受信するステップであって、前記入力信号が、エコー信号および別の装置か
ら受信された第2の通信信号を含み、前記エコー信号が、前記サウンディング信号に対応
する近接場反射信号を含む、ステップと、
　前記近接場反射信号を前記エコー信号から分離するステップと、
　前記近接場反射信号に従って近接場反射チャネルパラメータを決定するステップと、
　前記近接場反射チャネルパラメータに基づいて、再構成された近接場反射自己干渉信号
を決定するとともに、前記第2の通信信号から前記再構成された近接場反射自己干渉信号
を減算するステップと、
　を含み、
　サウンディング信号および第1の通信信号を送信する前記ステップが、
　M個のランダムサウンディングタイムスロットを用いて前記サウンディング信号を送信
するステップであって、Mが、前記サウンディング信号に対応しかつ前記エコー信号を受
信するためのコヒーレント累積時間内に無線全二重通信をサポートする前記装置により累
積される、近接場反射信号の平均量である、ステップを含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、通信技術の分野に関し、特に、通信システムの自己干渉信号を低
減するための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　モバイルセルラー通信システム、無線ローカルエリアネットワーク（Wireless Local A
rea Network、WLAN）、および加入者系無線アクセス（Fixed Wireless Access、FWA）な
どの無線通信システムにおいて、基地局（Base Station、BS）、アクセスポイント（Acce
ss Point、AP）、リレー局（Relay Station、RS）、またはユーザ機器（User Equipment
、UE）などの通信ノードは、通常、通信ノードの信号を送信し、別の通信ノードからの信
号を受信する能力を有する。無線信号は、通信ノードにより送信された信号と比べて無線
チャネル上で大きく減衰されるため、通信送信端からの信号は、受信端に到達するときに
非常に弱くなる。例えば、モバイルセルラー通信システムの通信ノードによる、信号を受
信するための出力と、信号を送信するための出力との差異は、80dB～120dBに達する場合
があり、より大きくなる場合もある。したがって、通信ノードの送信信号から通信ノード
の受信信号に対する干渉（そのような干渉は自己干渉、Self－interferenceと称される）
を避けるために、無線信号の送信および受信は、異なる周波数帯または期間を用いて区別
される。例えば、周波数分割二重通信（Frequency Division Duplex、FDD）において、送
信および受信の通信は、特定の保護帯域により分離された異なる周波数帯を用いて実施さ
れる。時分割二重通信（Time Division Duplex、TDD）において、送信および受信の通信
は、保護インターバルにより分離された異なる期間を用いて実施される。FDDシステムの
保護帯域とTDDシステムの保護インターバルとの両方は、受信と送信が完全に分離される
ことを確実にすることを目的とし、それにより送信から受信に対する干渉を避ける。
【０００３】
　無線全二重通信技術において、受信動作と送信動作を同じ無線チャネルで同時に実施す
ることができる。理論的に、無線全二重通信技術のスペクトル効率は、FDD技術またはTDD
技術のスペクトル効率の2倍になる。しかし、保護帯域または保護インターバルがないた
め、無線全二重通信に対応する通信ノードの送信信号は、通信ノードの受信信号に対する
干渉を生じさせ、通信ノードに希望信号を正確に受信できなくする場合がある。自己干渉
は、近接場反射チャネルの近接場反射自己干渉信号と、遠方場反射チャネルの遠方場反射
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自己干渉信号とを含む。近接場反射自己干渉信号は、典型的に、0．3m～60mの近接場反射
パスに相当し、マルチパス送信遅延は1ns～400nsである。送受信アンテナの周りの伝搬環
境が僅かに変化するため、近接場反射自己干渉信号の成分の遅延は、時間とともに僅かに
緩やかに変化する。近接場反射自己干渉信号は、無線全二重通信システムにおいて効果的
に除去することが最も難しい自己干渉成分であり、理由は、次の通りである。近接場マル
チパスエコー信号の伝搬距離が比較的短いため、複数のパスの間の伝搬遅延の差異は、非
常に小さくなり、通常帯域（10MHz～40MHz）の通信信号が用いられるとき、近接場反射自
己干渉信号を効果的に認識し、再構成することができず、効果的な干渉除去を実施するこ
とができない。例えば、通信ノードからの直線伝搬距離が3メートルの差異を有する2つの
リフレクタの間の遅延の差異は20nsであり、区別することが非常に難しい。比較的大きな
マルチパス遅延の差異によって、通常帯域を有する信号が用いられるときに遠端反射自己
干渉信号の成分を認識することができ、それにより、効果的な除去を実施することができ
る。したがって、近接場反射自己干渉信号の再構成に用いることができる近接場反射チャ
ネルパラメータをどのように決定するかが、近接場反射自己干渉信号を除去するための主
要な問題となる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、通信システムの自己干渉信号を低減するための方法および装置を提供し、そ
れらは、近接場反射自己干渉信号の推定に用いられる近接場反射チャネルパラメータを決
定し、近接場反射チャネルパラメータを用いて受信信号中の近接場自己干渉信号を低減さ
せることができる。
【０００５】
　第1の態様によれば、本発明のある実施形態は、サウンディング信号および第1の通信信
号を送信するように構成された送信ユニットであって、サウンディング信号が、第1の通
信信号に重畳される様式で送信され、サウンディング信号の送信に用いられる電力が、第
1の通信信号の送信に用いられる電力よりも小さい、送信ユニットと、入力信号を受信す
るように構成された受信ユニットであって、入力信号が、エコー信号および別の装置によ
り送信された第2の通信信号を含み、エコー信号が、サウンディング信号に対応する近接
場反射信号を含む、受信ユニットと、近接場反射信号をエコー信号から分離するように構
成された信号分離ユニットと、近接場反射自己干渉信号用の処理ユニットであって、近接
場反射信号に従って近接場反射チャネルパラメータを決定するように構成された処理ユニ
ットと、近接場反射自己干渉信号用の除去ユニットであって、近接場反射チャネルパラメ
ータに基づいて、再構成された近接場反射自己干渉信号を決定し、再構成された近接場反
射自己干渉信号を第2の通信信号から減算するように構成された除去ユニットと、を含む
装置を提供する。
【０００６】
　第1の態様を参照して、第1の可能な実施様式において、送信ユニットは、具体的に、サ
ウンディングタイムスロット中の送信タイムスロットでサウンディング信号を送信し、サ
ウンディングタイムスロット中のアイドルタイムスロットでサウンディング信号の送信を
休止するように構成され、アイドルタイムスロットは、第1のサイレントタイムスロット
および第2のサイレントタイムスロットを含む。
【０００７】
　第1の態様または第1の可能な実施様式を参照して、第2の可能な実施様式において、送
信ユニットは、具体的に、第1の通信信号の送信に用いられる帯域よりも大きいか等しい
帯域を用いて、サウンディング信号を送信するように構成される。
【０００８】
　第2の可能な実施様式を参照して、第3の可能な実施様式において、送信ユニットが、第
1の通信信号の送信に用いられる帯域よりも大きい帯域を用いてサウンディング信号を送
信するとき、近接場反射自己干渉信号用の処理ユニットは、具体的に、フィルタリングさ
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れた近接場反射信号を得るために近接場反射信号に関して整合したフィルタリングを実施
し、フィルタリングされた近接場反射信号に従って近接場反射チャネルパラメータを決定
するように構成される。
【０００９】
　第2の可能な実施様式を参照して、第4の可能な実施様式において、送信ユニットが、第
1の通信信号の送信に用いられる帯域よりも大きい帯域を用いてサウンディング信号を送
信するとき、近接場反射自己干渉信号用の処理ユニットは、具体的に、フィルタリングさ
れた複数の近接場反射信号を得るために複数の近接場反射信号に関して整合したフィルタ
リングを実施し、フィルタリングされた複数の近接場反射信号の平均値を決定し、フィル
タリングされた複数の近接場反射信号の平均値により近接場反射チャネルパラメータを決
定するように構成され、または、近接場反射自己干渉信号用の処理ユニットは、具体的に
、複数の近接場反射信号に対応する平均近接場反射信号を決定し、フィルタリングされた
平均近接場反射信号を得るために平均近接場反射信号に関して整合したフィルタリングを
実施し、フィルタリングされた平均近接場反射信号に従って近接場反射チャネルパラメー
タを決定するように構成される。
【００１０】
　第2の可能な実施様式を参照して、第5の可能な実施様式において、送信ユニットが、第
1の通信信号の送信に用いられる帯域に等しい帯域を用いてサウンディング信号を送信す
るとき、近接場反射自己干渉信号用の処理ユニットは、具体的に、高分解能遅延アルゴリ
ズムを用いて近接場反射チャネルパラメータを決定するように構成される。
【００１１】
　第1の態様または前記可能な実施様式のいずれか1つを参照して、第6の可能な実施様式
において、装置がマルチ入力マルチ出力MIMOをサポートするとき、送信ユニットは、具体
的に、装置のマルチアンテナを用いてサウンディング信号を別々に送信するように構成さ
れ、マルチアンテナがサウンディング信号を別々に送信するタイムスロットは、相互にず
らされる。
【００１２】
　第1の態様または前記可能な実施様式のいずれか1つを参照して、第7の可能な実施様式
において、送信ユニットは、具体的に、無線全二重通信をサポートする隣接する装置によ
るサウンディング信号の送信のために用いられるタイムスロットとずらされるタイムスロ
ットを用いて、サウンディング信号を送信するように構成される。
【００１３】
　第1の態様または第1の可能な実施様式から第5の可能な実施様式のいずれか1つを参照し
て、第8の可能な実施様式において、送信ユニットは、具体的に、M個のランダムサウンデ
ィングタイムスロットを用いてサウンディング信号を送信するように構成され、Mは、サ
ウンディング信号に対応し、かつエコー信号を受信するためのコヒーレント累積時間内に
無線全二重通信に対応する装置により累積される、近接場反射信号の平均量である。
【００１４】
　第2の態様によれば、本発明のある実施形態は、サウンディング信号および第1の通信信
号を送信するように構成された送信アンテナであって、サウンディング信号が、第1の通
信信号に重畳される様式で送信され、サウンディング信号の送信に用いられる電力が、第
1の通信信号の送信に用いられる電力よりも小さい、送信アンテナと、エコー信号を受信
するように構成された受信アンテナであって、エコー信号が、サウンディング信号に対応
する近接場反射信号を含む、受信アンテナと、近接場反射信号をエコー信号から分離する
ように構成された信号セパレータと、近接場反射自己干渉信号用のプロセッサであって、
近接場反射信号に従って近接場反射チャネルパラメータを決定するように構成されたプロ
セッサと、近接場反射自己干渉信号用のキャンセラであって、近接場反射チャネルパラメ
ータに基づいて、再構成された近接場反射自己干渉信号を決定し、再構成された近接場反
射自己干渉信号を第2の通信信号から減算するように構成されたキャンセラと、を含む装
置を提供する。
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【００１５】
　第2の態様を参照して、第1の可能な実施様式において、送信アンテナは、具体的に、サ
ウンディングタイムスロット中の送信タイムスロットでサウンディング信号を送信し、サ
ウンディングタイムスロット中のアイドルタイムスロットでサウンディング信号の送信を
休止するように構成され、アイドルタイムスロットは、第1のサイレントタイムスロット
および第2のサイレントタイムスロットを含む。
【００１６】
　第2の態様または第1の可能な実施様式を参照して、第2の可能な実施様式において、送
信アンテナは、具体的に、第1の通信信号の送信に用いられる帯域よりも大きいか等しい
帯域を用いて、サウンディング信号を送信するように構成される。
【００１７】
　第2の可能な実施様式を参照して、第3の可能な実施様式において、送信アンテナが、第
1の通信信号の送信に用いられる帯域よりも大きい帯域を用いてサウンディング信号を送
信するとき、近接場反射自己干渉信号用のプロセッサは、具体的に、フィルタリングされ
た近接場反射信号を得るために近接場反射信号に関して整合したフィルタリングを実施し
、フィルタリングされた近接場反射信号に従って近接場反射チャネルパラメータを決定す
るように構成される。
【００１８】
　第2の可能な実施様式を参照して、第4の可能な実施様式において、送信アンテナが、第
1の通信信号の送信に用いられる帯域よりも大きい帯域を用いてサウンディング信号を送
信するとき、近接場反射自己干渉信号用のプロセッサは、具体的に、フィルタリングされ
た複数の近接場反射信号を得るために複数の近接場反射信号に関して整合したフィルタリ
ングを実施し、フィルタリングされた複数の近接場反射信号の平均値を決定し、フィルタ
リングされた複数の近接場反射信号の平均値により近接場反射チャネルパラメータを決定
するように構成され、または、近接場反射自己干渉信号用のプロセッサは、具体的に、複
数の近接場反射信号に対応する平均近接場反射信号を決定し、フィルタリングされた平均
近接場反射信号を得るために平均近接場反射信号に関して整合したフィルタリングを実施
し、フィルタリングされた平均近接場反射信号に従って近接場反射チャネルパラメータを
決定するように構成される。
【００１９】
　第2の可能な実施様式を参照して、第5の可能な実施様式において、送信アンテナが、第
1の通信信号の送信に用いられる帯域に等しい帯域を用いてサウンディング信号を送信す
るとき、近接場反射自己干渉信号用のプロセッサは、具体的に、高分解能遅延アルゴリズ
ムを用いて近接場反射チャネルパラメータを決定するように構成される。
【００２０】
　第2の態様または前記可能な実施様式のいずれか1つを参照して、第6の可能な実施様式
において、装置がマルチ入力マルチ出力MIMOをサポートするとき、送信アンテナは、具体
的に、装置のマルチアンテナを用いてサウンディング信号を別々に送信するように構成さ
れ、マルチアンテナがサウンディング信号を別々に送信するタイムスロットは、相互にず
らされる。
【００２１】
　第2の態様または前記可能な実施様式のいずれか1つを参照して、第7の可能な実施様式
において、送信アンテナは、具体的に、無線全二重通信をサポートする隣接する装置によ
りサウンディング信号を送信するために用いられるタイムスロットとずらされるタイムス
ロットを用いて、サウンディング信号を送信するように構成される。
【００２２】
　第2の態様または第1の可能な実施様式から第5の可能な実施様式のいずれか1つを参照し
て、第8の可能な実施様式において、送信アンテナは、具体的に、M個のランダムサウンデ
ィングタイムスロットを用いてサウンディング信号を送信するように構成され、Mは、サ
ウンディング信号に対応し、かつエコー信号を受信するためのコヒーレント累積時間内に
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無線全二重通信に対応する装置により累積される、近接場反射信号の平均量である。
【００２３】
　第3の態様によれば、本発明のある実施形態は、通信システムの自己干渉信号を低減す
るための方法であって、方法が、無線全二重通信に対応する装置により実施され、方法は
、サウンディング信号および第1の通信信号を送信するステップであって、サウンディン
グ信号が、第1の通信信号に重畳される様式で送信され、サウンディング信号の送信に用
いられる電力が、第1の通信信号の送信に用いられる電力よりも小さい、ステップと、入
力信号を受信するステップであって、入力信号が、エコー信号および別の装置から受信さ
れた第2の通信信号を含み、エコー信号が、サウンディング信号に対応する近接場反射信
号を含む、ステップと、近接場反射信号をエコー信号から分離するステップと、近接場反
射信号に従って近接場反射チャネルパラメータを決定するステップと、近接場反射チャネ
ルパラメータに基づいて、再構成された近接場反射自己干渉信号を決定し、再構成された
近接場反射自己干渉信号を第2の通信信号から減算するステップと、を含む方法を提供す
る。
【００２４】
　第3の態様を参照して、第1の可能な実施様式において、サウンディング信号を送信する
ステップは、
　サウンディングタイムスロット中の送信タイムスロットでサウンディング信号を送信す
るステップを含み、方法は、サウンディングタイムスロット中のアイドルタイムスロット
でサウンディング信号の送信を休止するステップであって、アイドルタイムスロットが、
第1のサイレントタイムスロットおよび第2のサイレントタイムスロットを含む、ステップ
をさらに含む。
【００２５】
　第1の可能な実施様式を参照して、第2の可能な実施様式において、第1のサイレントタ
イムスロットの持続時間は、近接場反射チャネルの最大マルチパス遅延に等しく、第2の
サイレントタイムスロットの値は、エコーマルチパス成分の遅延が第1のサイレントタイ
ムスロットの持続時間と第2のサイレントタイムスロットの持続時間との合計を超えるこ
とを可能にし、エコーマルチパス成分の出力は、事前設定閾値よりも小さい。
【００２６】
　第1の態様または前記可能な実施様式のいずれか1つを参照して、第3の可能な実施様式
において、サウンディング信号および第1の通信信号を送信するステップは、第1の通信信
号の送信に用いられる帯域よりも大きいか等しい帯域を用いて、サウンディング信号を送
信するステップを含む。
【００２７】
　第3の可能な実施様式を参照して、第4の可能な実施様式において、サウンディング信号
の送信に用いられる帯域が、第1の通信信号の送信に用いられる帯域よりも大きいとき、
近接場反射信号に従って近接場反射チャネルパラメータを決定するステップは、フィルタ
リングされた近接場反射信号を得るために近接場反射信号に関して整合したフィルタリン
グを実施し、フィルタリングされた近接場反射信号に従って近接場反射チャネルパラメー
タを決定するステップを含む。
【００２８】
　第3の可能な実施様式を参照して、第5の可能な実施様式において、サウンディング信号
の送信に用いられる帯域が、第1の通信信号の送信に用いられる帯域よりも大きいとき、
近接場反射信号に従って近接場反射チャネルパラメータを決定するステップは、フィルタ
リングされた複数の近接場反射信号を得るために複数の近接場反射信号に関して整合した
フィルタリングを実施し、フィルタリングされた複数の近接場反射信号の平均値を決定し
、フィルタリングされた複数の近接場反射信号の平均値により近接場反射チャネルパラメ
ータを決定するステップ、または、複数の近接場反射信号に対応する平均近接場反射信号
を決定し、フィルタリングされた平均近接場反射信号を得るために平均近接場反射信号に
関して整合したフィルタリングを実施し、フィルタリングされた平均近接場反射信号に従
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って近接場反射チャネルパラメータを決定するステップを含む。
【００２９】
　第3の可能な実施様式を参照して、第6の可能な実施様式において、サウンディング信号
の送信に用いられる帯域が、第1の通信信号の送信に用いられる帯域に等しいとき、近接
場反射信号に従って近接場反射チャネルパラメータを決定するステップは、
　高分解能遅延アルゴリズムを用いて近接場反射チャネルパラメータを決定するステップ
を含む。
【００３０】
　第3の態様または前記可能な実施様式のいずれか1つを参照して、第7の可能な実施様式
において、装置がマルチ入力マルチ出力MIMOをサポートするとき、サウンディング信号を
送信するステップは、装置のマルチアンテナを用いてサウンディング信号を別々に送信す
るステップであって、マルチアンテナがサウンディング信号を別々に送信するタイムスロ
ットが、相互にずらされる、ステップを含む。
【００３１】
　第3の態様または前記可能な実施様式のいずれか1つを参照して、第8の可能な実施様式
において、サウンディング信号を送信するステップは、無線全二重通信をサポートする隣
接する装置によりサウンディング信号の送信のために用いられるタイムスロットとずらさ
れるタイムスロットを用いて、サウンディング信号を送信するステップを含む。
【００３２】
　第3の態様または第1の可能な実施様式から第6の可能な実施様式のいずれか1つを参照し
て、第9の可能な実施様式において、サウンディング信号および第1の通信信号を送信する
ステップは、M個のランダムサウンディングタイムスロットを用いてサウンディング信号
を送信するステップであって、Mが、サウンディング信号に対応し、エコー信号を受信す
るためのコヒーレント累積時間内に無線全二重通信に対応する装置により累積される、近
接場反射信号の平均量である、ステップを含む。
【００３３】
　本発明によれば、無線全二重通信に対応する装置は、サウンディング信号を送信し、サ
ウンディング信号に対応する近接場反射信号を分離することにより、近接場反射信号に対
応する近接場反射チャネルパラメータを決定し、近接場反射チャネルパラメータを用いて
、再構成された近接場反射自己干渉信号を決定し、再構成された近接場反射自己干渉信号
を受信された第2の通信信号中の近接場反射自己干渉信号から減算することができる。こ
のことは、受信信号中の近接場反射自己干渉信号を効果的に低減させることができる。
【００３４】
　本発明の実施形態の技術的解決策をより明確に記述するために、以下では、本発明の実
施形態を記述するために必要とされる添付の図面を簡単に紹介する。明らかなように、以
下の説明における添付の図面は、本発明の幾つかの実施形態を単に示すものであり、当業
者は、それらの添付の図面から創作的努力を伴わずに他の図面を導出してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明のある実施形態による通信システムの自己干渉信号を低減するための方法
の概略フローチャートである。
【図２】本発明のある実施形態による通信システムの自己干渉信号を低減するための方法
の概略フローチャートである。
【図３】本発明のある実施形態によるタイムスロット構造の概略図である。
【図４】本発明のある実施形態による別のタイムスロット構造の概略図である。
【図５】本発明のある実施形態による別のタイムスロット構造の概略図である。
【図６】本発明のある実施形態による装置の構造ブロック図である。
【図７】本発明のある実施形態による装置の構造ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
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　以下では、本発明の実施形態の添付の図面を参照して、本発明の実施形態の技術的解決
策を明確かつ完全に記述する。明らかなように、記述される実施形態は、本発明の実施形
態の単なる一部であり、全てではない。創作的努力を伴わずに本発明の実施形態に基づい
て当業者により得られる全ての他の実施形態は、本発明の保護範囲に属するものである。
【００３７】
　本発明の実施形態の技術的解決策は、無線全二重通信システムに適用され得ることを理
解されたい。本発明の実施形態において提供される、ユーザ機器および基地局などの通信
ノードは、無線全二重通信システムに対応する。
【００３８】
　モバイル端末（Mobile Terminal、MT）、モバイルユーザ機器などとも称され得るユー
ザ機器（User Equipment、UE）は、無線アクセスネットワーク（Radio Access Network、
RAN）を用いて1つ以上のコアネットワークと通信し得る。ユーザ機器は、モバイルフォン
（「セルラー」フォンとも称される）およびモバイル端末を伴うコンピュータなどの、モ
バイル端末であり得る。例えば、ユーザ機器は、ポータブル式の、ポケットサイズの、ハ
ンドヘルド式の、コンピュータ組込式の、または車載式のモバイル装置であり得る。
【００３９】
　図1は、本発明のある実施形態による通信システムの自己干渉信号を低減するための方
法の概略フローチャートである。図1に示される方法は、無線全二重通信に対応する装置
により実施され、装置は、ユーザ機器および基地局などの通信ノードに位置し得る。
【００４０】
　101：サウンディング信号および第1の通信信号を送信し、サウンディング信号は、第1
の通信信号に重畳される様式で送信され、サウンディング信号の送信に用いられる電力は
、第1の通信信号の送信に用いられる電力よりも小さい。
【００４１】
　102：入力信号を受信し、入力信号は、第2の通信信号およびエコー信号を含み、エコー
信号は、サウンディング信号に対応する近接場反射信号を含み、第2の通信信号は、別の
装置により送信される。
【００４２】
　103：サウンディング信号に対応する近接場反射信号をエコー信号から分離する。
【００４３】
　104：近接場反射信号に従って近接場反射チャネルパラメータを決定する。
【００４４】
　105：近接場反射チャネルパラメータに基づいて、再構成された近接場反射自己干渉信
号を決定し、再構成された近接場反射自己干渉信号を第2の通信信号から減算する。
【００４５】
　図1に示される方法によれば、近接場自己干渉信号の再構成に用いられる近接場反射チ
ャネルパラメータを決定することができ、再構成された近接場反射自己干渉信号は、近接
場反射チャネルパラメータを用いて決定され、再構成された近接場反射自己干渉信号は、
受信された第2の通信信号中の近接場反射自己干渉信号から減算される。図1に示される方
法によれば、近接場反射信号を効果的に認識および再構成することができ、受信信号中の
近接場反射自己干渉信号を低減することができる。
【００４６】
　図2は、本発明のある実施形態による通信システムの自己干渉信号を低減するための方
法の概略フローチャートである。図2の実施形態は、図1に示される方法の特定の実施形態
である。
【００４７】
　201：サウンディング信号および第1の通信信号を送信し、サウンディング信号は、第1
の通信信号に重畳される様式で送信される。
【００４８】
　具体的に、無線全二重通信に対応する装置を含む通信ノード（直ぐ下の第1の通信ノー
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ド）が別の通信ノードと通信する。第1の通信ノードにより生成され別の通信ノードと通
信するために用いられる信号が第1の通信信号と称され、第1の通信信号は、別の通信ノー
ドと通信するために用いられる、データ情報および制御情報などの全ての情報を含む。第
1の通信信号の生成に加えて、第1の通信ノードは、サウンディング信号をさらに生成し、
サウンディング信号は、近接場反射チャネルパラメータを測定するために用いられる。
【００４９】
　装置は、サウンディングタイムスロットT1中の送信タイムスロットでサウンディング信
号を送信し、サウンディングタイムスロット中のアイドルタイムスロットでサウンディン
グ信号の送信を休止し、アイドルタイムスロットは、第1のサイレントタイムスロットδ1

および第2のサイレントタイムスロットδ2を含む。具体的に、帯域Bおよび時間長Tを伴う
サウンディング信号がT1中の送信タイムスロットで送信され、サウンディング信号は、大
きな時間帯域積信号であり、TB＞＞1である。サウンディング信号のために用いられる典
型的な大きな時間帯域積（略して「時間帯域積」）信号は、直線周波数変調信号、非直線
周波数変調信号などであり得る。通常、帯域外発射を低減するために、サウンディング信
号は、ウィンドウ処理の後に得られる大きな時間帯域積信号であり得、ウィンドウ処理の
ために用いられる典型的なウィンドウ関数は、ハミング（Hamming）ウィンドウ、ハニン
グ（Hanning）ウィンドウ、テイラー（Tayler）ウィンドウなどであり得る。次いで、装
置は、アイドルタイムスロット中にサイレントに留まり、この期間中に信号を送信しない
ので、装置はエコー検出を実施することができる。任意選択的に、アイドルタイムスロッ
ト中の第1のサイレントタイムスロットδ1の持続時間は、近接場反射チャネルの最大マル
チパス遅延に等しくなり得、アイドルタイムスロット中の第2のサイレントタイムスロッ
トδ2の値は、エコーマルチパス成分の遅延が第1のサイレントタイムスロットの持続時間
と第2のサイレントタイムスロットの持続時間との合計を超えることを可能にし、エコー
マルチパス成分の出力は、事前設定閾値よりも小さい。したがって、サウンディング信号
は、次のサウンディングタイムスロット中のサウンディング信号に関する検出に対して干
渉を生じさせず、典型的にδ2＝3δ1～4δ1である。サウンディング信号は、第1の通信信
号に重畳される様式で送信されるため、アイドルタイムスロットでの装置の送信器による
サウンディング信号の送信は、装置の送信器による第1の通信信号の送信に影響を及ぼさ
ない。加えて、サウンディング信号は、近接場反射チャネルの推定に用いられるのみであ
り、したがってδ1＜＜Tである。さらに、サウンディング信号の送信に用いられる電力は
、第1の通信信号の送信に用いられる電力
よりも小さい。典型的に、サウンディング信号の送信出力が、第1の通信信号の送信出力
よりも20dBを超えて小さいとき、サウンディング信号から通信反対端の送信に対する干渉
は無視され得る。
【００５０】
　任意選択的に、ある実施形態において、装置は、図3に示されるタイムスロット構造を
用いてサウンディング信号を送信してもよく、すなわち、サウンディングタイムスロット
は連続的に送信される。
【００５１】
　任意選択的に、別の実施形態において、装置は、図4に示されるタイムスロット構造を
用いてサウンディング信号を送信してもよく、すなわち、N個の連続サウンディングタイ
ムスロット中の送信タイムスロットでサウンディング信号を送信してもよく、装置の送信
器は、休止タイムスロットでサウンディング信号の送信を休止し、次いで、N個の連続サ
ウンディングタイムスロットでサウンディング信号を再び送信し、Nは、2よりも大きいか
等しい正の整数である。サウンディング信号が第1の通信信号に重畳されるため、サウン
ディング信号の送信の休止は、装置の送信器による第1の通信信号の送信に影響を及ぼさ
ない。図3または図4に示されるタイムスロット構造が用いられるとき、それは、δ2＝3δ

1～4δ1、例えば、δ2＝1．6μsであってもよい。
【００５２】
　任意選択的に、別の実施形態において、装置は、図5に示されるタイムスロット構造を
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用いてサウンディング信号を送信してもよく、すなわち、サウンディングタイムスロット
でサウンディング信号を送信してもよく、装置の送信器は、休止タイムスロットでサウン
ディング信号の送信を休止し、次いで、サウンディングタイムスロットでサウンディング
信号を再び送信する。図5に示されるタイムスロット構造を用いてサウンディング信号が
送信されるとき、休止タイムスロットの時間が長い場合、δ2の値は0であってもよい。例
えば、装置の半径60m内の近接場反射チャネルが考慮されるとき、それは、δ1＝400nsお
よびδ2＝0nsであってもよい。サウンディング信号の送信を休止するための休止タイムス
ロットが、図5に示されるタイムスロットに加えられるので、サウンディング信号の送信
を休止するためのタイムスロットが延長される。このようにして、近接場反射チャネルの
検出効率を向上させることができ、通信信号に対する干渉を可能な限り低減することがで
きる。
【００５３】
　任意選択的に、ある実施形態において、装置によりサウンディング信号の送信に用いら
れる帯域は、第1の通信信号の送信に用いられる帯域に等しくてもよい。例えば、第1の通
信信号が位置する通信チャネルの帯域が20MHzであり、第1の通信信号が2．44GHz～2．46G
Hzであり、中心周波数2．45GHzであり、サウンディング信号は、同じ周波数帯に位置し、
大きな時間帯域積TB＝80を有する直線周波数変調信号を用い、帯域B＝20MHzおよびT＝4μ
sである。このケースにおいて、図3または図4に示されるタイムスロット構造が用いられ
る場合、サウンディングタイムスロットT1は6μsに等しくてもよい。
【００５４】
　任意選択的に、別の実施形態において、装置によるサウンディング信号の送信に用いら
れる帯域は、第1の通信信号の送信に用いられる帯域よりも大きくてもよい。例えば、第1
の通信信号が位置する通信チャネルの帯域は20MHzに位置し、サウンディング信号の帯域B
は80MHzである。このようにして、装置は、12nsのマルチパス遅延を認識し得る。このケ
ースにおいて、サウンディング信号の帯域が第1の通信信号の帯域よりも大きいが、サウ
ンディング信号および第1の通信信号は、同じ周波数帯にあり、サウンディング信号を用
いて測定される無線チャネルパラメータは、第1の通信信号が位置する通信チャネルのチ
ャネルパラメータとほぼ同じであることが確保され得る。別の例の場合、第1の通信信号
の帯域が20MHzであり、第1の通信信号は、2．44GHz～2．46GHzであり、中心周波数2．45G
Hzを有し、サウンディング信号は、ハニングウィンドウで非直線周波数変調信号を用い、
160の時間帯域積TBを有する。このケースにおいて、図3または図4に示されるタイムスロ
ット構造が用いられる場合、サウンディングタイムスロットT1は4μsに等しくてもよい。
【００５５】
　任意選択的に、ある実施形態において、装置がマルチ入力マルチ出力（Multiple－Inpu
t Multiple－Output、MIMO）に対応するとき、装置は、マルチアンテナを用いてサウンデ
ィング信号を別々に送信し、マルチアンテナを用いて入力信号を別々に受信し、マルチア
ンテナがサウンディング信号を送信する送信タイムスロットは、相互にずらされる。すな
わち、いつ何時も、1つのブランチのみが、サウンディング信号を送信し、サウンディン
グ信号のエコー信号を受信する。このようにして、ブランチは互いに干渉しない。したが
って、全てのアンテナは、1つのサウンディング信号を共有することができる。このケー
スにおいて、ブランチの近接場反射チャネルのサウンディングタイムスロットがδ3、こ
こでδ3≧0により分離される場合、各ブランチの近接場反射チャネルのサウンディングタ
イムスロット中の第2のサイレントタイムスロットδ2の値は、δ1＋δ2＋δ3を超える遅
延のサウンディング信号のエコーマルチパス成分の出力が十分低くなることを可能にする
ので、サウンディング信号は、別の次のブランチの近接場反射チャネルのサウンディング
タイムスロット中の近接場反射エコー信号に関する検出に対して干渉しない。
【００５６】
　任意選択的に、ある実施形態において、無線全二重通信をサポートする隣接する装置の
ために、装置がサウンディング信号を送信する送信タイムスロットと、無線全二重通信に
対応する（例えば、数メートル～数十メートルの距離で）隣接する装置がサウンディング
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信号を送信する送信タイムスロットとは相互にずらされる。言い換えれば、互いに隣接す
る通信ノードAおよび通信ノードBの近接場反射チャネルのサウンディングタイムスロット
は、相互にずらされ、いずれかのノードがサウンディング信号を送信しエコー信号を受信
するとき、他の通信ノードの送信器は、サウンディング信号を送信しない。ブランチの近
接場反射チャネルのサウンディングタイムスロットがδ3、ここでδ3≧0により分離され
る場合、各ノードの近接場反射チャネルのサウンディングタイムスロット中の第2のサイ
レントタイムスロットδ2の値は、δ1＋δ2＋δ3を超える遅延のサウンディング信号のエ
コーマルチパス成分の出力が十分低くなることを可能にするので、サウンディング信号は
、別の次のノードの近接場反射チャネルのサウンディングタイムスロット中の近接場反射
エコー信号に関する検出に対して干渉を生じさせない。
【００５７】
　任意選択的に、別の実施形態において、短い距離で分離されるk個の通信ノードがあり
、k個の通信ノードの間でサウンディング信号が干渉し得ることが仮定される。サウンデ
ィング信号に対応し、かつエコー信号を検出するためのコヒーレント時間Tｎ内にk個の通
信ノード中の各通信ノードにより累積される、近接場反射信号の平均量がmであり、k個の
通信ノード中の各通信ノードは、m個のサウンディングタイムスロットをTｎ≧mkT1中にラ
ンダムに割り当てることができる。このようにして、k個の通信ノード中の各通信ノード
について、各通信ノードのm個のサウンディングタイムスロット中の近接場反射信号がコ
ヒーレントに累積され、別の通信ノードのサウンディングタイムスロットがランダムに現
れる。複数のランダム信号のうちの一部が正であり、一部が負であるため、複数のランダ
ム信号は、累積プロセスで互いにキャンセルし得、そのことは、したがって、短い距離で
分離される通信ノードの間でサウンディング信号の相互干渉を効果的に低下させる。この
実施形態において、通信ノードの間の弧状配置またはシステムによる集中割振りは必要と
されず、そのことは、システムの複雑さを低下させる。
【００５８】
　202：入力信号を受信し、入力信号は、第2の通信信号およびエコー信号を含み、エコー
信号は、サウンディング信号に対応する近接場反射信号と、第1の通信信号に対応するデ
ータ反射信号を含み、第2の通信信号は、別の装置により第1の通信ノードに送信される通
信信号である。
【００５９】
　203：サウンディング信号に対応する近接場反射信号をエコー信号から分離する。
【００６０】
　具体的に、近接場反射信号は、サウンディング信号のタイムスロット構造による時間に
基づいて区別される。
【００６１】
　204：近接場反射信号に従って近接場反射チャネルパラメータを決定する。
【００６２】
　任意選択的に、ある実施形態において、装置によるサウンディング信号の送信に用いら
れる帯域が、第1の通信信号の送信に用いられる帯域よりも大きいとき、近接場反射チャ
ネルパラメータは、対応するフィルタリングを用いて計算されてもよい。
【００６３】
　任意選択的に、別の実施形態において、装置は、コヒーレント累積法を用いて近接場反
射チャネルパラメータをさらに決定してもよい。具体的に、装置は、フィルタリングされ
た複数の近接場反射信号を得るために複数の近接場反射信号に関して整合したフィルタリ
ングを実施し、フィルタリングされた複数の近接場反射信号の平均値を決定し、フィルタ
リングされた複数の近接場反射信号の平均値により近接場反射チャネルパラメータを決定
してもよい。代わりに、装置は、複数の近接場反射信号に対応する平均近接場反射信号を
決定し（すなわち、複数の近接場反射信号の平均値を得る）、フィルタリングされた平均
近接場反射信号を得るために平均近接場反射信号に関して整合したフィルタリングを実施
し、フィルタリングされた平均近接場反射信号に従って近接場反射チャネルパラメータを
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決定してもよい。
【００６４】
　任意選択的に、別の実施形態において、装置によりサウンディング信号の送信に用いら
れる帯域が、第1の通信信号の送信に用いられる帯域に等しいとき、近接場反射信号は、
サンプリングされてもよく、近接場反射チャネルパラメータは、サンプリング結果により
高分解能遅延アルゴリズムを用いて決定され、典型的な高分解能遅延アルゴリズムは、最
大尤度推定、アレイ信号処理に基づく高分解能到来方向推定アルゴリズム、一致追跡、直
交性一致追跡などを含む。
【００６５】
　205：近接場反射チャネルパラメータに基づいて、再構成された近接場反射自己干渉信
号を決定する。
【００６６】
　具体的に、再構成された近接場反射自己干渉信号は、以下の公式を用いて決定され得る
。
　y（t）＝x（t）＊h（t）．．．．．．．．．．1．1
　ここで、y（t）は再構成された近接場反射自己干渉信号を表し、x（t）は再構成された
基準信号を表し、h（t）は近接場反射チャネルパラメータを表し、記号「＊」は畳込みを
表し、再構成された基準信号は既知である。したがって、近接場反射チャネルパラメータ
が決定されるとき、再構成された近接場反射自己干渉信号は、公式1．1を用いて決定され
得る。
【００６７】
　206：再構成された近接場反射自己干渉信号を、受信された第2の通信信号から減算し、
第2の通信信号は別の装置により送信される。
【００６８】
　図2に示される方法によれば、近接場自己干渉信号の再構成に用いられる近接場反射チ
ャネルパラメータを決定することができ、再構成された近接場反射自己干渉信号は、近接
場反射チャネルパラメータを用いて決定され、再構成された近接場反射自己干渉信号は、
受信された第2の通信信号の近接場反射自己干渉信号から減算される。図1に示される方法
によれば、近接場反射信号を効果的に認識および再構成することができ、受信信号中の近
接場反射自己干渉信号を低減することができる。
【００６９】
　図3は、本発明のある実施形態によるタイムスロット構造の概略図である。図3に示され
るように、サウンディング信号が第1の通信信号に重畳され、サウンディングタイムスロ
ットが連続する。
【００７０】
　図4は、本発明のある実施形態による別のタイムスロット構造の概略図である。図4に示
されるように、サウンディング信号が第1の通信信号に重畳され、N個のサウンディングタ
イムスロットと1つの休止タイムスロットとが交互に現れ、Nは、2よりも大きいか等しい
正の整数である。
【００７１】
　図5は、本発明のある実施形態による別のタイムスロット構造の概略図である。図5に示
されるように、サウンディング信号が、第1の通信信号に重畳される様式で送信され、サ
ウンディングタイムスロットと休止タイムスロットとが交互に現れる。
【００７２】
　図6は、本発明のある実施形態による装置の構造ブロック図である。図6に示される装置
600は、無線全二重通信に対応する装置であり、図1または図2のステップを実施すること
ができる。図6に記述されるように、装置600は、送信ユニット601、受信ユニット602、信
号分離ユニット603、および、近接場反射自己干渉信号用の処理ユニット604を含む。
【００７３】
　送信ユニット601は、サウンディング信号および第1の通信信号を送信するように構成さ
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れ、サウンディング信号は、第1の通信信号に重畳される様式で送信され、サウンディン
グ信号の送信に用いられる電力は、第1の通信信号の送信に用いられる電力よりも小さい
。
【００７４】
　受信ユニット602は、エコー信号を受信するように構成され、エコー信号は、サウンデ
ィング信号に対応する近接場反射信号を含む。
【００７５】
　信号分離ユニット603は、近接場反射信号をエコー信号から分離するように構成される
。
【００７６】
　近接場反射自己干渉信号用の処理ユニット604は、近接場反射信号に従って近接場反射
チャネルパラメータを決定するように構成される。
【００７７】
　近接場反射自己干渉信号用の除去ユニット605は、近接場反射チャネルパラメータに基
づいて、再構成された近接場反射自己干渉信号を決定し、再構成された近接場反射自己干
渉信号を第2の通信信号から減算するように構成される。
【００７８】
　図6に示される装置600は、近接場自己干渉信号の更なる除去を準備する目的を達成する
ように、近接場自己干渉信号の再構成に用いられる近接場反射チャネルパラメータを決定
することができる。
【００７９】
　さらに、送信ユニット601は、具体的に、サウンディングタイムスロット中の送信タイ
ムスロットでサウンディング信号を送信し、サウンディングタイムスロット中のアイドル
タイムスロットでサウンディング信号の送信を休止するように構成され、アイドルタイム
スロットは、第1のサイレントタイムスロットおよび第2のサイレントタイムスロットを含
む。
【００８０】
　さらに、送信ユニット601は、具体的に、第1の通信信号の送信に用いられる帯域よりも
大きいか等しい帯域を用いて、サウンディング信号を送信するように構成される。
【００８１】
　任意選択的に、別の実施形態において、送信ユニット601が、第1の通信信号の送信に用
いられる帯域よりも大きい帯域を用いてサウンディング信号を送信するとき、近接場反射
自己干渉信号用の処理ユニット604は、具体的に、フィルタリングされた近接場反射信号
を得るために近接場反射信号に関して整合したフィルタリングを実施し、フィルタリング
された近接場反射信号に従って近接場反射チャネルパラメータを決定するように構成され
る。
【００８２】
　任意選択的に、別の実施形態において、送信ユニット601が、第1の通信信号の送信に用
いられる帯域よりも大きい帯域を用いてサウンディング信号を送信するとき、近接場反射
自己干渉信号用の処理ユニット604は、具体的に、フィルタリングされた複数の近接場反
射信号を得るために複数の近接場反射信号に関して整合したフィルタリングを実施し、フ
ィルタリングされた複数の近接場反射信号の平均値を決定し、フィルタリングされた複数
の近接場反射信号の平均値により近接場反射チャネルパラメータを決定するように構成さ
れる。代わりに、近接場反射自己干渉信号用の処理ユニット604は、具体的に、複数の近
接場反射信号に対応する平均近接場反射信号を決定し、フィルタリングされた平均近接場
反射信号を得るために平均近接場反射信号に関して整合したフィルタリングを実施し、フ
ィルタリングされた平均近接場反射信号に従って近接場反射チャネルパラメータを決定す
るように構成される。
【００８３】
　任意選択的に、別の実施形態において、送信ユニット601が、第1の通信信号の送信に用
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いられる帯域に等しい帯域を用いてサウンディング信号を送信するとき、近接場反射自己
干渉信号用の処理ユニット604は、具体的に、高分解能遅延アルゴリズムを用いて近接場
反射チャネルパラメータを決定するように構成される。
【００８４】
　さらに、装置600がマルチ入力マルチ出力MIMOをサポートするとき、送信ユニット601は
、具体的に、装置のマルチアンテナを用いてサウンディング信号を別々に送信するように
構成され、マルチアンテナがサウンディング信号を別々に送信するタイムスロットは、相
互にずらされる。
【００８５】
　さらに、送信ユニット601は、具体的に、サウンディング信号が送信されるタイムスロ
ットと、無線全二重通信をサポートする隣接する装置がサウンディング信号を送信するタ
イムスロットとを相互にずらすように構成される。
【００８６】
　さらに、送信ユニット601は、具体的に、M個のランダムサウンディングタイムスロット
を用いてサウンディング信号を送信するように構成され、Mは、サウンディング信号に対
応し、エコー信号を受信するためのコヒーレント累積時間内に無線全二重通信に対応する
装置により累積される、近接場反射信号の平均量である。
【００８７】
　図7は、本発明のある実施形態による装置の構造ブロック図である。図7に示される装置
700は、無線全二重通信に対応する装置であり、図1または図2のステップを実施すること
ができる。図7に記述されるように、装置700は、送信アンテナ701、受信アンテナ702、信
号セパレータ703、および近接場反射自己干渉信号用のプロセッサ704を含む。
【００８８】
　送信アンテナ701は、サウンディング信号および第1の通信信号を送信するように構成さ
れ、サウンディング信号は、第1の通信信号に重畳される様式で送信され、サウンディン
グ信号の送信に用いられる電力は、第1の通信信号の送信に用いられる電力よりも小さい
。
【００８９】
　受信アンテナ702は、エコー信号を受信するように構成され、エコー信号は、サウンデ
ィング信号に対応する近接場反射信号を含む。
【００９０】
　信号セパレータ703は、近接場反射信号をエコー信号から分離するように構成される。
【００９１】
　近接場反射自己干渉信号用のプロセッサ704は、近接場反射信号に従って近接場反射チ
ャネルパラメータを決定するように構成される。
【００９２】
　近接場反射自己干渉信号用のキャンセラ705は、近接場反射チャネルパラメータに基づ
いて、再構成された近接場反射自己干渉信号を決定し、再構成された近接場反射自己干渉
信号を第2の通信信号から減算するように構成される。
【００９３】
　図7に示される装置700は、近接場自己干渉信号の更なる除去を準備する目的を達成する
ように、近接場自己干渉信号の再構成に用いられる近接場反射チャネルパラメータを決定
することができる。
【００９４】
　さらに、送信アンテナ701は、具体的に、サウンディングタイムスロット中の送信タイ
ムスロットでサウンディング信号を送信し、サウンディングタイムスロット中のアイドル
タイムスロットでサウンディング信号の送信を休止するように構成され、アイドルタイム
スロットは、第1のサイレントタイムスロットおよび第2のサイレントタイムスロットを含
む。
【００９５】
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　さらに、送信アンテナ701は、具体的に、第1の通信信号の送信に用いられる帯域よりも
大きいか等しい帯域を用いて、サウンディング信号を送信するように構成される。
【００９６】
　任意選択的に、ある実施形態において、送信アンテナ701が、第1の通信信号の送信に用
いられる帯域よりも大きい帯域を用いてサウンディング信号を送信するとき、近接場反射
自己干渉信号用のプロセッサ704は、具体的に、フィルタリングされた近接場反射信号を
得るために近接場反射信号に関して整合したフィルタリングを実施し、フィルタリングさ
れた近接場反射信号に従って近接場反射チャネルパラメータを決定するように構成される
。
【００９７】
　任意選択的に、別の実施形態において、送信アンテナ701が、第1の通信信号の送信に用
いられる帯域よりも大きい帯域を用いてサウンディング信号を送信するとき、近接場反射
自己干渉信号用のプロセッサ704は、具体的に、フィルタリングされた複数の近接場反射
信号を得るために複数の近接場反射信号に関して整合したフィルタリングを実施し、フィ
ルタリングされた複数の近接場反射信号の平均値を決定し、フィルタリングされた複数の
近接場反射信号の平均値により近接場反射チャネルパラメータを決定するように構成され
る。代わりに、近接場反射自己干渉信号用のプロセッサ704は、具体的に、複数の近接場
反射信号に対応する平均近接場反射信号を決定し、フィルタリングされた平均近接場反射
信号を得るために平均近接場反射信号に関して整合したフィルタリングを実施し、フィル
タリングされた平均近接場反射信号に従って近接場反射チャネルパラメータを決定するよ
うに構成される。
【００９８】
　任意選択的に、別の実施形態において、送信アンテナ701が、第1の通信信号の送信に用
いられる帯域に等しい帯域を用いてサウンディング信号を送信するとき、近接場反射自己
干渉信号用のプロセッサ704は、具体的に、高分解能遅延アルゴリズムを用いて近接場反
射チャネルパラメータを決定するように構成される。
【００９９】
　さらに、装置700がマルチ入力マルチ出力MIMOをサポートするとき、送信アンテナ701は
、具体的に、装置のマルチアンテナを用いてサウンディング信号を別々に送信するように
構成され、マルチアンテナがサウンディング信号を別々に送信するタイムスロットは、相
互にずらされる。
【０１００】
　さらに、送信アンテナ701は、具体的に、サウンディング信号が送信されるタイムスロ
ットと、無線全二重通信をサポートする隣接する装置がサウンディング信号を送信するタ
イムスロットとを相互にずらすように構成される。
【０１０１】
　さらに、送信アンテナ701は、具体的に、M個のランダムサウンディングタイムスロット
を用いてサウンディング信号を送信するように構成され、Mは、サウンディング信号に対
応し、エコー信号を受信するためのコヒーレント累積時間内に無線全二重通信に対応する
装置により累積される、近接場反射信号の平均量である。
【０１０２】
　当業者は、この明細書に開示される実施形態に記述される例と組み合わせて、ユニット
およびアルゴリズムステップが、電子ハードウェアまたはコンピュータソフトウェアと電
子ハードウェアの組合せにより実施されてもよいことに気付くかもしれない。機能がハー
ドウェアにより実施されるかソフトウェアにより実施されるかは、個々の用途および技術
的解決策の設計制約条件に依存する。当業者は、各々個々の用途について記述された機能
を実施するために、異なる方法を用いてもよいが、実施が本発明の範囲を超えるとみなさ
れるべきではない。
【０１０３】
　前記システム、装置、およびユニットの詳細な作用プロセスについての簡便で簡単な説
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明を目的として、前記方法実施形態の対応するプロセスが参照されてもよいことは、当業
者により明確に理解され得、本明細書において詳細は再び記述されない。
【０１０４】
　本出願において提供される幾つかの実施形態において、開示されるシステム、装置、お
よび方法が他の様式で実施されてもよいことを理解されたい。例えば、記述される装置実
施形態は単なる例示である。例えば、ユニット区分は、単なる論理的機能の区分であり、
実際の実施においては他の区分であってもよい。例えば、複数のユニットまたはコンポー
ネントが別のシステムに組み合わされてもよく、集積されてもよく、幾つかの特徴が省略
されてもよく、実施されなくてもよい。加えて、表示または議論された相互結合もしくは
直接結合または通信接続は、幾つかのインターフェイスを通じて実施されてもよい。装置
の間またはユニットの間の間接結合または通信接続は、電子形態、機械的形態、または他
の形態で実施されてもよい。
【０１０５】
　個別の部品として記述されたユニットは、物理的に分離されてもよく、分離されなくて
もよく、ユニットとして表示された部品は、物理的ユニットであってもよく、物理的ユニ
ットでなくてもよく、1箇所に位置してもよく、複数のネットワークユニットに分散され
てもよい。ユニットの一部または全部は、実施形態の解決策の目的を達成するように実際
の必要性により選択されてもよい。
【０１０６】
　加えて、本発明の実施形態の機能的ユニットは、1つの処理ユニットに集積されてもよ
く、ユニットのそれぞれは、物理的に単独で存在してもよく、2つ以上のユニットは、1つ
のユニットに集積される。
【０１０７】
　機能がソフトウェアの機能的ユニットの形態で実施され、独立した製品として販売また
は使用されるとき、機能は、コンピュータ可読記憶媒体に記憶されてもよい。このような
理解に基づいて、本質的に本発明の技術的解決策、従来技術に対して寄与する部分、また
は技術的解決策の一部は、ソフトウェア製品の形態で実施されてもよい。ソフトウェア製
品は、記憶媒体に記憶され、本発明の実施形態に記述された方法ステップの全てまたは一
部を実施するために、コンピュータデバイス（パーソナルコンピュータ、サーバ、または
ネットワークデバイスであり得る）またはプロセッサ（processor）に命令するための幾
つかの命令を含む。前記記憶媒体は、USBフラッシュドライブ、リムーバブルハードディ
スク、リードオンリーメモリ（ROM、Read－Only Memory）、ランダムアクセスメモリ（RA
M、Random Access Memory）、磁気ディスク、または光ディスクなど、プログラムコード
を記憶できる任意の媒体を含む。
【０１０８】
　前記説明は、本発明の単なる特定の実施形態であり、本発明の保護範囲を限定すること
を意図していない。当業者により容易に理解される、本発明の開示される技術範囲内の任
意の変形または置換は、本発明の保護範囲に属するものである。したがって、本発明の保
護範囲は、請求項の保護範囲の対象となるものである。
【符号の説明】
【０１０９】
　　600　装置
　　601　送信ユニット
　　602　受信ユニット
　　603　信号分離ユニット
　　604　近接場反射自己干渉信号用の処理ユニット
　　605　近接場反射自己干渉信号用の除去ユニット
　　700　装置
　　701　送信アンテナ
　　702　受信アンテナ
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　　703　信号セパレータ　　　　 
　　704　近接場反射自己干渉信号用のプロセッサ
　　705　近接場反射自己干渉信号用のキャンセラ

【図１】 【図２】
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