
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局と端末局との間で、ＯＦＤＭ変調方式によるマルチキャリア信号を使用して情報
伝送を行う無線通信方法において、
　情報伝送に使用する複数の周波数帯域が連続して存在する場合に、基地局から送信され
る端末局宛ての制御信号の一部を、情報伝送に使用する周波数帯域の近傍に配した、上記
マルチキャリア信号の帯域よりも狭帯域のキャリアを用いて伝送
　

　無線通信方法。
【請求項２】
　基地局と端末局との間で、ＯＦＤＭ変調方式によるマルチキャリア信号を使用して情報
伝送を行う無線通信システムにおいて、
　上記基地局として、送信する情報をＯＦＤＭ変調方式で変調して、マルチキャリア信号
を生成させ、端末局宛ての制御信号の一部を、上記マルチキャリア信号の帯域よりも狭帯
域のキャリアで変調する送信信号生成手段と、
　上記送信信号生成手段で生成されたマルチキャリア信号を、用意された周波数帯に配し
、上記狭帯域のキャリアを、上記周波数帯域の近傍に配置して送信させる送信処理手段と
を備え、
　上記端末局として、用意された周波数帯域を使用して伝送されたマルチキャリア信号の

10

20

JP 3693025 B2 2005.9.7

し、
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受信と、上記周波数帯域の近傍の狭帯域のキャリアの受信とを選択的に行う受信処理手段
とを備え
　

　無線通信システム。
【請求項３】
　端末局との間でＯＦＤＭ変調方式によるマルチキャリア信号を使用して情報伝送を行う
無線基地局において、
　送信する情報をＯＦＤＭ変調方式で変調して、マルチキャリア信号を生成させ、端末局
宛ての制御信号の一部を、上記マルチキャリア信号の帯域よりも狭帯域のキャリアで変調
する送信信号生成手段と、
　上記送信信号生成手段で生成されたマルチキャリア信号を、用意された周波数帯に配し
、上記狭帯域のキャリアを、上記周波数帯域の近傍に配置して送信させる送信処理手段と
を備え
　

　無線基地局。
【請求項４】
　請求項 記載の無線基地局において、
　上記送信信号生成手段が狭帯域のキャリアで変調する端末局宛ての制御信号の一部は、
端末局の呼出しのための信号、あるいはその呼出しのための信号の一部とした
　無線基地局。
【請求項５】
　請求項 記載の無線基地局において、
　上記送信処理手段が狭帯域のキャリアを配置する周波数位置は、情報伝送用マルチキャ
リア信号のガードバンドの中心とした
　無線基地局。
【請求項６】
　請求項 記載の無線基地局において、
　上記送信処理手段が狭帯域のキャリアを配置する周波数位置は、情報伝送用マルチキャ
リア信号を構成するサブキャリアに隣接した位置とした
　無線基地局。
【請求項７】
　請求項 記載の無線基地局において、
　上記基地局の送信処理手段での、狭帯域のキャリアを用いて端末局宛ての制御信号の一
部の送信は、情報伝送用のフレーム位置に同期したタイミングで行う
　無線基地局。
【請求項８】
　請求項 記載の無線基地局において、
　上記送信信号生成手段は、上記狭帯域のキャリアを用いて送信される端末局宛ての制御
信号の一部を、伝送路の推定を不要とする符号化形式で符号化し、その符号化された信号
を上記狭帯域のキャリアで変調する
　無線基地局。
【請求項９】
　基地局との間で、ＯＦＤＭ変調方式によるマルチキャリア信号を使用して情報伝送を行
う無線通信端末において、
　用意された周波数帯域を使用して伝送されたマルチキャリア信号の受信と、上記周波数
帯域の近傍の狭帯域のキャリアの受信とを選択的に行う受信処理手段と、
　動作状況に応じて上記受信処理手段での受信状態の選択を行い、上記狭帯域のキャリア
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、
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上記送信信号生成手段が生成させる狭帯域のキャリアの帯域幅は、上記マルチキャリア

信号で情報伝送に使用する信号帯域で適用されているシンボルレートもしくはサンプルレ
ートの整数分の１とした

３

３

３

３

３



を受信した場合に、その受信信号で、基地局からの制御信号の一部を検出する制御手段と
を備え
　

　無線通信端末。
【請求項１０】
　請求項 記載の無線通信端末において、
　上記制御手段は、基地局からの呼出しの待ち受け時に、上記受信処理手段で上記狭帯域
のキャリアの受信を周期的に行い、その狭帯域のキャリアを使って伝送された信号で自局
への呼び出しがあることを検出した場合に、上記受信処理手段で、上記マルチキャリア信
号の受信に切換える制御を行う
　無線通信端末。
【請求項１１】
　請求項 記載の無線通信端末において、
　上記受信処理手段は、上記マルチキャリア信号が配置される１チャンネルの周波数間隔
の１／２で受信周波数の設定を行うようにして、マルチキャリア信号のガードバンドに配
置された上記狭帯域のキャリアの受信を行う
　無線通信端末。
【請求項１２】
　請求項 記載の無線通信端末において、
　上記受信処理手段は、上記狭帯域のキャリアの受信時に、上記マルチキャリア信号を構
成するサブキャリアに隣接した周波数位置の狭帯域のキャリアを受信する
　無線通信端末。
【請求項１３】
　請求項 記載の無線通信端末において、
　上記制御手段の制御に基づいた上記受信処理手段での上記狭帯域のキャリアの受信は、
情報伝送用のフレーム位置に同期したタイミングで行う
　無線通信端末。
【請求項１４】
　請求項 記載の無線通信端末において、
　上記受信処理手段が上記狭帯域のキャリアを受信した場合に、伝送路の推定をしないで
、このキャリアを用いて伝送された信号の受信処理を行う
　無線通信端末。
【請求項１５】
　基地局と端末局との間で、ＯＦＤＭ変調方式によるマルチキャリア信号を使用して情報
伝送を行う無線通信システムに適用されるプログラムにおいて、
　上記基地局で、送信する情報をＯＦＤＭ変調方式で変調して、端末局宛てのマルチキャ
リア信号を生成させ、
　端末局宛ての制御信号の一部については、上記マルチキャリア信号の帯域よりも狭帯域
のキャリアで変調する処理を実行させ、
　

　プログラム。
【請求項１６】
　基地局と端末局との間で、ＯＦＤＭ変調方式によるマルチキャリア信号を使用して情報
伝送を行う無線通信システムに適用されるプログラムにおいて、
　上記端末局で、用意された周波数帯域を使用して伝送されたマルチキャリア信号の受信
と、上記周波数帯域の近傍の狭帯域のキャリアの受信とを選択的に実行させ、
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、
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る
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　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば、データ通信などを行う無線通信システムに適用して好適な無線通信方
法、無線通信システム、無線基地局及び無線通信端末と、かかるシステムを構成する機器
に実装されるプログラ 関し、特にＯＦＤＭ（ Orthogonal Frequency Division Multip
lex ：直交周波数分割多重）変調方式で無線伝送する場合に好適なものに関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＯＦＤＭ変調方式により情報伝送を行う無線ＬＡＮシステムとして開発された無線通信方
式を、公衆マルチセルサービス用途に用いる試みがなされている。ＯＦＤＭ変調方式の場
合には、用意された１伝送チャンネル内に、複数のサブキャリアを用意して、それぞれの
サブキャリアに伝送させる情報を分散させて変調させて伝送させる方式である。ＯＦＤＭ
変調方式を使用した無線通信システムは、移動体通信におけるマルチパス遅延波の遅延時
間に比べて１ＯＦＤＭシンボルの時間長を長くすることが出来るためにマルチパス耐性に
優れ、移動体高速データ通信に適している。
【０００３】
図２９は、従来の無線通信システムのキャリア配置例を示した図である。ここでは、 HiSW
ANa と称される方式で決められたキャリア配置を示したものである。
中心キャリア周波数として、 5.17GHz 、 5.19GHz 、 5.21GHz 、 5.23GHz が定義されており
、各々のキャリアには、ガードバンドを含んで 20MHz の信号帯域が与えられている。
【０００４】
図３０は、従来の無線通信システムの１伝送チャンネルのサブキャリア配置例を示した図
である。図２９で示した各々の 20MHz 帯域内には、ＯＦＤＭ変調により生成されたサブキ
ャリア群が 312.5kHzおきに配置され、合計５３本のサブキャリア分が情報伝送用途として
占有されている。なお、ここでは５３本のサブキャリアの内の中心である、等価基底帯域
系におけるＤＣを中心とするサブキャリア（搬送波周波数帯における中心周波数 f0のサブ
キャリアに相当）は、情報が伝送されないヌルキャリア（ null carrier）となっている。
情報伝送用途に使用される周波数帯域は 16.5625MHzであり、両外の約 1.7MHz分は隣接キャ
リアとのアイソレーションをとるためのガードバンドとして確保され使用されていない。
【０００５】
図３１に、従来の無線通信システムにおける制御信号の送信フォーマットの例を示す。こ
こで示したシステムでは、 2m秒周期のＭＡＣフレームという送受信単位が定義されており
、１無線フレームは 2msec の長さを持っており、大別してブロードキャストバースト、ダ
ウンリンクフェーズ、アップリンクフェーズ、コンテンションフェーズの４つの部分から
構成される。なお図３１では、ブロードキャストバーストとダウンリンクフェーズだけを
示してあり、ダウンリンクフェーズについてはダウンリンクバーストペイロード（ＤＬバ
ーストペイロード）として示してある。
【０００６】
ブロードキャストバーストとダウンリンクフェーズは基地局から端末局への送信を行なう
区間であり、ブロードキャストバーストは主にその配下の全端末局に向けて送信される制
御信号を伝送する区間であり、ダウンリンクフェーズは主に各端末局にトラフィックデー
タを送信するための複数のダウンリンクバーストからなる区間である。アップリンクフェ
ーズ、コンテンションフェーズは、端末局から基地局への送信を行なう区間である。ブロ
ードキャストバーストには、ブロードキャストプリアンブル、基地局情報などを同報する
為のＢＣＨ、同一フレーム内のトラフィックチャネル割当等を各端末局に通知するための
ＦＣＨ、端末局からの発呼に用いられるＲＣＨに対する応答が行われるＡＣＨが含まれる
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。
【０００７】
ダウンリンクフェーズには、短いトラフィックチャネルであるＳＣＨと長いトラフィック
チャネルであるＬＣＨとが含まれる。ダウンリンクフェーズの期間においては、ひとつの
移動局に向けて複数のＳＣＨ及び／またはＬＣＨを連結して使うことが出来るようになっ
ており、これをＰＤＵ（プロトコルデータユニット）トレインと呼ぶ。このＰＤＵトレイ
ンごとに、その先頭にダウンリンクプリアンブルが付けられる。１ＰＤＵトレインにダウ
ンリンクプリアンブルが付加されたものをダウンリンクバーストと呼ぶ。アップリンクバ
ーストの期間においては、短いトラフィックチャネルであるＳＣＨと長いトラフィックチ
ャネルであるＬＣＨとが含まれる。アップリンクにおいても、ダウンリンクの場合と同様
にＰＤＵトレインが形成され、このＰＤＵトレインごとに、その先頭にアップリンクプリ
アンブルが付けられる。１ＰＤＵトレインにアップリンクプリアンブルが付加されたもの
をアップリンクバーストと呼ぶ。コンテンションフェーズには移動局からの発呼に用いら
れる RCH が含まれ、このＲＣＨひとつひとつの先頭にもアップリンクプリアンブルが付加
され、アップリンクバーストを形成する。
【０００８】
ブロードキャストプリアンブルは 16μ sec の長さを持っており、端末局はこの区間を受信
することにより電源投入後の基地局サーチ、初期同期獲得、フレーム同期、周波数誤差補
正、シンボル同期等を行なう。ダウンリンクプリアンブルは 8 μ sec の長さを持っており
、端末局はこの区間を受信することにより更に正確なタイミング補正、周波数誤差補正、
シンボル同期等を行なう。アップリンクプリアンブルは 16μ sec の長さを持っており、基
地局はこの区間を受信することにより端末局からの送信信号に対するタイミング補正、周
波数誤差補正、シンボル同期等を行なう。
【０００９】
このようなシステムにおいては、端末局呼出信号はＦＣＨにおける各端末局へのトラフィ
ックチャネル割当情報として伝送され、呼出されるのを待っている待受けモードの端末局
はブロードキャストバーストのＢＣＨ、ＦＣＨの全てを受信してから自分が呼びだされる
かどうかを判断するようになっている。
【００１０】
なお、端末局における待受け時間を増大させるために、全てのフレームの先頭におけるブ
ロードキャストバーストのＢＣＨ、ＦＣＨを受信するのではなく、基地局と端末局のネゴ
シエーションによって受信すべきフレーム間隔を間引くような運用方法も可能である。
【００１１】
図３２は、従来のＯＦＤＭ変調方式を適用した無線通信システムにおける端末局３００の
構成例を示す。先ず、送信系の構成を、信号の流れに沿って説明する。音声通信の場合は
音声信号が、コンピュータと接続されるようなデータ通信の場合にはデータ信号がデータ
入出力処理部３０１に入力され、適切なデジタルデータ列へと変換される。その出力は送
信データ処理部３１１に入力され、必要であれば図示しない無線通信の相手である別のＯ
ＦＤＭ無線装置（基地局）に送信する通信制御データを制御部３０２から受け取り、それ
を適宜マルチプレックスした後に無線区間で送信される為のフレームやスロット構造を形
成して出力される。
【００１２】
その出力はＣＲＣ（ Cyclic Redundancy Check ）付加部３１２に入力され、受信側での誤
り検出のための冗長度が付加されて出力される。その出力は暗号器３１３に入力され、暗
号化が施されて出力される。その出力はスクランブラ３１４に入力され、或る定められた
アルゴリズムにしたがって擬似的にランダムになるようなスクランブル処理を施されて出
力される。その出力は符号化器３１５に入力され、誤り訂正符号化が施され出力される。
畳込み符号化、ターボ符号化、リードソロモン符号化、あるいは複数の符号化の組み合わ
せによる連接符号化など、様々な種類の符号化が知られている。
【００１３】
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符号化器３１５の出力は、インターリーバ３１６に入力され、受信側において逆操作を行
うことによりバースト誤りがランダム誤りに変換できるよう、符号化されたビット列を特
定の規則に従って並べ替えるインターリーブが施され出力される。その出力は変調器３１
７に入力され、送信時の信号点にマッピングされ、同相成分（Ｉ成分）と直交成分（Ｑ成
分 ) とが出力される。その出力は複素ＩＦＦＴ部３１８に入力され、逆ＦＦＴ（逆高速フ
ーリエ変換）が施されることによるＯＦＭＤ変調が行われて出力される。
【００１４】
その出力は時間波形整形部３１９に入力され、例えばサイクルプリフィックス付加による
ガードタイムを設け、ＯＦＤＭ変調シンボルの立ち上がりと立ち下がりが滑らかになるよ
うなウィンドウイング処理が施されて出力される。その出力はＤＡ変換器３２０に入力さ
れて、デジタル波形からアナログ波形へと変換されて出力される。その出力はＲＦ送信器
３２１に入力される。このＲＦ送信器３２１においては、フィルタリング、Ｉ成分とＱ成
分によるベクトル変調、適切な送信周波数チャネルへの周波数変換、送信電力制御、増幅
等が行われて出力される。
【００１５】
ＲＦ送信器３２１からの出力信号はアンテナ共用器３２２に入力され、そのアンテナ共用
器３２２からの出力はアンテナ３２３に入力され、最終的にはアンテナ３２３から電磁波
として送信される。この送信信号は、図示していない無線通信の相手である別のＯＦＤＭ
無線装置（基地局）によって受信される。アンテナ共用器３２３は送信信号と受信信号を
分離するためのもので、送信と受信とが異なるタイミングで実行されるＴＤＤ方式やＦＤ
Ｄ／ＴＤＭＡ方式においてはアンテナスイッチが、それ以外の方式ではデュープレクサが
一般に使用される。
【００１６】
次に、端末局３００の受信系の構成を説明する。ここで端末局３００で受信する信号は、
図示していない無線通信の相手である別のＯＦＤＭ無線装置（基地局）によって送信され
たものであり、上述した端末局３００の送信系と同様の処理を行って送信信号が作られて
いるものとする。
【００１７】
図示していない無線通信の相手である別のＯＦＤＭ無線装置（基地局）による送信信号は
電磁波としてアンテナ３２３で受信される。その信号はアンテナ共用器３２２で自局の送
信信号と分離されて受信系の回路であるＲＦ受信器３３１に入力される。このＲＦ受信器
３３１においては、増幅、不要周波数成分の減衰、希望周波数チャネルの選択、周波数変
換、受信信号振幅レベル制御、Ｉ成分とＱ成分とを分離するベクトル検波、帯域制限など
が行われてＩ成分とＱ成分が出力される。ＲＦ受信器３３１からの出力は、ＡＤ変換器３
３２に入力されてアナログ波形からデジタル波形へと変換されて出力される。
【００１８】
その出力は同期回路３３３に入力され、フレーム同期、周波数誤差補正等が施されて出力
される。また、電源投入直後等に可能な通信相手を探索するような場合には、この同期回
路３３３にて同期信号検出を行ったり初期同期を行うように構成されている。同期回路３
３３の出力は時間波形整形部３３４に入力され、例えばサイクルプリフィックス付加によ
るガードタイムを除去するような時間波形整形を施されて出力される。この出力は複素Ｆ
ＦＴ部３３５に入力され、ＦＦＴ（高速フーリエ変換）が施されることによるＯＦＤＭ復
調が行われて出力される。この出力は等化器３３６に入力される。
【００１９】
等化器３３６においては伝送路の推定や推定結果による等化が行われる。場合によっては
、同期回路３３３の情報も等化器３３６に入力され、伝送路推定等に使用される。等化器
３３６の出力は復調器３３７に入力され、信号点判定が施されて受信ビット推定値が出力
される。その出力はデインターリーバ３３８に入力され、符号化されたビット列を特定の
規則に従って並べ替えるデインターリーブが施され出力される。その出力は復号器３３９
に入力され送信側で施された誤り訂正符号の復号が行われて出力される。
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【００２０】
その出力はデスクランブラ３４０に入力され、送信側で行われたスクランブルの逆変換で
あるデスクランブル処理が施されて出力される。その出力は暗号解除器３４１に入力され
、送信側で施された暗号化が解除されて出力される。その出力はＣＲＣチェック部３４２
に入力され、ＣＲＣを外したデータとその受信ブロックのＣＲＣチェックの結果とが出力
される。その出力は受信データ処理部３４３に入力される。受信ブロックのＣＲＣチェッ
クの結果誤りが無いと判断されていれば、無線区間で送信のために施されたフレーム構造
やスロット構造を外して出力する。その出力はデータ入出力処理部３０１に入力され、音
声通信の場合は音声信号が、コンピュータと接続されるようなデータ通信の場合にはデー
タ信号へと変換されて出力される。
【００２１】
受信データに図示しない無線通信の相手である基地局から送信された通信制御データが含
まれていた場合には、その部分を受信データ処理部３４３が取り出して出力し、その出力
は受信系制御線３０４を介して制御部３０２に入力され、制御部３０２は受け取った制御
データを解釈して、その指示に従って端末局３００の各部の動作制御を行う。
【００２２】
仮に、ＡＲＱ（ Automatic Request for Reception ）方式が採用されている場合には、受
信データ処理部３４３は以下のように動作する。即ち、ＣＲＣチェック部３４２からの入
力信号に、受信ブロックに誤りが含まれていないという情報が含まれていた場合は、上述
したように受信ブロックを受信データ処理部３４３へと出力する一方、受信ブロックに誤
りが含まれていなかった旨を受信系制御線３０４を介して制御部３０２へと出力し、これ
を受け取った制御部３０２は、図示しない無線通信相手である別のＯＦＤＭ無線装置（基
地局）にＡＣＫ信号を送信するように送信系制御線３０３を介して送信データ処理部３１
１に指示する。
送信データ処理部３１１は送信ＡＣＫ信号を送信データにマルチプレックスする等して、
以下は既に説明した送信系の処理でＡＣＫ信号が基地局に向けて送信される。
【００２３】
逆に、ＣＲＣチェック部３４２からの入力信号に、受信ブロックに誤りが含まれていたと
いう情報が含まれていた場合は、上述したような受信ブロックを受信データ処理部３４３
へと出力せず、受信ブロックに誤りが含まれていた旨を受信系制御線３０４を介して制御
部３０２へと出力する。これを受け取った制御部３０２は、図示しない無線通信相手であ
る基地局にＮＡＫ信号を送信するように送信系制御線３０３を介して送信データ処理部３
１１に指示し、送信データ処理部３１１は送信ＮＡＫ信号を送信データにマルチプレック
スする等して、以下は既に説明したような送信系の処理にしたがってＮＡＫ信号が基地局
に向けて送信される。これを受信した基地局は、ＮＡＫ信号が送られてきたブロックの再
送を行う。
【００２４】
また、ＡＲＱ方式等の再送が用いられていない、音声通信のようなストリーム通信の場合
には、受信データ処理部３４３は以下のように動作する。即ち、ＣＲＣチェック部３４２
からの入力信号に、受信ブロックに誤りが含まれていないという情報が含まれていた場合
は、上述したように受信ブロックを受信データ処理部３４３へと出力する。逆に、ＣＲＣ
チェック部３４２からの入力信号に、受信ブロックに誤りが含まれていたという情報が含
まれていた場合は、受信データ処理部３４３は当該受信ブロックを破棄し、イレイジャー
として扱い、ひとつ前の受信ブロックを用いて補完するなどの処理を行う。
【００２５】
送信系の各部は送信系制御線３０３を介して制御部３０２に接続されており、制御部３０
２はこれを介して送信系のオン・オフ制御、ＲＦ送信器３３１の動作制御・状態監視、送
信タイミングの微調整、符号化方式や信号点マッピングの方式の変更、前述した再送制御
等、様々な送信系の動作の制御・監視を行う。受信系の各部は受信系制御線３０４を介し
て制御部３０２に接続されており、制御部３０２はこれを介して受信系のオン・オフ制御
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、ＲＦ受信器３３１の動作制御・状態監視、受信タイミングの微調整、復号方式や信号点
デマッピングの方式の変更、前述した再送制御等、様々な受信系の動作の制御・監視を行
う。
【００２６】
【発明が解決しようとする課題】
このようなＯＦＤＭ通信システムにおいて、基地局側から端末局を呼びだすための信号は
送信帯域のサブキャリア全てに情報を載せて送信され、端末局は全てのサブキャリアを受
信して呼出信号の受信を行なっていた。すなわち、送受信するデータの有無に関わらず、
2m秒おきに 20MHz 分の帯域信号を受信してデコードしていなければならない。したがって
、情報データの送受信を行わない場合であっても、多大な信号処理が課せられていること
になる。特に、端末局がバッテリにより駆動されている移動可能な局である場合などには
、バッテリが無駄に消費してしまうという問題があった。
【００２７】
この問題を緩和させるために、すべてのＭＡＣフレームにおける制御信号フィールドを受
信するのではなく、基地局と端末局のネゴシエーションにより受信すべきフレーム間隔を
間引くような運用方法が一般的に知られている。
【００２８】
ところが、受信すべきフレーム間隔を間引いた場合でも、受信するフレーム期間では、情
報の送受信を行う場合と同様の受信が必要であり、端末局での負担がそれほど減るもので
はない。
【００２９】
本発明は、この種の無線通信システムにおいて、制御信号を基地局から端末局に伝送する
際の、基地局又は端末局での負担を減らすことを目的とする。
【００３０】
【課題を解決するための手段】
　 発明は、基地局と端末局との間で、ＯＦＤＭ変調方式によるマルチキャリア信号を使
用して情報伝送を行う場合において、情報伝送に使用する複数の周波数帯域が連続して存
在する場合に、基地局から送信される端末局宛ての制御信号の一部を、情報伝送に使用す
る周波数帯域の近傍に配した、マルチキャリア信号の帯域よりも狭帯域のキャリアを用い
て伝送

ものである。
【００３１】
　かか 明によると、端末局で制御信号の一部だけを受信する場合に、狭帯域のキャリ
アだけを受信すれば良くなる。
【００３６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の第１の実施の形態を、図１～図１２を参照して説明する。
【００３７】
まず、本例の無線通信システムの構成例を、図１を参照して説明する。ここでは、１台の
基地局１が、有線で接続された外部ネットワーク２に接続してあり、基地局１が複数台の
端末局（移動局）３，４と無線通信を行う構成としてある。
ここでは２台の端末局だけを示してあるが、より多くの台数の端末局を用意することも可
能である。各端末局３，４は、原則的に基地局１との間で無線通信を行う構成としてある
。無線通信を行う方式としては、従来の技術の欄で説明した、マルチキャリア信号が使用
されるＯＦＤＭ変調方式を適用するようにしてあり、ここでは HiSWANa と称される無線通
信方式を基本としてある。
【００３８】
基地局の構成について、図２を参照して説明する。図２は、基地局の送信部１００の構成
を示した図である。基地局内では、音声信号やデータ通信の為のデジタルデータが図示し
ないデータ入出力処理部によって適切なデジタルデータ列へと変換され、その出力が送信
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し、狭帯域のキャリアの帯域幅は、情報伝送に使用する信号帯域で適用されている
シンボルレートもしくはサンプルレートの整数分の１とした

る発



データ処理部１１０に入力する。ここで、必要であれば、図示しない無線通信の相手であ
る端末局に送信する通信制御データを制御部１０１から受け取り、それを適宜マルチプレ
ックスした後に無線区間で送信される為のフレームやスロット構造を形成して出力する。
【００３９】
送信データ処理部１１０の出力はＣＲＣ付加部１１２に入力され、受信側での誤り検出の
ための冗長度が付加されて出力される。ＣＲＣ付加部１１２の出力は暗号器１１３に入力
され、暗号化が施されて出力される。暗号器１１３の出力はスクランブラ１１４に入力さ
れ、或る定められたアルゴリズムにしたがって擬似的にランダムになるようなスクランブ
ル処理を施されて出力される。スクランブラ１１４の出力は符号化器１１５に入力され、
誤り訂正符号化が施され出力される。ここでの符号化としては、例えば畳込み符号化、タ
ーボ符号化、リードソロモン符号化、あるいは複数の符号化の組み合わせによる連接符号
化など、様々な種類の符号化が適用可能である。
【００４０】
符号化器１１５の出力はインターリーバ１１６に入力され、受信側において逆操作を行う
ことによりバースト誤りがランダム誤りに変換できるよう、符号化されたビット列を特定
の規則に従って並べ替えるインターリーブが施され出力される。インターリーバ１１６の
出力は変調器１１７に入力され、送信時の信号点にマッピングされ、同相成分（Ｉ成分）
と直交成分（Ｑ成分 ) とが出力される。それぞれの成分の出力は複素ＩＦＦＴ（逆高速フ
ーリエ変換）部１１８に入力され、逆高速フーリエ変換処理が施されることによるＯＦＤ
Ｍ変調が行われて出力される。
【００４１】
このＯＦＤＭ変調された信号は、加算部１１９に入力されるものの、通常はここでは何も
されずにそのまま出力される。その出力は時間波形整形部１２０に入力され、例えばサイ
クルプリフィックス付加によるガードタイムを設け、ＯＦＤＭ変調シンボルの立ち上がり
と立ち下がりが滑らかになるようなウィンドウイング処理が施されて出力される。その出
力はＤＡ変換器１２１に入力されて、デジタル波形からアナログ波形へと変換されて出力
される。その出力はＲＦ送信器１２２に入力される。このＲＦ送信器１２２においては、
フィルタリング、Ｉ成分とＱ成分によるベクトル変調、適切な送信周波数チャネルへの周
波数変換、送信電力制御、増幅等が行われて出力される。
【００４２】
ＲＦ送信器１２２からの出力信号は、基地局送信部１００からの送信信号として図示しな
いアンテナ共用器に入力され、そのアンテナ共用器からの出力は図示しないアンテナに入
力され、最終的にはそのアンテナから電磁波として送信される。この送信信号は、無線通
信の相手である端末局によって受信される。
【００４３】
ここまでの送信系の説明は、通常の送信処理であるが、基地局から端末局宛の特定の制御
データを送信する必要が有る場合には、基地局送信部１００は以下のような動作を行なう
。即ち、制御部１０１は、端末局宛の特定の制御データが有る事を認識すると、端末局宛
の特定の制御データを送信系制御信号線１０２を介して端末局制御信号波形作成部１０３
に送り、端末局制御信号波形作成部１０３はその受信したデータに相当する信号波形を作
成する。作成された信号波形は加算部１１９に入力され、複素ＩＦＦＴ部１１８からの信
号と加算され、出力される。これ以降の処理は上述した通常の送信信号の場合と同様であ
る。
【００４４】
なお、加算器１１９で特定の制御データの信号波形を加算する位置が、複素ＩＦＦＴ部１
１８で作成されたＯＦＤＭ変調波と重なる位置である場合には、その重なる位置のＯＦＤ
Ｍ変調波は、無効なデータとなるようにする。即ち、送信系制御信号線１０２を介し、送
信データ作成部１１１で作成するビット列においてそのサブキャリアで送信されるデータ
の部分をヌルで埋めるように指示し、送信データ作成部４０１はその処理を行なう。ＣＲ
Ｃ付加部１１２から複素ＩＦＦＴ部１１８までは、その部分のデータがないものとして、
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通常と同様の処理を行なう。そして、加算器１１９で、そのデータがない部分に、端末局
制御信号波形作成部１０３が作成した信号波形を加算して、送信処理を行う。
【００４５】
このように構成される基地局からは、端末局に対して制御信号についても伝送するように
構成してあり、その制御信号の内の特定の制御信号（制御信号波形作成部１０３で作成さ
れる制御信号）については、ＯＦＤＭ変調されたマルチキャリア信号とは別に伝送するよ
うにしてある。ここで、本例における特定の制御信号の配置について概略を説明する。図
３は、本例の無線通信システムにおけるキャリア配置の一例を示した図である。
【００４６】
ここでは、 20MHz おき（ 5.17GHz,5,19GHz,5,21GHz,‥‥）に情報通信用キャリアＣ１，Ｃ
２，Ｃ３，Ｃ４，‥‥が配置されて、それぞれの情報通信用キャリアで、マルチキャリア
信号であるＯＦＤＭ変調信号が伝送されるようにしてある。
ここまでは従来例として図２９に示した周波数配置と同じであるが、本例の場合には、 20
MHz おきに配置された情報通信用キャリアのガードバンドにあたるところに、狭帯域の制
御信号用キャリアＣ 11，Ｃ 12，Ｃ 13，‥‥を配置する。この狭帯域の制御信号用キャリア
は、情報通信用キャリアの中心周波数からちょうど 10MHz 離れたところに配置してあり、
ガードバンドの中心に位置していることになる。この狭帯域の制御信号用キャリアを使用
して、基地局から端末局宛の一部の制御信号を送信する。
【００４７】
この図３に示すように狭帯域キャリアを配置することで、例えば端末局で狭帯域キャリア
を受信するためには、端末局の受信チャンネルを決める周波数シンセサイザを、従来、情
報通信用キャリアの周波数間隔である 20MHz ステップで変化させる構成であったものを、
本例の場合には、 10MHz ステップで変化させる構成とすれば、狭帯域キャリアについても
受信できるようになる。端末局の具体的な構成については後述する。狭帯域キャリアの信
号帯域幅は、好ましくは、情報通信用キャリアのシンボルレートあるいはサンプルレート
の整数分の１になっている。狭帯域キャリアが配置された帯域は、ガードバンドにあたる
周波数帯であり、隣接帯域への電力の漏洩がなければ、他の帯域での通信を妨げるもので
はない。
【００４８】
狭帯域キャリアで基地局から送信される信号は、情報通信用キャリアで送信される信号と
フレーム同期がとられている。即ち、図４に本例の無線通信システムにおける制御信号の
送信フォーマットを示すと、基地局が狭帯域キャリアを使用して送信する制御信号Ｄｂは
、情報通信用キャリアで送信される信号Ｄａのフレーム周期であるＭＡＣフレームの送信
開始時刻にあわせて送信されている。ＭＡＣフレームは、従来例で図３１を参照して説明
したように、一定の時間（ここでは 2m秒）毎に周期的に設定される送受信単位であり、図
４に示した情報通信用キャリアで送信される信号Ｄａの基本的な構成は、図３１に示した
従来の信号と同じである。
【００４９】
それぞれのＭＡＣフレームの前半では、情報通信用キャリアを使用して、基地局から各端
末局に送信する下りチャンネルの信号が伝送され、ＭＡＣフレームの後半は、各端末局か
ら基地局への上りチャネルが送信されてくるタイミングとしてある。狭帯域キャリアを使
用した基地局から端末局への制御信号Ｄｂの送信については、ＭＡＣフレーム内の下りチ
ャンネルの信号伝送期間内に行われるようにしてある。ここでは、図４に示すように、１
単位のＭＡＣフレームの始端から、狭帯域キャリアの送信を開始させ、そのフレーム内の
ダウンリンクバーストペイロードが終わるまでに、狭帯域キャリアの送信を終了させる。
【００５０】
このように狭帯域信号を基地局から送信することで、端末局では、狭帯域信号のみを受信
している場合であっても、該基地局における情報通信用キャリアのＭＡＣフレームの切れ
目を認識することが可能となり、狭帯域信号を受信して得られた情報により情報通信用キ
ャリアにおける受信を開始したり情報通信用キャリアにおける送信を開始すべきことが明
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らかになった場合などには、即座にＭＡＣフレームの切れ目を認識し、所望の処理を行う
ことが可能となる。
【００５１】
狭帯域キャリアを使用して基地局から端末局に送信される制御信号の一部としては、例え
ば、端末局を個別又はグループ毎に呼び出すための呼出し信号とする。この信号を端末局
で受信することで、端末局は基地局からの呼び出しがあることを判別できる。この呼出し
信号を使用した処理の具体例については後述する。
なお、本例の場合には、狭帯域キャリアを使用して端末局の呼出し信号を基地局から送信
する場合であっても、情報通信用キャリアを使用して、ＭＡＣフレーム内の制御信号送信
区間内にも、予めシステムで決められた通りの構成で、端末局の呼出し信号を送信する。
但し、情報通信用キャリアを使用した、端末局の呼出し信号の内の一部の信号の送信につ
いては、省略するようにしても良い。
【００５２】
ここまで説明したように狭帯域キャリアを使用して送信する場合に、基地局は、図３に示
すように各ガードバンドに配置された複数の狭帯域キャリアで、それぞれの別の信号を送
信するようにして、例えば１本の狭帯域キャリアに割当てる端末局（又はグループ）を予
め決めるようにしても良い。
【００５３】
或いは、複数の狭帯域キャリアにて同一の信号を送信するようにしても良い。
これは、伝送路が遅延を伴うマルチパスにより周波数選択性フェージングの影響を受けて
いる場合には特に有効で、情報通信用キャリアの下方に配置された狭帯域キャリアで送信
された信号がフェージングの谷に落ちていた場合であっても、情報通信用キャリアの上方
に配置された狭帯域キャリアで送信された信号はフェージングの谷に落ちていないなどと
いう周波数ダイバーシティ効果を得ることができる。このような場合、端末局は、上方に
配置された狭帯域キャリアと下方に配置された狭帯域キャリアのうちどちらか受信状況の
よいほうを受信することが可能となる。
【００５４】
なお、図３，図４に示した周波数配置では、狭帯域キャリアを、ＯＦＤＭ変調信号のガー
ドバンドの中心に配置するようにしたが、ガードバンドの中心でなくても良い。例えば、
図５に示すように、複数のサブキャリアが一定の周波数間隔で配置されたＯＦＤＭ変調信
号Ｃ１の内の最も上又は下の周波数のサブキャリアに隣接して、制御信号用の狭帯域キャ
リアＣ 11′を配置しても良い。この場合、制御信号用の狭帯域キャリアＣ 11′と隣接した
サブキャリアとの周波数間隔を、ＯＦＤＭ変調信号のサブキャリアの周波数間隔と等しく
設定するようにしても良い。
【００５５】
この図５に示すように制御信号用の狭帯域キャリアを配置することで、基地局側で狭帯域
キャリアを配置する処理が、ＯＦＤＭ変調信号を生成させるブロック内で、他の信号と同
時に処理できることになる。即ち、この場合には、送信データ処理部１１１から変調器１
１７までの回路で、狭帯域キャリア用の制御信号についても同時に送信処理を行い、複素
ＩＦＦＴ部１１８でサブキャリアが１本多いＯＦＤＭ変調信号を生成させれば良い。図５
のキャリア配置で送信処理を行う場合には、端末局制御信号波形作成部１０３と加算器１
１９は必要なくなり、それだけ基地局の送信系の構成が簡単になる。
【００５６】
また、ガードバンドの中心や、ＯＦＤＭ変調信号を構成するサブキャリアに隣接した位置
以外に、制御信号用の狭帯域キャリアを配置して無線伝送行うようにしても良い。
【００５７】
次に、本例の無線通信システムで使用される端末局の構成について説明する。
図６は、本例の無線通信システムにおける端末局装置２００の構成の一例を示した図であ
る。端末局装置２００は、例えば、内蔵されたバッテリーを電源として使用して、持ち運
び可能な移動局として構成される。
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【００５８】
まず、端末局装置２００の送信系の構成について説明する。音声通信の場合は音声コーダ
ーの出力が、コンピュータと接続されるようなデータ通信の場合にはデータ信号がデータ
入出力処理部２０１に入力され、適切なデジタルデータ列へと変換される。その出力は送
信データ処理部２１１に入力され、必要であれば図示しない無線通信の相手である別のＯ
ＦＤＭ無線装置（基地局）に送信する通信制御データを制御部２０２から受け取り、それ
を適宜マルチプレックスした後に無線区間で送信される為のフレームやスロット構造を形
成して出力される。
【００５９】
送信データ処理部２１１の出力は、ＣＲＣ付加部２１２に入力され、受信側での誤り検出
のための冗長度が付加されて出力される。その出力は暗号器２１３に入力され、暗号化が
施されて出力される。その出力はスクランブラ２１４に入力され、或る定められたアルゴ
リズムにしたがって擬似的にランダムになるようなスクランブル処理を施されて出力され
る。その出力は符号化器２１５に入力され、誤り訂正符号化が施され出力される。畳込み
符号化、ターボ符号化、リードソロモン符号化、あるいは複数の符号化の組み合わせによ
る連接符号化など、様々な種類の符号化が適用可能である。
【００６０】
符号化器２１５の出力はインターリーバ２１６に入力され、受信側において逆操作を行う
ことによりバースト誤りがランダム誤りに変換できるよう、符号化されたビット列を特定
の規則に従って並べ替えるインターリーブが施され出力される。その出力は変調器２１７
に入力され、送信時の信号点にマッピングされ、同相成分（Ｉ成分）と直交成分（Ｑ成分
) とが出力される。それぞれの成分の出力は複素ＩＦＦＴ部２１８に入力され、逆高速フ
ーリエ変換処理が施されることによるＯＦＤＭ変調が行われて出力される。その出力は時
間波形整形部２１９に入力され、例えばサイクルプリフィックス付加によるガードタイム
を設け、ＯＦＤＭ変調シンボルの立ち上がりと立ち下がりが滑らかになるようなウィンド
ウイング処理が施されて出力される。
【００６１】
時間波形整形部２１９の出力は、ＤＡ変換器２２０に入力されてデジタル波形からアナロ
グ波形へと変換されて出力される。ＤＡ変換器２２０の出力は、ＲＦ送信器２２１に入力
される。このＲＦ送信器２２１においては、フィルタリング、Ｉ成分とＱ成分によるベク
トル変調、適切な送信周波数チャネルへの周波数変換、送信電力制御、増幅等が行われて
出力される。ＲＦ送信器２２１からの出力信号はアンテナ共用器２２２に入力され、その
アンテナ共用器２２２からの出力はアンテナ２２３に入力され、最終的にはアンテナ２２
３から電磁波として送信される。この送信信号は、無線通信の相手である基地局によって
受信される。アンテナ共用器２２２は送信信号と受信信号を分離するためのもので、アン
テナスイッチ又はデュープレクサが一般に使用される。
【００６２】
次に、端末局の受信系の構成について説明する。まず、端末局２００が情報通信用キャリ
アにて通常のトラフィックを受信する場合の受信系の処理構成について説明する。ここで
、端末局２００で受信する信号は、無線通信の相手である基地局によって送信されたもの
である。
【００６３】
基地局から送信された信号は、電磁波としてアンテナ２２３で受信される。その信号はア
ンテナ共用器２２２で、端末局からの送信信号と分離された後に、ＲＦ受信器２３０に入
力される。ＲＦ受信器２３０においては、ＲＦ増幅器２３１によって受信信号が増幅され
、その増幅出力が、周波数合成器２３３によって作られる正弦波と直交検波器２３２にお
いて混合され、ＤＣを中心周波数とするＩ成分とＱ成分に分離され、第１，第２のフィル
タ２３４，２３５によって特定の信号の帯域だけが濾過される。第１のフィルタ２３４は
、後述する狭帯域キャリア又は特定のサブキャリアで伝送される、特定の制御信号を抽出
するためのフィルタであり、第２のフィルタ２３５よりも通過帯域幅が狭く設定してある
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。第２のフィルタ２３５は、通常のトラフィックの信号を抽出するためのフィルタであり
、ＯＦＤＭ変調された１単位の伝送チャンネルの信号を抽出するためのフィルタである。
【００６４】
第１のフィルタ２３４の出力は、第１のＡＤ変換器２４１に入力されて、アナログ波形か
らデジタル波形に変換する。第１のＡＤ変換器２４１の出力は、制御信号受信器２４２に
入力される。制御信号受信器２４２では、基地局からの制御信号を検出して、その検出情
報を、制御信号線（後述する呼出し報知信号線）２０５を介して制御部２０２に伝送する
。制御信号受信器２４２で検出する制御信号としては、例えば基地局から自局又は自局が
属するグループを呼び出していることを示す信号がある。
【００６５】
第２のフィルタ２３５の出力は、第２のＡＤ変換器２５１に入力されて、アナログ波形か
らデジタル波形へと変換されて出力される。この出力は、例えばオーバーサンプルされて
、ディジタルフィルタなどによりさらに希望信号の帯域だけを濾過する手段が付加されて
いる場合もある。第２のＡＤ変換器２５１の出力は同期回路２５２に入力され、フレーム
同期、周波数誤差補正等が施されて出力される。また、電源投入直後等に可能な通信相手
を探索するような場合には、この同期回路２５２にて同期信号検出を行ったり初期同期を
行うように構成されている。
【００６６】
同期回路２５２の出力は時間波形整形部２５３に入力され、例えばサイクルプリフィック
ス付加によるガードタイムを除去するような時間波形整形を施されて出力される。この出
力は複素ＦＦＴ（高速フーリエ変換）部２５４に入力され、高速フーリエ変換処理が施さ
れることによるＯＦＤＭ復調が行われて出力される。この復調出力は等化器２５５に入力
される。等化器２５５においては、伝送路の推定や推定結果による等化が行われる。場合
によっては、同期回路２５４の情報も等化器２５５に入力され、伝送路推定等に使用され
る。等化器２５５の出力は復調器２５６に入力され、信号点判定が施されて受信ビット推
定値が出力される。その出力はデインターリーバ２５７に入力され、符号化されたビット
列を特定の規則に従って並べ替えるデインターリーブが施され出力される。その出力は復
号器２５８に入力され、送信側で施された誤り訂正符号の復号が行われて出力される。
【００６７】
復号器２５８の出力はデスクランブラ２５９に入力され、送信側で行われたスクランブル
の逆変換であるデスクランブル処理が施されて出力される。その出力は暗号解除器２６０
に入力され、送信側で施された暗号化が解除されて出力される。その出力はＣＲＣチェッ
ク部２６１に入力され、ＣＲＣ符号を外したデータとその受信ブロックのＣＲＣチェック
の結果とが出力される。その出力は受信データ処理部２６２に入力される。受信ブロック
のＣＲＣチェックの結果誤りが無いと判断されていれば、無線区間で送信のために施され
たフレーム構造やスロット構造を外して出力する。その出力はデータ入出力処理部２０１
に入力され、音声通信の場合は音声信号が、コンピュータと接続されるようなデータ通信
の場合にはデータ信号へと変換されて出力される。
【００６８】
受信データに基地局からの通信制御データが含まれていた場合には、その部分を受信デー
タ処理部２６２が取り出して出力し、その出力は受信系制御線２０４を介して制御部２０
２に入力され、制御部２０２は受け取った制御データを解釈してその指示に従って端末局
２００の各部の動作制御を行う。
【００６９】
仮にＡＲＱ方式が採用されている場合には、受信データ処理部２６２は以下のように動作
する。即ち、ＣＲＣチェック部２６１からの入力信号に、受信ブロックに誤りが含まれて
いないという情報が含まれていた場合は、上述したように受信ブロックを受信データ処理
部２６２へと出力する一方、受信ブロックに誤りが含まれていなかった旨を受信系制御線
２０４を介して制御部２０２へと出力し、これを受け取った制御部２０２は、基地局にＡ
ＣＫ信号を送信するように送信系制御線２０３を介して送信データ処理部２１１に指示し
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、送信データ処理部２１１は送信ＡＣＫ信号を送信データにマルチプレックスする等して
、以下は既に説明したような送信系の動作にしたがってＡＣＫ信号が基地局に向けて無線
送信される。
【００７０】
逆に、ＣＲＣチェック部２６１からの入力信号に、受信ブロックに誤りが含まれていたと
いう情報が含まれていた場合は、上述したような受信ブロックを受信データ処理部２６２
へと出力せず、受信ブロックに誤りが含まれていた旨を受信系制御線２０４を介して制御
部２０２へと出力し、これを受け取った制御部２０２は、基地局にＮＡＫ信号を送信する
ように送信系制御線２０３を介して送信データ処理部２１１に指示し、送信データ処理部
２１１は送信ＮＡＫ信号を送信データにマルチプレックスする等して、以下は既に説明し
たような送信系の動作にしたがってＮＡＫ信号が基地局に向けて送信される。これを受信
した基地局は、ＮＡＫ信号が送られてきたブロックの再送を行う。
【００７１】
仮にＡＲＱ等の再送が用いられていない、音声通信のようなストリーム通信の場合には、
受信データ処理部２６２は以下のように動作する。即ち、ＣＲＣチェック部２６１からの
入力信号に、受信ブロックに誤りが含まれていないという情報が含まれていた場合は、上
述したように受信ブロックを受信データ処理部２６６へと出力する。逆に、ＣＲＣチェッ
ク部２６１からの入力信号に、受信ブロックに誤りが含まれていたという情報が含まれて
いた場合は、受信データ処理部２６２は当該受信ブロックを破棄し、イレイジャーとして
扱い、ひとつ前の受信ブロックを用いて補完するなどの処理を行う。
【００７２】
送信系の各部は送信系制御線２０３を介して制御部２０２に接続されており、制御部２０
２はこれを介して送信系のオン・オフ制御、ＲＦ送信器２２１の動作制御・状態監視、送
信タイミングの微調整、符号化方式や信号点マッピングの方式の変更、前述した再送制御
等、様々な送信系の動作の制御・監視を行う。受信系の各部は受信系制御線２０４を介し
て制御部２０２に接続されており、制御部２０２はこれを介して受信系のオン・オフ制御
、ＲＦ受信器２３０の動作制御・状態監視、受信タイミングの微調整、復号方式や信号点
デマッピングの方式の変更、前述した再送制御等、様々な受信系の動作の制御・監視を行
う。
【００７３】
次に、本例の通信システムでの端末局２００の待受け時の動作について、図７を参照して
説明する。ここでの待受けとは、基地局と情報通信は行っていないものの、基地局から呼
出された場合にはこれに応答する状態である。また以下の説明では、狭帯域キャリアで送
信されてくる制御信号は、具体的には端末局の呼出の為の信号データ、又はその呼出の為
の信号データの一部である場合を想定する。
【００７４】
まず端末局２００は、電源オンになってから（ステップＳ１１）、待受け動作に入る前に
、基地局に対してアソシエーションを行ない、呼出のための符号、ないしはそれに相当す
るデータを受信済みとする（ステップＳ１２）。また、基地局と端末局のネゴシエーショ
ンによって受信すべきフレーム間隔を間引く事も合意されており、その時間間隔ならびに
基準時間も端末局２００の制御部２０２に設定されているものとする。
【００７５】
ここまでの設定が行われた上で、狭帯域キャリアで送信されてくる制御信号を受信する際
には、端末局内の基本周波数発振器と制御部２０２の内部に有るカウンタだけが常時動作
し、次に起動して受信すべきタイミングを測定するタイマーセットが行われた状態として
おり、それ以外の全ての部分は受信系制御信号線２０４を介した制御部２０２からの制御
により、電源がオフになったスリープ状態とされる（ステップＳ１３）。
【００７６】
このスリープ状態となっているときに受信すべき時間が近づくと、基本周波数発振器の周
波数誤差及び端末局受信機の電源投入後の立ち上がり時間を考慮に入れて、制御部２０２
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は受信すべき信号が来ると想定している時間より若干早く、受信系の制御信号線２０４を
介して、待受け信号受信に必要な部分の電源をオンにするように制御を行う。
【００７７】
そして、狭帯域キャリアで送信されてくる制御信号を受信するタイミングになると、第１
のフィルタ２３４と第１のＡＤ変換器２４１と制御信号受信器２４２のみが動作を開始し
、基地局から送信された信号のうち、狭帯域キャリアで送信された制御信号の帯域を受信
する（ステップＳ１４）。この際、第２のフィルタ２３５を除くＲＦ受信器２３０と第１
のＡＤ変換器２４１と制御信号受信器２４２の電源がオンになるだけで、端末局内の他の
受信部は電原オンとならない。
【００７８】
具体的には、狭帯域キャリアの帯域幅に相当する第１の帯域幅のみ通過するよう、第１の
フィルタ２３４によって受信信号は帯域制限され、その出力が第１のＡＤ変換器２４１に
入力される。このように帯域を制限されたアナログ受信信号は、第１のＡＤ変換器２４１
において、この第１の帯域幅の１倍以上の周波数、好適には２倍以上の周波数でサンプリ
ングされ、デジタル信号に変換されて出力される。出力されたデジタル信号は、基地局か
らの呼出し信号を検出する制御信号受信器２４２に入力され、自分（自局）、あるいは自
分を含む呼出しグループが呼出されていないかを判断する。
【００７９】
制御信号受信器２４２において、自分、あるいは自分を含む呼出しグループが呼出されて
いると判断された場合には、呼出し報知信号線２０５を介して呼出されている旨を制御部
２０２に通知し、自局が呼び出された場合の処理に移る（ステップＳ１５）。例えば、次
のＭＡＣフレームのＯＦＤＭ変調信号の先頭部で送信される、もともとシステムにおいて
用意されている、正規の呼出信号が含まれる制御信号を受信できるように、制御部２０２
は受信系制御信号線２０４を介して受信系を動作させる。この場合、キャリア配置が例え
ば図３に示す設定である場合には、狭帯域キャリアの受信から、ＯＦＤＭ変調信号の受信
に移るので、少なくとも 10MHz 受信周波数が変化する。そして、その受信したＭＣＡフレ
ーム内に配された制御信号で指示された、自局に割当てられた周波数やタイムスロットな
どを判断して、その指示された周波数やスロットを使用して、情報伝送を行う（ステップ
Ｓ１６）。
【００８０】
ステップＳ１４での狭帯域キャリアの受信で、自局（又は自局が属するグループ）が呼び
出されてないと判断した場合には、ステップＳ１３のスリープ状態に戻って、次の狭帯域
キャリアの受信まで待機する。そして、ステップＳ１４での狭帯域キャリアの受信で、自
局（又は自局が属するグループ）が呼び出された判断して、ステップＳ１５での正規の呼
出信号が含まれる制御信号を受信して、自局に対するタイムスロットの割当が行われてい
なかった場合には、自局を含む呼出しグループ内の他の端末が呼出されたか、或いは呼出
し信号の受信判断を誤ったと判断し、制御部２０２は内部のカウンタをリセットするとと
もに、受信系制御信号線２０４を介して図示しない基本周波数発振器と制御部２０２の内
部に有るカウンタ以外の電源をオフに制御し、端末局２００はステップＳ１３の待受けス
リープ状態に戻る。
【００８１】
なお、待ち受け状態からの状態遷移を示した図７の例では、基地局から送信される制御信
号の受信処理だけで、トラフィックの送受信に移るようにしたが、端末局でのトラフィッ
クの送受信に移る前に、端末局から基地局側にもアクセス用の信号の送信が必要なシステ
ムにも適用可能である。図８は、この場合の状態遷移の例を示した図である。
【００８２】
この図８の例の場合には、ステップＳ１４で狭帯域キャリアの受信で、自局（又は自局が
属するグループ）の呼び出しを判別した場合に、ステップＳ１７に移って、制御部２０２
は送信系制御信号線２０３を介して送信系の電源をオンにし、ＭＡＣフレーム内の上りラ
ンダムアクセスチャネルで送信し、更に制御部５０４は適正なタイミングで受信系制御信
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号線２０４を介して受信系を動作させて、第１のフィルタ２３４と第１のＡＤ変換器２４
１と制御信号受信器２４２を除いた全ての受信系の電源をオンにして、ＭＡＣフレーム内
の基地局からの下りの応答を受信し、その応答に拠って、本当に自局宛の呼出しであった
のか、自局を含む呼出しグループを呼出していてしかも自局が呼出されているのか、自局
を含む呼出しグループを呼出していたのだが実際には自局は呼びだされていなかった、あ
るいはそもそも自局宛あるいは自局を含む呼出しグループに対する呼出し信号では無かっ
たのか、を確認し自局が呼出されていることが判った場合に、通常の呼接続開始手順に入
って、ステップＳ１８のトラフィックの送受信に移るように制御を行う。
【００８３】
このようにランダムアクセスチャネルとその応答を使用して確認した結果自分が呼出され
ていなかった事が判った場合には、自分を含む呼出しグループの他の端末が呼出されたか
、呼出し信号の受信判断を誤ったと判断し、制御部２０２は内部のカウンタをリセットす
るとともに受信系制御信号線２０４を介して図示しない基本周波数発振器と制御部２０２
の内部に有るカウンタ以外の電源をオフに制御し、端末局２００はステップＳ１３の待受
けスリープ状態に戻る。制御信号受信器２４２において、自局、あるいは自局を含む呼出
しグループが呼出されていないと判断された場合には、呼出し報知信号線２０５を介して
制御部２０２に呼出されていない旨を通知する。通知を受けた制御部２０２は内部のカウ
ンタをリセットするとともに受信系制御信号線２０４を介して図示しない基本周波数発振
器と制御部２０２の内部に有るカウンタ以外の電源をオフに制御し、端末局２００は、ス
テップＳ１３の待受けスリープ状態に戻る。図８の状態遷移図のその他の処理については
、図７に示した状態遷移の処理と同じである。
【００８４】
次に、狭帯域キャリアで送受信される制御信号の信号方式の例について説明する。本例の
場合には、狭帯域キャリアで送受信される制御信号は、ＭＡＣフレーム内のＯＦＤＭ変調
信号として伝送される信号とは、別の変調方式の信号を採用するようにしてあり、受信側
で容易に受信信号の検出ができるようにしてある。
ここでは、狭帯域キャリアで制御信号の一部が送信されていることを想定しており、例え
ば１ＭＡＣフレームあたりに数ビット程度の情報だけを送信する場合に適用される処理で
ある。
【００８５】
まず、図９に基地局側での制御信号の送信構成の一部を示す。基地局は、現在収容してい
る端末局群をいくつかのグループに分け、各々のグループに対する呼出しを時分割で行う
場合もある。この場合、端末局はどのタイミングで自分宛ての呼出し信号が送信されてく
るかをあらかじめネゴシエーションにより既知であり、そのタイミングでのみ間欠的に受
信を行う。
【００８６】
基地局は、それぞれのＭＡＣフレームのタイミングにおいて呼出すべき端末局群の中から
、実際に呼出したい端末局をピックアップする。このピックアップ作業は、図９に示した
呼出し端末決定手段１３１により行われる。この結果は送信ビット列決定手段１３２に送
られ、呼出したい端末局 ( 複数の場合もある ) にあらかじめ対応付けたビット列を生成す
る。このビット列はＭ－ａｒｙ信号生成手段１３３に送られ、入力されたビット列に該当
するＭ－ａｒｙ符号に変換される。
【００８７】
図１１のＡ～Ｈは、Ｍ－ａｒｙ符号の例を示した図である。ここでは、３ビットのデータ
を８シンボルのＭ－ａｒｙ符号に変換した例を示したもので、各々のデータに対して、互
いに直交するベクトルを割当てる符号化方式であり、受信側では単純な相関検出で、伝送
されたデータを検出できる特徴を有した符号である。
【００８８】
このようにしてＭ－ａｒｙ信号生成手段１３３で生成された信号は、ＰＮ（ Pseudo Noise
）系列生成手段１３５により生成された擬似ランダム系列と、乗算器１３４で乗算 ( 極性
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の反転 ) されることにより、軽くスペクトラム拡散される。
図９の例では、７倍に拡散された場合が示されており、最終的に合計５６シンボルが出力
される。出力されたシンボルは、例えば図３に示したガードバンドの中心に狭帯域キャリ
アを配する周波数配置の場合には、基地局内で、ＯＦＤＭ変調信号とは 10MHz 離れたとこ
ろに配置される処理が行われて、送信される。また、例えば図５に示したようにＯＦＤＭ
変調信号に隣接して狭帯域キャリアを配置する場合には、図９の構成で生成されたシンボ
ルは、基地局内の送信処理用の複素ＩＦＦＴ部に送られ、情報通信用キャリアの信号とマ
ルチプレクスされて送信される。
【００８９】
次に、このように基地局で生成されて狭帯域キャリアで送信された信号を、端末局側で受
信する構成について、図１０を参照して説明する。図１０は端末局２００における受信構
成の一部を示した図である。具体的には、図６における制御信号受信器２４２の内部構成
を示している。
【００９０】
図６に示した制御信号受信器２４２の前段に配された第１のＡＤ変換器２４１は、例えば
狭帯域信号のシンボルレートの２倍のシンボルレートで動作させ、第１のＡＤ変換器２４
１の出力は、図示しないディジタルフィルタ (LPF) により信号帯域を制限した後に、図１
０に示した入力端２７０へと渡される。この信号は、ＤＬＬ (Delayed Lock Loop) により
受信タイミングを補正しながら信号の逆拡散処理ならび復号処理が行われる。
【００９１】
図１０を参照して具体的な信号処理を説明すると、入力された信号は３系統に分割され、
遅延回路２７１，２７２を使用して各々１サンプル時間だけずらし、それぞれの系統の信
号に対して、変換回路２７３，２７４，２７５でシンボルレートを２倍化する。そして、
送信側でスペクトラム拡散時に用いられたＰＮ系列と同様のＰＮ系列を、ＰＮ系列生成手
段２８１で生成させ、乗算器２７６，２７７，２７８で各系統の信号にＰＮ系列を乗算し
て、逆拡散処理を行う。逆拡散処理により得られた３系統の信号のうち、タイミングが真
中の信号が復号処理対象となり、他の２つの信号は、減算器２８２で減算が行われた後に
、図示しない受信タイミング制御手段へと送られる。受信タイミング制御手段においては
、通常のＤＬＬを用いた受信タイミング制御処理と同様の制御処理で、受信タイミングが
ドリフトしていかないようなタイミング制御を行う。
【００９２】
一方、復号処理対象となった系統の信号は、受信ビット列推定手段２７９へと送られ、相
関検出によりＭ－ａｒｙ符号化された信号をＭＬＳＥ（ Maximum Likelihood Sequence Es
timator:最尤推定 ) 処理し、受信ビット列の推定値を出力する。この受信ビット列推定値
は呼出し端末推定手段２８０におくられ、この呼出し端末推定手段２８０において、該タ
イミングで自端末局が呼出されているのか否かを判断し、判断結果に応じた処理を行う。
【００９３】
このように図９の構成で制御信号を生成して基地局から狭帯域キャリアなどで送信するこ
とで、端末局側での受信構成としては、伝送路の推定が不要であり、図１０に示した通り
、簡単な処理で送信されてきた信号を復号することが可能であるのみならず、高い耐雑音
特性を有する通信が提供可能となる。また、受信タイミング制御についても、簡単な処理
のみで実現することが可能となり、端末局におけるより一層の消費電流削減に貢献する。
【００９４】
なお、図９，図１０に示した制御信号の伝送処理構成では、Ｍ－ａｒｙ符号を利用して、
チャンネルレスポンスなどの伝送路推定が不要な簡単な構成で伝送できるようにしたが、
上述したＭ－ａｒｙ変調のかわりに既知シンボルであるパイロットシンボルを付加した後
にスペクトラム拡散処理を行って送信するようにしても良い。図１２は、このパイロット
シンボルを付加する場合の、送信側（基地局）での符号化処理の例を示した図である。こ
の例では、呼出し端末決定手段１３１の出力を送信ビット列決定手段１３２に送り、呼出
したい端末局にあらかじめ対応付けたビット列を生成し、生成されたビット列を、パイロ
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ット付加手段１３６に送り、既知シンボルであるパイロットシンボルを付加する。
【００９５】
パイロット付加手段１３６でパイロットシンボルが付加された信号は、ＰＮ系列生成手段
１３５により生成された擬似ランダム系列と、乗算器１３４で乗算してスペクトラム拡散
し、その拡散出力を、図９の例の場合と同様に狭帯域キャリア又は特定のサブキャリアで
無線送信する処理を行う。この図１２に示した構成で基地局から送信させた場合には、端
末局での受信構成については、受信ビット列推定手段の内部の処理が異なるだけで、図１
０に示した構成と同様の処理で復号処理が可能である。
【００９６】
また、呼び出し信号などの制御信号の伝送処理構成として、ＤＣオフセットが簡単に除去
できるような符号化形式を採用しても良い。即ち、例えば、図１３Ａに示すように、サブ
キャリアを使用して移動局の呼出の為の信号データ、又はその呼出の為の信号データの一
部を送信する際に、同じデータを偶数回繰り返して送信を行ない、その偶数回の内の半分
はデータの極性を反転して送信を行なう。
この例では、移動局の呼出の為の信号データ、又はその呼出の為の信号データの一部が、
"111010"のような６ビットで構成されていた場合を想定すると、データの変調としてＢＰ
ＳＫ変調のように、データを－１と＋１にマッピングするものとする。このように極性を
反転させながら偶数回繰り返して送信を行うことで、例えば図１３Ｂに示すように、端末
局内の受信器で得られた波形にＤＣオフセットが生じたとしても、偶数回繰り返された受
信信号を利用することで、図１３Ｃに示すように、相互相関波形はＤＣオフセットが除去
された波形とすることが容易にできる。
【００９７】
もし、半分のデータの極性を反転させながら偶数回送信させることを実行しない場合には
、例えば図１４Ａに示すように、複数回同じデータを繰り返し基地局から送信したとして
も、端末局での受信波形に、図１４Ｂに示すＤＣオフセットが生じた場合、図１４Ｃに示
す受信側での相互相関波形に、ＤＣオフセットがそのまま残ってしまうが、図１３に示す
ように送信処理を行うことで、このような問題を簡単に回避できる効果を有する。
【００９８】
上述したＭ－ａｒｙ符号化には必要なビット数が限定されており（例えば情報ビットがｎ
ビットの場合には、Ｍ－ａｒｙ符号化によって２＾ｎビットが送信に必要となる）、実際
の運用上それだけのビット数を伝送できない場合には、この図１３に示すように送信処理
を行うのが好適である。例えば、使用可能なＤＣサブキャリアの帯域によって制限される
移動局の呼出の為の信号データ、又はその呼出の為の信号データの一部のシンボル長が 3.
2 μ sec であったとする。この時、このデータを送信することのできる時間が 44μ sec で
有ったと仮定する。
【００９９】
このように仮定した場合の端末局の呼出の為の信号データ、又はその呼出の為の信号デー
タの一部は、 44÷ 3.2=13.75 となり、 13シンボルしか送られないことになり、Ｍ－ａｒｙ
符号化には余り適さない。このような場合に、移動局の呼出の為の信号データ、又はその
呼出の為の信号データの一部を６ビット長とし、これを複数回、この場合には２回繰り返
して送信するものとする。このとき、送信に必要なシンボル長は 38.4μ sec となり、残っ
た時間には送信しないこととする。
【０１００】
なお、図１３に示した例では、繰返し送信として１回全部のビット列を伝送した後に極性
を反転させたビット列を伝送するような例を用いて説明したが、例えば、１ビットおきに
反転ビットを挿入するような構成、例えば "111010"を "101010011001"に変換するような構
成にしても良い。
【０１０１】
ここで、図１３に示すように制御信号を基地局から送信した場合の、端末局での受信処理
例を、図１５を参照して説明する。この図１５は、図６に示した端末局２００内の制御信
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号受信器２４２の構成例を示した図である。この図１５の例は、簡易な相互相関検出を用
いて、制御信号を受信する構成の例である。ここでは制御信号受信器２４２は、複素相互
相関計算器２４３、参照信号発生器２４４、比較器２４５、相関閾値設定器２４６から構
成される。
【０１０２】
まず、参照信号発生器２４４に対して、受信系制御信号線２０４を介した制御部２０２か
らの制御によって、自局、又は自局を含む呼出しグループを区別するための符号が送信さ
れる場合のビット列がセットされる。このビット列から、参照信号発生器２４４は等価基
底帯域系におけるＤＣサブキャリア近傍の少なくとも１つのサブキャリアの帯域で伝送さ
れる場合の基底帯域の波形を生成し、複素相互相関計算器２４３に参照信号として入力し
ておく。
【０１０３】
一方、相関閾値設定器２４６においては、受信系制御信号線２０４を介した制御部２０２
からの制御によって、計算される相互相関値が自分もしくは自分を含むグループが呼出さ
れていると判定するための閾値を定め、閾値として比較器２４５に入力しておく。第１の
ＡＤ変換器２４１から出力された受信デジタル波形は複素相互相関計算器２４３に入力さ
れ、ここにおいて相関閾値設定器２４４から入力された参照信号との相互相関が計算され
、その値が出力される。その出力は比較器２４５に入力され、ここにおいて相関閾値設定
器２４５からセットされた閾値と比較され、閾値よりも相関が高いと判定された場合には
、呼出し報知信号線２０５を介して呼出されている旨を制御部２０２に伝える。閾値より
も相関が低いと判定された場合には、呼出し報知信号線２０５を介して呼出されていない
旨を制御部２０２に伝える。なお、相関閾値設定器２４６は、無線伝搬路の状況や干渉の
状況などに応じて制御部２０２から動的に制御されても良い。
【０１０４】
このように制御信号受信器２４２として、複素相関を求める手法を用いることにより、比
較的簡易な構成かつ低消費電力で呼出し信号を検出することが可能となる。
【０１０５】
次に、本発明の第２の実施の形態を、図１６～図２５を参照して説明する。
【０１０６】
本実施の形態の場合にも、上述した第１の実施の形態の場合と同様に、基地局と端末局と
の間で、ＯＦＤＭ変調信号を無線伝送する構成としてあり、情報伝送を行う基本的な構成
については、第１の実施の形態で説明した構成と同じである。本例においては、第１の実
施の形態で呼び出し信号などの特定の制御信号を伝送するために狭帯域キャリアなどを用
意して、ガードバンドで伝送する構成とした代わりに、ＯＦＤＭ変調信号内の特定のサブ
キャリアを使用して、呼び出し信号などの特定の制御信号を伝送するようにしたものであ
る。
【０１０７】
図１６は、本例における１伝送チャンネルのサブキャリアの配置を示した図である。複数
のサブキャリアが一定の周波数間隔で配置されてＯＦＤＭ変調信号が構成される。例えば
、サブキャリア群が 312.5kHzおきに配置され、合計５３本のサブキャリアを用意する。そ
して本例においては、この５３本のサブキャリアの内の中心である、等価基底帯域系にお
けるＤＣを中心とするサブキャリアＳＣ 1  （搬送波周波数帯における中心周波数 f0のサブ
キャリアに相当）と、その中心のサブキャリアＳＣ 1  に隣接（ここでは上側に隣接）した
サブキャリアＳＣ 2  の合計２本のサブキャリアを、各ＭＡＣフレーム内の特定区間で、呼
び出し信号などの特定の制御信号の伝送に使用するように構成する。
【０１０８】
図１７は、本例における１ＭＡＣフレームの構成例を示した図である。ここでは、 2m秒周
期のＭＡＣフレームという送受信単位が定義されており、大別してブロードキャストバー
スト、ダウンリンクフェーズ、アップリンクフェーズ、コンテンションフェーズの４つの
部分から構成される。なお図１７では、ブロードキャストバーストとダウンリンクフェー
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ズだけを示してある。
【０１０９】
ブロードキャストバーストは、ブロードキャストプリアンブル、基地局情報などを同報す
る為のＢＣＨ、同一フレーム内のトラフィックチャネル割当等を各端末局に通知するため
のＦＣＨ、端末局からの発呼に用いられるＲＣＨに対する応答が行われるＡＣＨなどが用
意されている。本例の場合には、このブロードキャストバースト内のブロードキャストプ
リアンブルとＢＣＨとＦＣＨの区間で、上述した図１６に示した２本のサブキャリアＳＣ

1  ，ＳＣ 2  を、特定の制御信号伝送用に使用する。
【０１１０】
各ＭＡＣフレームにおいて、ブロードキャストバーストのＡＣＨの区間、及びダウンリン
クフェーズとアップリンクフェーズの区間の２本のサブキャリアＳＣ 1  ，ＳＣ 2  は、特定
の制御信号の伝送には使用しない。この特定の制御信号の伝送には使用しない区間では、
２本のサブキャリアＳＣ 1  ，ＳＣ 2  は何も情報が伝送されないヌルキャリアとするか、或
いは何らかの情報伝送に使用しても良い。
また、中心周波数 f0のサブキャリアＳＣ 1  だけＡＣＨ以降の区間でヌルキャリアとして、
隣のサブキャリアＳＣ 2  については、ＡＣＨ以降の区間で情報伝送に使用しても良い。
【０１１１】
このようなサブキャリア配置で、基地局から無線送信させる構成としては、例えば、既に
第１の実施の形態で説明した図２に示した送信構成が適用でき、２本のサブキャリアＳＣ

1  ，ＳＣ 2  に配置されるデータに、端末局の呼び出し信号などの特定の制御信号を配置す
れば良い。この場合、この２本のサブキャリアＳＣ 1  ，ＳＣ 2  を使用して伝送する信号に
ついては、既に第１の実施の形態の図９～図１２で説明した場合と同様に、Ｍ－ａｒｙ符
号化などの簡易かつ低消費電力処理が可能な簡単な符号化を行って送信するようにしても
良い。また、図１３～図１５で説明した場合と同様に、複数回繰り返し同じデータを反転
させて送信させて、ＤＣオフセットを除去できる送信処理を行っても良い。或いは、他の
サブキャリアで伝送される信号と、同じ符号化形式で伝送するようにしても良い。
【０１１２】
次に、このようにして基地局から送信される信号を受信する端末局の構成例を、図１８を
参照して説明する。図１８に示した端末局２００′は、送信系の構成については図６に示
した端末局２００と同じ構成であり、ここでは説明を省略する。端末局２００′の受信系
の構成について説明すると、基地局からの無線信号は、アンテナ２２３で受信され、アン
テナ共用器２２２を介してＲＦ受信器２３０′に入力される。ＲＦ受信器２３０′におい
ては、ＲＦ増幅器２３１によって受信信号が増幅され、その増幅出力が、周波数合成器２
３３によって作られる正弦波と直交検波器２３２において混合され、ＤＣを中心周波数と
するＩ成分とＱ成分に分離され、通過帯域可変フィルタ２３６によって、特定の帯域の信
号だけが濾過される。
【０１１３】
この通過帯域可変フィルタ２３６は、制御部２０２の制御によって通過帯域が可変設定さ
れるフィルタである。通常の受信時には、図１６に示す１伝送帯域に用意された全て（こ
こでは５３本）のサブキャリアを全て通過させる広帯域の通過帯域が設定される。また、
待ち受け受信時には、ほぼ中心の２本のサブキャリアＳＣ 1  ，ＳＣ 2  だけを通過させる狭
帯域の通過帯域が設定される。
【０１１４】
通過帯域可変フィルタ２３６の出力は、ＡＤ変換器２６３に入力されて、アナログ波形か
らデジタル波形に変換する。ここでのＡＤ変換器２６３は、サンプリングレート可変ＡＤ
変換器としてあり、待ち受け受信時と通常受信時とでサンプリングレートの可変に対処で
きるようにしてある。このサンプリングレートは、制御部２０２からの制御で設定される
。
【０１１５】
ＡＤ変換器２６３の出力は、制御信号受信器２６４と同期回路２５２に入力される。制御
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信号受信器２６４では、基地局からの制御信号を検出して、その検出情報を、制御信号線
（後述する呼出し報知信号線）２０５を介して制御部２０２に伝送する。制御信号受信器
２６４で検出する制御信号としては、例えば基地局から自局又は自局が属するグループを
呼び出していることを示す信号がある。
【０１１６】
同期回路２５２に入力された信号は、フレーム同期、周波数誤差補正等が施されて出力さ
れる。同期回路２５２から受信データ処理部２６２までの受信処理系については、図６に
示した端末局２００と同じ構成であり、受信データ処理部２６２の出力はデータ入出力処
理部２０１に入力され、音声通信の場合は音声信号が、コンピュータと接続されるような
データ通信の場合にはデータ信号へと変換されて出力される。
【０１１７】
次に、本例の通信システムでの端末局２００′の待受け時の動作について、図１９を参照
して説明する。ここでの待受けとは、基地局と情報通信は行っていないものの、基地局か
ら呼出された場合にはこれに応答する状態である。また以下の説明では、狭帯域キャリア
で送信されてくる制御信号は、具体的には端末局の呼出の為の信号データ、又はその呼出
の為の信号データの一部である場合を想定する。
【０１１８】
まず端末局２００′は、電源オンになってから（ステップＳ１１）、待受け動作に入る前
に、基地局に対してアソシエーションを行ない、呼出のための符号、ないしはそれに相当
するデータを受信済みとする（ステップＳ１２）。また、基地局と端末局のネゴシエーシ
ョンによって受信すべきフレーム間隔を間引く事も合意されており、その時間間隔ならび
に基準時間も端末局２００′の制御部２０２に設定されているものとする。
【０１１９】
ここまでの設定が行われた上で、狭帯域キャリアで送信されてくる制御信号を受信する際
には、端末局内の基本周波数発振器と制御部２０２の内部に有るカウンタだけが常時動作
し、次に起動して受信すべきタイミングを測定するタイマーセットが行われた状態として
おり、それ以外の全ての部分は受信系制御信号線２０４を介した制御部２０２からの制御
により、電源がオフになったスリープ状態とされる（ステップＳ１３）。
【０１２０】
このスリープ状態となっているときに受信すべき時間が近づくと、基本周波数発振器の周
波数誤差及び端末局受信機の電源投入後の立ち上がり時間を考慮に入れて、制御部２０２
は受信すべき信号が来ると想定している時間より若干早く、受信系の制御信号線２０４を
介して、待受け信号受信に必要な部分の電源をオンにするように制御を行う。
【０１２１】
そして、狭帯域キャリアで送信されてくる制御信号を受信するタイミングになると、フィ
ルタ２３６を狭帯域に設定し、ＡＤ変換器２６３を待ち受け受信時用のサンプリングレー
トに設定して、ＲＦ受信器２３０′と制御信号受信器２６４のみが動作を開始し、基地局
から送信された信号のうち、２本のサブキャリアＳＣ 1  ，ＳＣ 2  だけを受信する（ステッ
プＳ１４）。受信タイミングとしては、各ＭＡＣフレーム内のブロードキャストプリアン
ブルとＢＣＨとＦＣＨの区間だけを受信する。このときには、受信に関係した部分は、Ｒ
Ｆ受信器２３０′とＡＤ変換器２６３と制御信号受信器２６４の電源がオンになるだけで
、端末局内の他の受信部は電原オンとならない。
【０１２２】
このようにして受信動作を行うことで、サブキャリアＳＣ 1  ，ＳＣ 2  で伝送された基地局
からの呼出し信号が、制御信号受信器２６４に入力され、自分（自局）、あるいは自分を
含む呼出しグループが呼出されていないかを判断する。
【０１２３】
制御信号受信器２６４において、自分、あるいは自分を含む呼出しグループが呼出されて
いると判断された場合には、呼出し報知信号線２０５を介して呼出されている旨を制御部
２０２に通知し、自局が呼び出された場合の処理に移る（ステップＳ１９）。ここでは、
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フィルタ２３６を広帯域に設定し、ＡＤ変換器２６３を通常受信用のサンプリングレート
に設定して、同期回路２５２から受信データ処理部２６２までの受信系についても電源オ
ンとして作動させ、例えば次のＭＡＣフレームのＯＦＤＭ変調信号の先頭部で送信される
、もともとシステムにおいて用意されている、正規の呼出信号が含まれる制御信号を受信
できるようにする。そして、その受信したＭＣＡフレーム内に配された制御信号で指示さ
れた、自局に割当てられた周波数やタイムスロットなどを判断して、その指示された周波
数やスロットを使用して、情報伝送を行う（ステップＳ２０）。
【０１２４】
ステップＳ１４でのサブキャリアＳＣ 1  ，ＳＣ 2  だけの受信で、自局（又は自局が属する
グループ）が呼び出されてないと判断した場合には、ステップＳ１３のスリープ状態に戻
って、次のサブキャリアＳＣ 1  ，ＳＣ 2  の受信タイミングまで待機する。そして、ステッ
プＳ１４でのサブキャリアＳＣ 1  ，ＳＣ 2  だけの受信で、自局（又は自局が属するグルー
プ）が呼び出された判断して、ステップＳ１９での広帯域受信で、自局に対するタイムス
ロットの割当が行われていなかった場合には、自局を含む呼出しグループ内の他の端末が
呼出されたか、或いは呼出し信号の受信判断を誤ったと判断し、制御部２０２は内部のカ
ウンタをリセットするとともに、受信系制御信号線２０４を介して図示しない基本周波数
発振器と制御部２０２の内部に有るカウンタ以外の電源をオフに制御し、端末局２００は
ステップＳ１３の待受けスリープ状態に戻る。
【０１２５】
この第２の実施の形態に示すように構成してシステムを運用させることで、端末局での待
ち受け時には、搬送波周波数帯における中心周波数 f0の近傍の特定のサブキャリアだけを
間欠受信すれば良く、簡単な処理で待ち受け受信が実現できることになり、端末局での待
ち受け時の低消費電力化に貢献する。この場合、端末局内のＲＦ受信器２３０で受信する
受信周波数そのものは、通常の通信時と全く同じであり、例えば 20MHz などの受信周波数
ステップを従来の端末装置と全く同じに設定でき、端末局の構成の複雑化を回避できる。
【０１２６】
なお、待ち受け状態からの状態遷移を示した図１９の例では、基地局から送信される制御
信号の受信処理だけで、トラフィックの送受信に移るようにしたが、第１の実施の形態で
図８に示した状態遷移の例の場合と同様に、端末局でのトラフィックの送受信に移る前に
、端末局から基地局側にもアクセス用の信号の送信が必要なシステムに、本例の狭帯域で
の待ち受け信号受信と、広帯域受信とを行うことを適用することも可能である。
【０１２７】
また、この第２の実施の形態での伝送例として示した図１６のサブキャリア配置では、搬
送波周波数帯における中心周波数 f0のサブキャリアＳＣ 1  と、このサブキャリアＳＣ 1  に
隣接したサブキャリアＳＣ 2  の２本のサブキャリアで、端末局の呼び出し信号（又は端末
局の呼び出し信号の一部）を伝送するようにしたが、１伝送帯域内における搬送波中心周
波数近傍のその他の１つ又は複数の特定のサブキャリアを、呼び出し信号などの特定の制
御信号の伝送用に使用する構成としても良い。
【０１２８】
例えば、図２０にサブキャリア配置の別の例を示すと、１伝送帯域が５３本などの複数本
のサブキャリアでＯＦＤＭ変調信号が構成される場合に、その搬送波周波数帯における中
心周波数 f0のサブキャリアＳＣ 1  と、このサブキャリアＳＣ 1  の上側の周波数位置に隣接
したサブキャリアＳＣ 2  と、サブキャリアＳＣ 1  の下側の周波数位置に隣接したサブキャ
リアＳＣ 3  との、３本のサブキャリアで、端末局の呼び出し信号（又は端末局の呼び出し
信号の一部）などの特定の制御信号を伝送するようにする。
【０１２９】
この図２０例の場合の、１ＭＡＣフレーム内のブロードキャストバーストとダウンリンク
フェーズを図２１に示すと、この例では、このブロードキャストバースト内のブロードキ
ャストプリアンブルとＢＣＨとＦＣＨの区間で、図２０に示した３本のサブキャリアＳＣ

1  ，ＳＣ 2  ，ＳＣ 3  を、特定の制御信号伝送用に使用する。各ＭＡＣフレームの特定の制
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御信号の伝送には使用しない区間では、３本のサブキャリアＳＣ 1  ，ＳＣ 2  ，ＳＣ 3  は何
も情報が伝送されないヌルキャリアとするか、或いは何らかの情報伝送に使用しても良い
。また、中心周波数 f0のサブキャリアＳＣ 1  だけＡＣＨ以降の区間でヌルキャリアとして
、両隣のサブキャリアＳＣ 2  ，ＳＣ 3  については、ＡＣＨ以降の区間で情報伝送に使用し
ても良い。
【０１３０】
この３本のサブキャリアＳＣ 1  ，ＳＣ 2  ，ＳＣ 3  で特定の制御信号を伝送する区間では、
既に説明したように、相関検出のような簡易かつ低消費電力で受信処理できる符号化形式
、或いはＤＣオフセットの除去が容易にできる符号化形式を採用して、制御信号を伝送す
るようにしても良い。
【０１３１】
さらに別のサブキャリア配置例として、図２２に示す構成としても良い。即ち、図２２に
示すように、１伝送帯域が５３本などの複数本のサブキャリアでＯＦＤＭ変調信号が構成
される場合に、その搬送波周波数帯における中心周波数 f0のサブキャリアＳＣ 1  （等価基
底帯域系におけるＤＣサブキャリア）だけの１本のサブキャリアで、端末局の呼び出し信
号（又は端末局の呼び出し信号の一部）などの特定の制御信号を伝送するようにする。
【０１３２】
この図２２例の場合の、１ＭＡＣフレーム内のブロードキャストバーストとダウンリンク
フェーズを図２３に示すと、この例では、このブロードキャストバースト内のブロードキ
ャストプリアンブルとＢＣＨとＦＣＨの区間で、図２２に示した１本のサブキャリアＳＣ

1  ，ＳＣ 2  ，ＳＣ 3  を、特定の制御信号伝送用に使用する。各ＭＡＣフレームの特定の制
御信号の伝送には使用しない区間では、サブキャリアＳＣ 1  は何も情報が伝送されないヌ
ルキャリアとするか、或いは何らかの情報伝送に使用しても良い。
【０１３３】
サブキャリアＳＣ 1  で特定の制御信号を伝送する区間では、既に説明したように、相関検
出のような簡易かつ低消費電力で受信処理できる符号化形式、或いはＤＣオフセットの除
去が容易にできる符号化形式を採用して、制御信号を伝送するようにしても良い。
【０１３４】
また、搬送波周波数帯における中心周波数 f0を中心とした複数本のサブキャリアの位置を
、呼び出し信号などの特定の制御信号伝送用に割当てる場合に、その複数本のサブキャリ
アが配置される帯域を占有する１本のサブキャリアを配置するようにしても良い。即ち、
例えば図２４に示すように、搬送波周波数帯における中心周波数 f0を中心として、本来は
３本のサブキャリアＳＣ 1  ，ＳＣ 2  ，ＳＣ 3  が配置される帯域を使用して、１本のサブキ
ャリアＳＣａを配置して、基地局から送信する。そして、この帯域幅の広い１本のサブキ
ャリアＳＣａを使用して、端末局の呼び出し信号などの特定の制御信号を伝送する。
【０１３５】
この図２４例の場合の、１ＭＡＣフレーム内のブロードキャストバーストとダウンリンク
フェーズを図２５に示すと、この例では、このブロードキャストバースト内のブロードキ
ャストプリアンブルとＢＣＨとＦＣＨの区間で、図２４に示した１本のサブキャリアＳＣ
ａを、特定の制御信号伝送用に使用する。各ＭＡＣフレームの特定の制御信号の伝送には
使用しない区間では、サブキャリアＳＣａの伝送に使用した帯域に、他のサブキャリアと
等しい帯域幅の３本のサブキャリアＳＣ 1  ，ＳＣ 2  ，ＳＣ 3  を配置して、情報伝送に使用
する。
【０１３６】
帯域幅が広いサブキャリアＳＣａで特定の制御信号を伝送する区間では、既に説明したよ
うに、相関検出のような簡易かつ低消費電力で受信処理できる符号化形式を採用して、制
御信号を伝送するようにしても良い。
【０１３７】
この図２４，図２５の例のように、帯域幅が広いサブキャリアＳＣａで特定の制御信号を
伝送する構成とすると、端末局では、サブキャリアＳＣａで伝送される特定の制御信号を
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受信し易くなり、簡易かつ低消費電力で誤検出なく良好に信号を受信できるようになる。
但し、この図２４，図２５の例の場合には、他のサブキャリアとの直交性が失われる。ま
た、他のサブキャリアを使用して伝送されるデータの伝送特性が劣化しないように、サブ
キャリアＳＣａの送信電力などの選定に注意を払う必要がある。
【０１３８】
次に、本発明の第３の実施の形態を、図２６～図２８を参照して説明する。
【０１３９】
本実施の形態の場合にも、上述した第１，第２の実施の形態の場合と同様に、基地局と端
末局との間で、ＯＦＤＭ変調信号を無線伝送する構成としてあり、情報伝送を行う基本的
な構成については、第１，第２の実施の形態で説明した構成と同じである。本例において
は、端末局の呼び出し信号などの特定の制御信号の基地局からの送信を、ＭＡＣフレーム
内の専用に用意されたタイミングで行うようにしたものである。
【０１４０】
即ち、既に説明した第１，第２の実施の形態では、特定の制御信号の送信を、予め決めた
狭帯域キャリア又は特定のサブキャリアを使用して伝送するようにしたが、本実施の形態
では、１ＭＡＣフレーム内の、特定の制御信号送信用に専用に用意された区間を使用して
伝送するようにしたものである。
【０１４１】
具体的には、例えば１ＭＡＣフレームとして、ブロードキャストバースト、ダウンリンク
フェーズ、アップリンクフェーズ、コンテンションフェーズの４つの部分から構成される
と第１の実施の形態では説明したが、ここでは、１ＭＡＣフレームの末尾に、呼び出し信
号専用の区間を用意する。例えば図２８に示すように、１ＭＡＣフレーム内の構成として
、基地局から制御信号を送信するブロードキャストバースト（ＢＣＨ，ＦＣＨ，ＡＣＨな
ど）と、基地局から端末局への情報信号などの伝送に使用するダウンリンクフェーズ（Ｄ
Ｌフェーズ）と、端末局から基地局への情報信号などの伝送に使用するアップリンクフェ
ーズ（ＵＬフェーズ）と、端末局からの発呼に使用されるＲＣＨを含むコンテンションフ
ェーズとが用意されている構成までは、既に第１の実施の形態などで説明した通りである
。
【０１４２】
ここで本例においては、図２８に示すように、１ＭＡＣフレーム内のコンテンションフェ
ーズのＲＣＨの後に、呼び出し信号伝送区間を用意して、その呼び出し信号用区間で、基
地局から各端末局を呼び出す信号を送信する。なお、この呼び出し信号用区間は、例えば
既に提案されているフレーム構成の末尾に用意された、通信に使用しない期間を使用して
も良い。
【０１４３】
この呼び出し信号伝送区間に、基地局から送信する信号としては、例えば１ＭＡＣフレー
ム内の他の区間で配置する信号と同じ変調方式の信号であるＯＦＤＭ変調されたマルチキ
ャリア信号としても良いが、端末局で簡単に受信信号を処理できるような信号を伝送して
も良い。
【０１４４】
例えば、呼び出し信号伝送区間に伝送する信号として、クロック周波数が低い信号を伝送
するようにしても良い。クロック周波数が低い信号としては、例えば既に第１の実施の形
態において、図１１に説明したＭ－ａｒｙ符号化、或いは図１３に説明した偶数回の繰り
返し送信処理を行う符号化を適用しても良い。何れにしても、呼び出し信号伝送区間では
、ＯＦＤＭ変調信号とは異なる比較的簡単な受信処理で受信できる変調信号を無線伝送す
るようにする。
【０１４５】
この場合には、端末局として例えば図２６に示す構成が適用可能である。図２６は、端末
局の受信系にクロックなどを供給する構成を示した図である。アンテナ２２３で受信した
信号は、ＲＦ増幅器２３１によって増幅され、その増幅出力が、周波数合成器２３３によ
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って作られる正弦波と直交検波器２３２において混合され、特定の伝送周波数の受信信号
が取り出され、受信処理部２５０に供給される。受信処理部２５０内で受信信号の復調な
どの受信処理が行われるが、この受信処理部２５０に供給するクロックとして、基本クロ
ック発生器２９２の出力と、基本クロックよりも低周波数の低周波クロック発生器２９３
の出力とが、切換スイッチ２９１での切換えで選択的に供給される構成とする。なお、低
周波クロック発生器２９３を設ける代わりに、基本クロック発生器２９２の出力を分周器
で分周して、低周波クロックを得るようにしても良い。
【０１４６】
そして、通常の受信時には基本クロック発生器２９２の出力を使用して受信処理部２５０
で受信処理を行い、端末局での待ち受け時には、低周波クロック発生器２９３の出力を使
用して受信処理部２５０で受信処理を行う。端末局での待ち受け時の受信は、基本的に図
２８に示した呼び出し信号伝送区間だけを受信する間欠受信を行えば良く、また数フレー
ムに１回だけ受信するようなことも可能である。
【０１４７】
端末局のその他の構成や基地局の構成については、第１，第２の実施の形態で説明した構
成が適用可能であり、ここでは説明を省略する。
【０１４８】
このように構成して端末局で待ち受け時の受信を行うことで、端末局での待ち受け時の消
費電力を効果的に低減させることができる。この場合、本例の場合には、呼び出し信号伝
送区間については、ＯＦＤＭ変調信号が伝送されないので、他のＯＦＤＭ変調信号の伝送
に及ぼす影響が全くなく、呼び出し信号を既に説明した他の実施の形態の場合よりも良い
条件で伝送できる可能性が高い。また、無線伝送される周波数については、呼び出し信号
伝送区間と他の区間とで全く同じであり、周波数合成器２３３が作成する周波数ステップ
については、従来と全く変更する必要がなく、端末局の構成が複雑にならない。
【０１４９】
なお、呼び出し信号伝送区間に伝送する信号の伝送帯域が、他の区間で伝送する信号の帯
域幅よりも狭い場合には、呼び出し信号受信時に、受信系に帯域フィルタを通過させる構
成とすれば良い。即ち、例えば図２７に示すように、ＲＦ増幅器２３１の出力と周波数合
成器２３３の出力とを混合する直交検波器２３２の出力を、切換スイッチ２９４に供給し
、帯域フィルタ２９５を通過させる系と、フィルタを通過させない系とを切換えられる構
成とする。そして、帯域フィルタ２９５を通過させた系の出力と、フィルタを通過させな
い系の出力とを、切換スイッチ２９６で選択して、受信処理部２５０に入力させる。帯域
フィルタ２９５は、呼び出し信号伝送区間に伝送する呼び出し信号の伝送帯域を抽出する
フィルタである。受信処理部２５０に供給するクロックは、基本クロック発生器２９２の
出力と、低周波クロック発生器２９３の出力とを、切換スイッチ２９１での切換えで選択
的に供給する構成とする。
【０１５０】
各切換スイッチ２９１，２９４，２９６の切換えは、端末局の受信状態に連動して制御部
の制御で実行する。即ち、端末局で待ち受け状態の場合に基地局からの呼び出し信号を受
信する場合には、クロックを選択する切換スイッチ２９１を低周波クロック発生器２９３
側とし、フィルタの使用，不使用を選択する切換スイッチ２９４，２９６を帯域フィルタ
２９５を使用する側とする。そして、端末局で情報伝送などを行う通常の受信状態の場合
には、クロックを選択する切換スイッチ２９１を基本クロック発生器２９２側とし、フィ
ルタの使用，不使用を選択する切換スイッチ２９４，２９６を帯域フィルタ２９５を使用
しない側とする。なお、呼び出し信号伝送区間に伝送される呼び出し信号の伝送周波数が
、情報伝送などの際に基地局から伝送される周波数と異なる場合には、周波数合成器２３
３の出力周波数についても連動して変化させる必要がある。
【０１５１】
このように端末局を構成することで、クロック周波数の変化だけでなく、伝送帯域の変化
にも容易に対処できるようになる。
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【０１５２】
なお、ここまで説明した各実施の形態では、 HiSWANa と称される無線通信方式に適用する
例を基本として説明したが、その他のＯＦＤＭ変調方式を適用して無線通信を行うシステ
ムにも適用可能である。その場合には、１単位のＯＦＤＭ変調信号を構成するサブキャリ
アの本数や、周波数配置などを適宜変更する必要がある。
【０１５３】
また、上述した各実施の形態では、狭帯域キャリアや特定のサブキャリアなどで伝送され
る特定の制御信号として、端末局の呼び出し信号（或いは呼び出し信号の一部）を配置す
るようにしたが、その他の特定の制御信号を配置して無線伝送するようにしても良い。
【０１５４】
また、上述した第１の実施の形態では、端末局の構成として、狭帯域キャリアなどで伝送
される特定の制御信号を受信するためのフィルタやＡＤ変換器と、通常受信時に１伝送帯
域の全ての信号を受信するためのフィルタやＡＤ変換器とを別に用意する構成とし、第２
の実施の形態では、フィルタやＡＤ変換器として可変設定できるものを用意して、共通に
使用される構成としたが、それぞれの端末局の構成を、別の実施の形態の例に適用するこ
とも可能である。第３の実施の形態についても、フィルタやＡＤ変換器については、第１
，第２の実施の形態で説明したいずれの構成を適用しても良い。
【０１５５】
また、ここまで説明した各実施の形態においては、ＯＦＤＭ変調方式で無線通信を行う基
地局と端末局内に、それぞれ呼び出し信号などの特定の制御信号を送信又は受信するため
の処理回路を構成させるようにしたが、例えば同様の送信処理及び／又は受信処理を実行
する制御プログラムをソフトウェアとして作成して、その制御プログラムを基地局又は端
末局に実装させて、同様の送信動作や受信動作を行うようにしても良い。この場合、制御
プログラムは、例えばディスク，テープなどの媒体に記憶（記録）させて、基地局を運用
する会社に配付したり、端末局を所持するユーザに配付すれば良い。或いは、インターネ
ットなどの伝送媒体を介して配付するようにしても良い。
【０１５６】
【発明の効果】
　 発明によると、ＯＦＤＭ変調方式の通信方式で基地局と端末局との間で無線通信を行
う場合に、端末局で制御信号の一部だけを受信する場合には、マルチキャリア信号とは別
の狭帯域のキャリアだけを受信すれば良くなる。従って、制御信号の一部だけを受信する
場合には、受信処理系の負担が大きいマルチキャリア信号を受信する必要がなくなり、端
末局における情報データの送受信を行わない時間帯における低消費電流を実現し、バッテ
リー駆動時間を延ばすことが可能となる。また、狭帯域信号を受信中であっても、情報デ
ータの送受信を行うキャリアのフレームタイミングを保持することが可能となり、しばら
く休止状態にあった端末局でもデータ送受信を即座に可能なものとする。
【０１５７】
この場合、狭帯域のキャリアの帯域幅は、情報伝送に使用する信号帯域で適用されている
シンボルレートもしくはサンプルレートの整数分の１としたことで、狭帯域のキャリアの
送信処理や、受信処理を簡単な処理で実行できる。
【０１５８】
また、狭帯域のキャリアを用いて基地局から送信される端末局宛ての制御信号の一部は、
端末局の呼出しのための信号、あるいはその呼出しのための信号の一部としたことで、基
地局からの呼び出しの待ち受け処理を、低消費電力で効率良く実行できるようになる。
【０１５９】
また、基地局から送信される端末局宛ての制御信号の一部を伝送する狭帯域のキャリアは
、情報伝送用マルチキャリア信号のガードバンドの中心に位置することで、情報伝送用マ
ルチキャリア信号と狭帯域のキャリアとが一定の周波数間隔で配されることになり、基地
局での送信周波数及び端末局での受信周波数の設定が簡単に行えるようになる。
【０１６０】
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また、基地局から送信される端末局宛ての制御信号の一部の伝送に使用される狭帯域のキ
ャリアは、情報伝送用マルチキャリア信号を構成するサブキャリアに隣接して配したこと
で、例えば、マルチキャリア信号内のサブキャリアを送信又は受信する処理と共通の処理
で、狭帯域のキャリアを送信処理又は受信処理できるようになり、基地局や端末局での処
理を簡単にすることができる。
【０１６１】
また、基地局は、狭帯域のキャリアを用いて送信される端末局宛ての制御信号の一部を、
情報伝送用のフレーム位置に同期して送信することで、端末局では、狭帯域のキャリアを
受信するだけで、情報伝送用マルチキャリア信号に対する同期の捕捉が行え、例えば端末
局での待ち受け状態からの立ち上げを迅速に行える。
【０１６２】
また、基地局は、狭帯域のキャリアを用いて送信される端末局宛ての制御信号の一部を、
伝送路の推定を不要とする符号化形式で送信することで、端末局側で狭帯域のキャリアを
受信した場合に、その受信した信号の伝送路の推定が必要ない簡単な受信処理を実行でき
るようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明が適用されるシステム構成例を示した説明図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態による基地局の送信部の構成例を示したブロック図で
ある。
【図３】本発明の第１の実施の形態によるキャリア配置例を示した周波数特性図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態による信号送信状態の例を示したタイミング図である
。
【図５】本発明の第１の実施の形態による他のサブキャリア配置例を示した周波数特性図
である。
【図６】本発明の第１の実施の形態による端末局の構成例を示したブロック図である。
【図７】本発明の第１の実施の形態による端末局の状態遷移例（例１）を示した説明図で
ある。
【図８】本発明の第１の実施の形態による端末局の状態遷移例（例２）を示した説明図で
ある。
【図９】本発明の第１の実施の形態による基地局の構成の一部を示したブロック図である
。
【図１０】本発明の第１の実施の形態による端末局の構成の一部を示したブロック図であ
る。
【図１１】本発明に適用されるＭ－ａｒｙ符号化の一例を示した説明図である。
【図１２】本発明の第１の実施の形態による基地局の他の構成例の一部を示したブロック
図である。
【図１３】ＤＣオフセットが除去される制御信号の伝送処理例を示した説明図である。
【図１４】ＤＣオフセットが除去されない場合の例を示した説明図である。
【図１５】本発明の第１の実施の形態による端末局の要部の構成の一例を示したブロック
図である。
【図１６】本発明の第２の実施の形態によるサブキャリア配置例を示した周波数特性図で
ある。
【図１７】本発明の第２の実施の形態による制御信号送信状態の例を示したタイミング図
である。
【図１８】本発明の第２の実施の形態による端末局の構成例を示したブロック図である。
【図１９】本発明の第２の実施の形態による端末局の状態遷移例を示した説明図である。
【図２０】本発明の第２の実施の形態によるサブキャリア配置の他の例を示した周波数特
性図である。
【図２１】図２０の例の制御信号送信状態の例を示したタイミング図である。
【図２２】本発明の第２の実施の形態によるサブキャリア配置の更に他の例を示した周波
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数特性図である。
【図２３】図２２の例の制御信号送信状態の例を示したタイミング図である。
【図２４】本発明の第２の実施の形態によるサブキャリア配置の更に他の例を示した周波
数特性図である。
【図２５】図２４の例の制御信号送信状態の例を示したタイミング図である。
【図２６】本発明の第３の実施の形態による端末局でのクロック周波数を変化させる構成
例を示したブロック図である。
【図２７】本発明の第３の実施の形態による端末局でのクロック周波数とフィルタを変化
させる構成例を示したブロック図である。
【図２８】本発明の第３の実施の形態によるフレーム構成例を示した説明図である。
【図２９】従来の無線通信システムのキャリア配置例を示した周波数特性図である。
【図３０】従来の無線通信システムのサブキャリア配置例を示した周波数特性図である。
【図３１】従来の無線通信システムの制御信号送信状態の例を示した説明図である。
【図３２】従来の端末局の構成例を示したブロック図である。
【符号の説明】
１…基地局、２…外部ネットワーク、３，４…端末局（移動局）、１００…基地局送信部
、１０１…制御部、１０２…制御信号線、１０３…端末局制御信号波形作成部、１１１…
送信データ処理部、１１２…ＣＲＣ付加部、１１３…暗号器、１１４…スクランブラ、１
１５…符号化器、１１６…インターリーバ、１１７変調器、１１８…複素ＩＦＦＴ（逆高
速フーリエ変換）部、１１９…加算部、１２０…時間波形整形部、１２１…ＤＡ変換器、
１２２…ＲＦ送信器、１３１…呼び出し端末決定手段、１３２…送信ビット列決定手段、
１３３…Ｍ－ａｒｙ信号生成手段、１３４…混合器、１３５…ＰＮ系列生成部、１３６…
パイロット付加手段、２００，２００′…端末局、２０１…データ入出力処理部、２０２
…制御部、２０３，２０４，２０５…制御信号線、２１１…送信データ処理部、２１２…
ＣＲＣ付加部、２１３…暗号器、２１４…スクランブラ、２１５…符号化器、２１６…イ
ンターリーバ、２１７…変調器、２１８…複素ＩＦＦＴ（逆高速フーリエ変換）部、２１
９…時間波形整形部、２２０…ＤＡ変換器、２２１…ＲＦ送信器、２２２…アンテナ共用
器、２２３…アンテナ、２３０，２３０′…ＲＦ受信器、２３１…ＲＦ増幅器、２３２…
直交検波器、２３３…周波数合成器、２３４…第１のフィルタ、２３５…第２のフィルタ
、２３６…通過帯域可変フィルタ、２４１…第１のＡＤ変換器、２４２…制御信号受信器
、２４３…複素相互相関計算器、２４４…参照信号発生器、２４５…比較器、２４６…相
関閾値設定器、２５０…受信処理部、２５１…第２のＡＤ変換器、２５２…同期回路、２
５３…時間波形整形部、２５４…複素ＦＦＴ（高速フーリエ変換）部、２５５…等化器、
２５６…復調器、２５７…デインターリーバ、２５８…復号器、２５９…デスクランブラ
、２６０…暗号解除器、２６１…ＣＲＣチェック部、２６２…受信データ処理部、２６３
…サンプリングレート可変ＡＤ変換器、２６４…制御信号受信器、２７１，２７２…遅延
回路、２７３，２７４，２７５…係数乗算器、２７６，２７７，２７８…混合器、２７９
…受信ビット列推定手段、２８０…呼び出し端末推定手段、２８１…ＰＮ系列生成部、２
８２…減算器、２９１…切換スイッチ、２９２…基本クロック発生器、２９３…低周波ク
ロック発生器、２９４…切換スイッチ、２９５…帯域フィルタ、２９６…切換スイッチ、
３００…端末局、３０１…データ入出力処理部、３０２…制御部、３０３，３０４…制御
信号線、３１１…送信データ処理部、３１２…ＣＲＣ付加部、３１３…暗号器、３１４…
スクランブラ、３１５…符号化器、３１６…インターリーバ、３１７…変調器、３１８…
複素ＩＦＦＴ（逆高速フーリエ変換）部、３１９…時間波形整形部、３２０…ＤＡ変換器
、３２１…ＲＦ送信器、３２２…アンテナ共用器、３２３…アンテナ、３３１…ＲＦ受信
器、３３２…ＡＤ変換器、３３３…同期回路、３３４…時間波形整形部、３３５…複素Ｆ
ＦＴ（高速フーリエ変換）部、３３６…等化器、３３７…復調器、３３８…デインターリ
ーバ、３３９…復号器、３４０…デスクランブラ、３４１…暗号解除器、３４２…ＣＲＣ
チェック部、３４３…受信データ処理部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】
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【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】 【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】
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【 図 ３ １ 】 【 図 ３ ２ 】
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