
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

　

　

　

。
【請求項２】
　

。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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移動体通信ネットワークの基地局との通信にＴＤＤ－ＣＤＭＡ方式を用いる無線通信装
置であって、

周囲に存在する他の無線通信装置とアドホックネットワークを構築して上記他の無線通
信装置と無線で通信を行うアドホック通信手段を備え、

上記アドホック通信手段は、上記アドホックネットワーク内の上記他の無線通信装置と
の通信に際して、上記移動体通信ネットワークの基地局との通信に使用する通信方式と共
通のＴＤＤ－ＣＤＭＡ方式を用いて共通の周波数帯を使用するとともに、

上記アドホック通信手段は、アドホックネットワークに加わってない近傍の無線通信装
置の干渉とならないように、受信信号に基づいてすべてのタイムスロットの干渉レベルを
測定し、その測定値と予め設定されたオフセット値との和を送信電力の最大値として、こ
の最大値を上回らないように、送信電力の出力制御を行うことを特徴とする無線通信装置

請求項１に記載の無線通信装置を含む複数の無線通信装置によりアドホックネットワー
クを構築し、当該アドホックネットワーク内の無線通信装置どうしで相互に通信を行うこ
とを特徴とする無線通信方法



【発明の属する技術分野】
　本発明は、ＴＤＤ－ＣＤＭＡ方式の無線通信装置 を用いた無線通信方法に関
するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　周知のように、移動体通信ネットワークにおいては、携帯電話、パソコン、ＰＤＡなど
の無線通信装置（ User Equipment）によって移動局が構成され、それら移動局と基地局間
のデータ伝送が無線によって行われるようになっている。また、各移動局間で音声通話や
データ通信を行う際には、図４に示すように、基地局（ Base Station）を経由してデータ
の遣り取りが行われるようになっている。このような移動体通信に用いる通信方式として
は、例えば、ＧＳＭ（ Global System for Mobile Communications）やＷＣＤＭＡ（

Wideband Code Division Multiple Access）などが知られている。
【０００３】
また、上記移動体通信ネットワークにおいては、移動局と基地局間の通信が双方向になっ
ていて、その通信方式が送受信を同時に行う復信方式となっている。復信方式には、図５
に示すように、移動局から基地局への上り回線（ Uplink）と基地局から移動局への下り回
線（ Downlink）とで異なる周波数帯を使用するＦＤＤ（ Frequency Division Duplex）方
式と、上り回線と下り回線の周波数帯は同じであるが上下回線を非常に短い時間で切り換
えるＴＤＤ（ Time Division Duplex）方式がある。ＴＤＤ方式では、１フレームが複数（
例えば、１５）のタイムスロットに分割されて、その各々に上り回線と下り回線の何れか
が割り当てられるようになっている。図６は、このＴＤＤ方式を復信方式として採用した
ＴＤＤ－ＣＤＭＡ（ Code Division Multiple Access）のフレーム構成を示しており、こ
のＴＤＤ－ＣＤＭＡ方式では、上り回線と下り回線に割り当てるタイムスロットの比率や
配列をトラフィック量等に応じて適宜に設定可能となっている（例えば、特許文献１参照
）。
【０００４】
　一方、無線による近距離のデータ通信ネットワークとして、アドホックネットワークが
知られている。このアドホックネットワークにおいては、図７に示すように、基地局の介
在無しに、電波の届く範囲内にある無線通信装置どうしで直接通信を行うことが可能とな
っている。このため、アドホックネットワークによれば、基地局やアクセスポイントが不
要となり、このような通信設備を持たない場所においても簡易にネットワークを構築する
ことができるという利点が得られる。このようなアドホックネットワークを構築するため
の通信技術としては、例えば、 Bluetooth や無線ＬＡＮ（ IEEE802.11x）など
が提案されている。
【０００５】
【特許文献１】
特開２００２－２３２９４０号公報（段落番号０００２～０００８）
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、従来では、上記アドホックネットワークと移動体通信ネットワークとで異なる
通信方式が採用されていたために、それらネットワークの双方に接続できる無線通信装置
を実現しようとすると、無線通信装置の構成が自ずと複雑になり、それに対応してコスト
が増大するという問題点があった。
また、一方のネットワーク（例えば、アドホックネットワーク）から他方のネットワーク
（例えば、移動体通信ネットワーク）に接続先を切り換える際には、双方の通信方式が異
なることから、ハンドオーバーに時間がかかるという問題点もあった。
【０００７】
本発明は、かかる事情に鑑みてなされたもので、アドホックネットワークと移動体通信ネ
ットワークの双方に接続できる機能を有しながらも、装置構成が複雑になることなく、コ
スト増大を回避することができ、しかも接続するネットワークの切換を円滑に行うことが
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できる無線通信装置および無線通信方法を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の発明は、移動体通信ネットワークの基地局との通信にＴＤＤ－ＣＤＭ
Ａ方式を用いる無線通信装置（例えば、第１無線通信装置１０など）であって、周囲に存
在する他の無線通信装置（例えば、他の第１無線通信装置１０、第２無線通信装置２０な
ど）とアドホックネットワークを構築して上記他の無線通信装置と無線で通信を行うアド
ホック通信手段を備え、上記アドホック通信手段は、上記アドホックネットワーク内の上
記他の無線通信装置との通信に際して、上記移動体通信ネットワークの基地局との通信に
使用する通信方式と共通のＴＤＤ－ＣＤＭＡ方式を用いて共通の周波数帯を使用する

ことを特徴とするものであ
る。
【０００９】
　ここで ＤＤ－ＣＤＭＡとは、復信方式にＴＤＤ方式を使用するＣＤＭＡである。Ｃ
ＤＭＡとは、スペクトラム拡散方式を応用した多元接続方式の一つで、符号分割多重接続
と呼ばれる通信方式である。ＴＤＤ－ＣＤＭＡとしては、例えば、３ＧＰＰ（ 3rd Genera
tion Partnership Project）により標準化されたＴＤ－ＣＤＭＡなどが挙げられる。
【００１０】
「移動体通信ネットワークの基地局との通信にＴＤＤ－ＣＤＭＡ方式を用いる無線通信装
置」としては、例えば、携帯電話や、移動体通信ネットワークとの接続機能を有するＰＤ
Ａ（ Personal Digital Assistance）やパーソナルコンピュータ等の情報端末などが挙げ
られる。
また、「周囲に存在する他の無線通信装置」には、上記のように移動体通信ネットワーク
との接続機能を有する無線通信装置の他に、例えば、移動体通信ネットワークとの接続機
能を持たない情報端末（コンピュータ、ＰＤＡなど）や、情報端末の周辺機器（例えば、
ヘッドセット、プリンタ、マウス、ディスプレイ）なども含まれる。これら無線通信装置
は、少なくとも電波の到達範囲内にある他の無線通信装置とアドホックネットワークを構
築して、当該アドホックネットワーク内の無線通信装置どうしで相互に通信を行う機能（
以下、アドホック通信機能と称す。）を有している。
【００１１】
　 無線通信装置において 、上記アドホック通信手段 、上記アドホックネットワー
クを構築し得る周囲の無線通信装置を検出し、それら無線通信装置に関する情報を各々か
ら取得して記憶手段に記憶する処理を実行した後、上記記憶手段に記憶された情報の中か
ら通信相手となる無線通信装置に関する情報を抽出し、当該情報に基づいて、上記通信相
手となる無線通信装置と上記アドホックネットワーク内で相互に通信を行う

。
　

【００１５】
　 に記載の本発明に係る無線通信方法は、 に記載の無線通信装置（第１
無線通信装置１０）を含む複数の無線通信装置によりアドホックネットワークを構築し、
当該アドホックネットワーク内の無線通信装置どうしで相互に通信を行うことを特徴とす
るものである。
【００１６】
　ここで、複数の無線通信装置には、 に記載の無線通信装置の他に、移動体通信

10

20

30

40

50

(3) JP 4029778 B2 2008.1.9

とと
もに、上記アドホック通信手段は、アドホックネットワークに加わってない近傍の無線通
信装置の干渉とならないように、受信信号に基づいてすべてのタイムスロットの干渉レベ
ルを測定し、その測定値と予め設定されたオフセット値との和を送信電力の最大値として
、この最大値を上回らないように、送信電力の出力制御を行う

、Ｔ

上記 は が

構成とするこ
とが可能である

ここで、無線通信装置に関する情報には、例えば、各無線通信装置が送信時に用いる拡
散符号や、各無線通信装置の識別コード（ＩＤ）、各無線通信装置の属性情報（装置の種
類、性能、セキュリティレベルなど）、それぞれの無線通信装置までの通信経路に関する
情報などが含まれる。

請求項２ 請求項１

請求項１



ネットワークとの接続機能は持たないがアドホック通信機能を有する無線通信装置なども
含まれる。
【００１７】
　 によれば、アドホックネットワークと移動体通信ネットワークにおける通信に共
通のＴＤＤ－ＣＤＭＡ方式を用いるようにしたので、アドホックネットワークと移動体通
信ネットワークの双方に接続可能な無線通信装置を簡素な構成で安価に提供することが可
能になる。しかも当該無線通信装置によれば、接続するネットワークの切換を円滑に実行
することができる。
【００１８】
また、アドホックネットワーク内の無線通信装置どうしが相互に通信を行うことにより、
移動体通信ネットワークにかかる負荷を軽減することができ、これによって、ネットワー
ク全体としての通信効率を高めることができる上に、通信容量（ネットワークのキャパシ
ティ）を増大させることもできる。
さらに、基地局まで電波が届かない場合においては、基地局まで電波が到達するアドホッ
クネットワーク内の他の無線通信装置を中継装置として利用することができ、移動体通信
ネットワークとの接続が可能なエリアを結果として拡大することができる。
【００１９】
　 によれば、アドホックネットワークと移動体通信ネットワークとで同じ周波数帯
を使用していても、アドホックネットワークと移動体通信ネットワーク間で干渉が生じ難
くなり、何れのネットワークを利用する場合においても、良好な通信状態を確保すること
ができる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明に係る無線通信方法を適用したアドホックネットワークの一実施形態を示
すもので、図中符号１０は第１無線通信装置、符号２０は第２無線通信装置である。
第１無線通信装置１０は、移動体通信ネットワークとの接続機能を有する無線通信装置（
本発明に係る無線通信装置）で、例えば、携帯電話、ＰＤＡ、パーソナルコンピュータな
どにより構成されている。この第１無線通信装置１０は、移動体通信ネットワークの基地
局３０との通信にＴＤＤ－ＣＤＭＡ方式を用いるようになっている。
一方、第２無線通信装置２０は、移動体通信ネットワークとの接続機能を持たない無線通
信装置で、例えば、ＬＡＮ（ Local Area Network）等の固定的な通信ネットワークに有線
または無線で接続された情報端末（例えば、パーソナルコンピュータ、ワークステーショ
ンなど）や、情報端末の周辺機器（例えば、ヘッドセット、プリンタ、マウス）などによ
り構成されている。
【００２１】
これら第１および第２無線通信装置１０、２０は、周囲に存在する他の無線通信装置１０
、２０とアドホックネットワークを構築して、当該アドホックネットワーク内の無線通信
装置どうしで相互に通信を行うアドホック通信機能を有し、その通信方式に、移動体通信
ネットワークにおける通信方式と共通のＴＤＤ－ＣＤＭＡ方式を用いるようになっている
。ここでは、ＴＤＤ－ＣＤＭＡという方式が共通であることに加えて、使用周波数帯も共
通となっている。
【００２２】
図２は、第１無線通信装置の要部構成を示すブロック図である。この図２に示すように、
第１無線通信装置１０は、送信器１１、受信器１２、アンテナ１３、制御部１４および記
憶部１５を有している。
送信器１１は、送信信号を生成する送信データ処理部１１ａと、搬送波を送信信号で一次
変調する一次変調部１１ｂと、一次変調によって得られた変調信号を拡散符号で拡散変調
（二次変調）する拡散部１１ｃと、拡散変調された信号を増幅する増幅部１１ｄとを備え
ている。すなわち、送信データ処理部１１ａで生成された送信信号は、一次変調部１１ｂ
にて所定の変調方式で一次変調された後、拡散部１１ｃにて拡散符号により拡散変調され
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、その後、増幅部１１ｄにて増幅されてアンテナ１３から電波として放射されるようにな
っている。
【００２３】
一方、受信器１２は、アンテナ１３から受信した受信信号に含まれる不要なノイズ成分を
除去する帯域フィルタ１２ａと、この帯域フィルタ１２ａを通過した受信信号を拡散符号
で逆拡散する逆拡散部１２ｂと、逆拡散によって得られた信号を復調する復調部１２ｃと
、復調された信号に基づいてアドホックネットワークまたは移動体通信ネットワークとの
接続に関する各種処理を行う受信データ処理部１２ｄとを備えている。すなわち、アンテ
ナ１３で受信した受信信号は、ノイズ成分が帯域フィルタ１２ａで除去された後、送信側
と同一の拡散符号によって逆拡散され、その後、復調部１２ｃにて復調されてベースバン
ド波形に戻されるようになっている。
【００２４】
制御部１４は、記憶部１５に記憶された各種情報に基づいて、送信器１１および受信器１
２を制御するもので、この制御部１４によって、送信と受信の切替制御や送信電力の出力
制御（パワーコントロール）が行われるとともに、アドホックネットワークと移動体通信
ネットワークとの切替処理等が行われるようになっている。例えば、移動体通信ネットワ
ークの基地局３０、或いはアドホックネットワーク内の他の無線通信装置と無線回線を使
って通信する際には、予め設定されたタイムスロットの割当に基づいて送信と受信の切替
が行われて、ＴＤＤ方式で通信が行われるようになっている。また、アドホックネットワ
ーク内の他の無線通信装置と通信する際には、受信器１２に入力された受信信号から干渉
レベルが検出され、その干渉レベルに応じて送信電力が調整されるようになっている。
【００２５】
本実施形態では、これら送信器１１、受信器１２、アンテナ１３、制御部１４および記憶
部１５等によって、本発明に係るアドホック通信手段が構成されている。
他方、第２無線通信装置２０も、上記第１無線通信装置１０と同様の送信器、受信器、ア
ンテナ、制御部および記憶部を有し、これら通信手段によって、アドホックネットワーク
内の他の無線通信装置と無線回線を使って通信することが可能となっている。
【００２６】
次に、上記構成からなる第１無線通信装置１０によって実行されるアドホックネットワー
クへの接続処理を、図３のフローチャートに基づいて説明する。
先ず、ステップＳ１では、通信モードをアドホックモードに切り換える処理が行われる。
この処理は、予め設定された条件が満たされたときに自動的に行われるものであっても、
利用者の入力操作に基づいて行われるものであってもよい。
【００２７】
次いで、ステップＳ２では、周囲に存在する無線通信装置１０、２０に関する情報を取得
する処理が行われる。具体的には、受信器１２に入力された受信信号に基づいて、アドホ
ックモードにある無線通信装置１０、２０が周囲に存在するか否かを調査し、その結果、
アドホックモードにある他の無線通信装置１０、２０が周囲に存在する場合には、その無
線通信装置１０、２０の各々について、アドホックネットワークに接続する権限を有して
いるか否か、またアドホックネットワークに接続可能な状態にあるか否かをそれぞれ判定
し、それら判定結果に基づいて、アドホックモードにある無線通信装置１０、２０の中か
ら「アドホックネットワークを構築し得る無線通信装置」を特定・検出する。その後、そ
れら無線通信装置に関する情報（例えば、送信時に使用する拡散符号、装置固有のＩＤな
ど）を記憶部１５等の記憶手段に記憶した後、次のステップＳ３に移行する。
【００２８】
　ステップＳ３では、ＴＤＤ－ＣＤＭＡのタイムスロットの中から、アドホックネットワ
ーク内の通信で用いるタイムスロットを選択する処理が行われる。選択方法としては、

下り回線（ Downlink）に指定されたタイムスロットのみを選択する方法、 上り
回線（ Uplink）に指定されたタイムスロットのみを選択する方法、 上り回線に指定
されたタイムスロットと下り回線に指定されたタイムスロットの双方から選択する方法が
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挙げられるが、何れの方法を採用するようにしてもよい。この実施形態では、アドホック
ネットワークと移動体通信ネットワーク間の相互干渉を低減するために、下り回線に指定
されたタイムスロットのみを選択するようにしている。
【００２９】
ステップＳ４では、上記記憶手段に記憶された情報の中から通信相手となる無線通信装置
（第１無線通信装置１０または第２無線通信装置２０）に関する情報を抽出し、その情報
に基づいて、上記通信相手となる無線通信装置とアドホックネットワークを介して通信を
行う。その際には、アドホックネットワークに加わってない近傍の無線通信装置の干渉と
ならないように、パワーコントロールを行う。すなわち、受信器１２に入力された受信信
号に基づいてすべてのタイムスロットの干渉レベルを測定し、その測定値と予め設定され
たオフセット値（正数または負数）との和を送信電力の最大値（許容値）として、この最
大値を上回らないように、送信電力の出力制御を行う。
【００３０】
そして、アドホックネットワークへの接続完了後は、アドホックネットワークを構成する
無線通信装置１０、２０の数が上限（例えば、１５）に達するまで、前述したステップＳ
２と同様に、アドホックネットワークの状態を監視する処理を所定周期で繰り返し、アド
ホックネットワークに含まれる無線通信装置１０、２０に関する情報を適宜更新する（ス
テップＳ５）。また、アドホックネットワークを構成する無線通信装置の数が「１」とな
ったら、アドホックネットワークは消滅状態となる。
【００３１】
　なお、この実施形態では、通信を行う際に移動体通信ネットワークとアドホックネット
ワークのどちらを使用するかという選択を制御部１４が、例えば、次に示すような各要素
を考慮して行うようにしている。その要素としては、 通信相手となる無線通信装置
がアドホックネットワーク内に存在するか、 通信相手となるアドホックネットワー
ク内の無線通信装置が移動体通信ネットワークまたは有線ネットワークと良好に通信を行
える状態にあるか、 アドホックネットワークの外部から受信した呼び出しであるか
、 移動体通信ネットワークとアドホックネットワークの通信品質やトラフィック量
のバランス、 セキュリティ、 マルチキャストの対象がアドホックネットワー
ク内に包含されているか、 通信相手がヘッドセットやマウスなどの周辺機器である
か等が挙げられる。
【００３２】
以上のように、本実施形態によれば、アドホックネットワークと移動体通信ネットワーク
における通信に共通のＴＤＤ－ＣＤＭＡ方式を用いるようにしたので、アドホックネット
ワークと移動体通信ネットワークの双方に接続可能な無線通信装置１０を簡素な構成で安
価に提供することが可能になる。しかも、かような無線通信装置１０によれば、双方のネ
ットワーク間のハンドオーバーを円滑に実行することができる。
【００３３】
また、アドホックネットワーク内の無線通信装置１０、２０どうしが相互に通信を行うこ
とにより、移動体通信ネットワークにかかる負荷を軽減することができ、これによって、
ネットワーク全体としての通信効率を高めることができる上に、ネットワークの通信容量
を増大させることもできる。
さらに、基地局３０まで電波が届かない場合においては、基地局３０まで電波が到達する
アドホックネットワーク内の他の無線通信装置１０、２０を中継装置として利用すること
ができ、移動体通信ネットワークとの接続が可能なエリアを結果として拡大することがで
きる。
【００３４】
また、アドホックネットワークと移動体通信ネットワークとで同じ周波数帯を使用してい
ても、アドホックネットワークと移動体通信ネットワーク間で干渉が生じ難くなり、何れ
のネットワークを利用する場合においても、良好な通信状態を確保することができる。
【００３５】
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【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、アドホックネットワークと移動体通信ネットワー
クの双方に接続できる機能を有しながらも、装置構成が複雑になることなく、コスト増大
を回避することができ、しかも接続するネットワークの切換を円滑に実行可能な無線通信
装置および無線通信方法を提供することができる。
【００３６】
また、アドホックネットワークと移動体通信ネットワークとで同じ周波数帯を使用してい
ても、アドホックネットワークと移動体通信ネットワーク間で干渉が生じ難くなり、何れ
のネットワークを利用する場合においても、良好な通信状態を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る無線通信方法を適用したアドホックネットワークの一実施形態を示
す概略構成図である。
【図２】図１の第１無線通信装置の要部構成を示すブロック図である。
【図３】図１のアドホックネットワークへの接続処理を説明するためのフローチャートで
ある。
【図４】移動体通信ネットワークの一例を示す概略構成図である。
【図５】ＴＤＤ方式とＦＤＤ方式を説明するための模式図である。
【図６】ＴＤＤ－ＣＤＭＡのフレーム構成の一例を示す図である。
【図７】アドホックネットワークの一例を示す概略構成図である。
【符号の説明】
１０　第１無線通信装置
２０　第２無線通信装置
３０　基地局
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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