
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信側 、送信データに制御データを付加し、所定の変調方式で変調して

送信信号 送信し、受信側 、上記送信信号中の上記制御
データを用いて受信電力強度を検出する システムにおいて、
　

上記受信電力強度を検出するための受信電力検出区間を上記送信データの前に配置し、
かつ当該受信電力検出区間にランダムパターンを用い、
　さらに、上記送信データを１バースト毎に伝送する際に、１又は複数の送信データ

に１バーストの上記ランダムパターンを付加することを特徴とする シス
テム。
【請求項２】
　 受信側 は、上記受信電力検出区間で受信電力強度を検出し、先行波と遅
延波がランダムな位相差で干渉した場合の上記ランダムパターンの受信電力が一定値にな
ることを利用して、上記受信電力検出区間で受信信号の利得制御を収束させ、後続する送
信データの受信電力を基準値付近に調整することを特徴とする請求項１に記載の
システム。
【請求項３】
　 受信側 は、上記受信電力検出区間で受信電力強度を検出し、続く送信デ
ータの受信アンテナを選択するアンテナ選択ダイバーシティを実現することを特徴とする
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請求項１に記載の システム。
【請求項４】
　 受信側 は、上記受信電力検出区間で受信電力強度を検出し、続く送信デ
ータの送信局を選択するハンドオーバー機能を実現することを特徴とする請求項１に記載
の システム。
【請求項５】
　上記ランダムパターンとして、Ｍ系列のデータパターンを用いることを特徴とする請求
項１に記載の システム。
【請求項６】
　上記ランダムパターンとして、該当するシステムの伝搬路モデルで規定されている伝送
路の遅延波最大遅延ビット数以上の周期を有するランダムパターンデータ系列を用いるこ
とを特徴する請求項１に記載の システム。
【請求項７】
　 送信データに制御データを付加し、所定の変調方式で変調して

送信信号 送信し、 上記送信信号中の上記制御データを用
いて受信電力強度を検出する システムのデータ送信機において、
　上記受信電力強度を検出するための受信電力検出区間を上記送信データの前に配置し、
かつ当該受信電力検出区間にランダムパターン ランダムパターン付加手段、
　を備え、
　さらに、上記送信データを１バースト毎に伝送する際に、

１又は複数の送信データ に１バーストの上記ランダムパターンを付加
することを特徴とするデータ送信機。
【請求項８】
　上記ランダムパターン付加手段で付加するランダムパターンとして、Ｍ系列のデータパ
ターンを用いることを特徴とする請求項７に記載のデータ送信機。
【請求項９】
　上記ランダムパターン付加手段で付加するランダムパターンとして、該当するシステム
の伝搬路モデルで規定されている伝送路の遅延波最大遅延ビット数以上の周期を有するラ
ンダムパターンデータ系列を用いることを特徴する請求項７に記載のデータ送信機。
【請求項１０】
　 送信データに制御データを付加し、所定の変調方式で変調して

送信信号 送信し、 上記送信信号中の上記制御データを用
いて受信電力強度を検出する システムのデータ受信機において、
　上記 、上記受信電力強度を検出するための受信電力検出区間 上記送信
データの前に配置 、かつ当該受信電力検出区間にランダムパターン 場合、
　上記受信電力検出区間で受信電力強度を検出し、先行波と遅延波がランダムな位相差で
干渉した場合の上記ランダムパターンの受信電力が一定値になることを利用して、上記受
信電力検出区間で受信信号の利得制御を収束させ、後続する送信データの受信電力を基準
値付近に調整する受信電力強度調整手段、
　を備えることを特徴とするデータ受信機。
【請求項１１】
　さらに、上記受信電力強度の検出結果に基づいて、続く送信データの受信アンテナを選
択するアンテナ選択ダイバーシティ手段、
　を備えることを特徴とする請求項１０に記載のデータ受信機。
【請求項１２】
　さらに、上記受信電力強度の検出結果に基づいて、続く送信データの送信局を選択する
ハンドオーバー機能を実現するハンドオーバー制御手段、
　を備えることを特徴とする請求項１０に記載のデータ受信機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
この発明は、移動体通信／移動体衛星通信に用いられる通信システムとしてのデータ伝送
システム、データ送信機及びデータ受信機に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
移動体通信では、距離偏差、シャドーイング、フェージング等の影響により受信レベルが
大きく変動する（数十 dB以上）。この対策の一つにＡＧＣ（ Automatic Gain Control）を
用いて、レベル補正を行う方法がある。図８は無線通信システムの全体の構成を示し、図
９及び図１０は従来の移動体無線通信システムの送信機及び受信機を示すものであり、例
えば“ TIA/EIA/IS-136.1-A”（ TIA/EIA ） INTERIM STANDARD： TDMA Cellular/PCS- Radio
 Interface- Mobile Station- Base Station- Compatibility- Digital Control Cannel 
）あるいは“ RCR STD-32”において示されている。
【０００３】
図８において、１は送信データＳ１を無線信号に変換する送信機であり、２は無線信号を
通す伝送路であり、３は受信信号Ｓ３から受信データＳ４を取り出す受信機である。また
図９において、１１は送信データＳ１やプリアンブル（ＡＬＬ０のような繰り返しパター
ン）付加部１２からの情報Ｓ１１等を用いて、送信用バーストＳ１２を生成するバースト
生成部、１３は送信用バーストＳ１２を変調する変調部、１４は変調された信号Ｓ１３を
飛ばすアンテナである。さらに図１０において、３１はアンテナであり、３２は低雑音増
幅部（ＬＮＡ： Low Noise Amp ）、３３は増幅された信号Ｓ３１の周波数を変換するＲ／
Ｆ・Ｉ／Ｆ部、３４は低周波信号Ｓ３２のレベル (強度 )を一定にするＡＧＣ部、３５はＡ
ＧＣ出力Ｓ３３を復調する復調部、３５は復調された信号Ｓ３４から受信データＳ４を取
り出す受信制御部である。このような従来の無線通信システムでは、ＡＧＣ用のプリアン
ブルパターンとしてＡＬＬ０のような繰り返しパターンを採用している。
【０００４】
次に“ TIA/EIA/IS-136.1-A”を例にとり、移動機（ＭＳ： Mobile Station）から基地局  (
ＢＭＩ： Base station , MSC and Interworking Function）へ信号を送る動作を説明する
。移動機ＭＳは送信すべきデータ（ＤＡＴＡ、誤り訂正符号化済み）に対し、バースト生
成部１１でランプ（Ｒ）、同期語（ＳＹＮＣ： Synchronization,ＳＹＮＣ＋： Additional
 Synchronization) 用ビットと共に、ＡＧＣ用プリアンブル（ＰＲＥＡＭ： Preamble）を
付加し送信用バーストを構成する。図１１にバーストの構成を示す。“ TIA/EIA/IS-136.1
-A”においては、プリアンブルパターンとして、送信データが“１”、“０”の繰り返し
であるπ／４シフト変調が８シンボル分付加されている。
【０００５】
図１２にプリアンブル内の各シンボルの位相状態を示す。この場合、プリアンブル部分は
一定の包絡線レベルになる。バースト生成部１１から出力された信号Ｓ１２は、変調部１
３によって変調され、増幅された後アンテナ１４から放射される。伝送路２を通過する際
に、無線信号はフェージング（レイリーフェージング、周波数選択性フェージング等）の
影響を受け波形は大きく歪まされる。加えて、基地局ＢＭＩ－移動機ＭＳ間距離、シャド
ーイング、そしてフェージングにより受信レベルは大きく変動する。基地局ＢＭＩのアン
テナで受信された信号はＬＮＡ３２により増幅され、Ｒ／Ｆ・Ｉ／Ｆ部３３によって低い
周波数に変換される。復調部３５の入力部にはＡ／Ｄコンバータ等があり、入力信号はあ
る範囲内のレベルに収まっている必要がある。しかし、Ｒ／Ｆ・Ｉ／Ｆ部３３の出力は大
きなレベル偏差を含んでいるため、復調部３５へ入力される前にＡＧＣ部３４によりレベ
ル補正を受け、一定レベルに調整される。この信号Ｓ３４は復調部３５により復調された
後、受信制御部３６でバーストからデータ部分が取り出され、エラー訂正などの処理を行
った後、受信データＳ３４として出力される。
【０００６】
レベル補正を行うＡＧＣ部３４の動作を説明する。図１３はＡＧＣ３４の基本的な構成を
示したものである。大きなレベル偏差を含むＡＧＣ部３４への入力信号（低周波信号）Ｓ
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３２は、ＡＧＣアンプ４１により増幅あるいは減衰されてＡＧＣ出力Ｓ３３となる。ＡＧ
Ｃ出力Ｓ３３は、同時にレベル検出部４２に入力され、予め定められた基準値と比較され
、基準値とＡＧＣ出力Ｓ３３との差を表す信号が出力される。この信号はローパスフィル
タ（ＬＰＦ： Low Pass Filter ）４３によって、細かな変動を取り除かれた後、ＡＧＣア
ンプ４１の増幅比を決定するＡＧＣアンプ制御電圧（ＲＳＳＩ： Received Signal Streng
th Indicator）Ｓ４０となって、ＡＧＣ出力が基準値に近づくようにＡＧＣアンプ４１を
制御する。ＡＧＣ部３４では、以上のような動作を行うため、ＡＧＣ出力Ｓ３３が安定す
るまでに、ＡＧＣアンプ４１、レベル検出部４２、ＬＰＦ４３から構成される閉ループが
収束するための一定時間が必要となる。“ TIA/EIA/IS-136.1-A”では、図１４に示すよう
に、バーストの先頭付近にあるプリアンブル部分で、ＡＧＣを収束させ後ろに続くＳＹＮ
ＣやＤＡＴＡ部分のＡＧＣ出力レベル（復調機入力レベル）を所望の範囲内に納めること
で、良好な復調を可能としている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
以上のように固定の繰り返しパターンをＡＧＣ用プリアンブルに採用した場合、周波数選
択性フェージングが発生する伝送路では、ＡＧＣが良好に動作しない問題がある。これは
特にフェージングの速度に対し、シンボルレートが速く、プリアンブル中でフェージング
の状態が変化しない場合に顕著になる。周波数選択性フェージングについて説明する。周
波数選択性フェージングは、図１５に示すように遠くの建物、山等で反射した遅延波の遅
延量がシンボル周期と比較して無視できない場合に生じる。
【０００８】
例えば、１／ 10シンボル程度以上の遅延量がある場合を選択性フェージングとしているも
のもある。この時、図１６に示すように、何も対策を行わない場合、先行波と遅延波の干
渉により受信信号の判定に誤りが生じる。また、先行波と遅延波の合成波の信号スペクト
ルは図１７に示すように、送信信号のスペクトルが大きく歪んだものとなるため、“周波
数選択性フェージング”の名称の由来となっている。以上の説明からも明らかなように、
周波数選択性フェージングは、同一の伝送路上では情報速度が速いほど、すなわちシンボ
ルレートが大きいほど発生しやすくなる。
【０００９】
ＡＧＣ用プリアンブルパターンとして単純な固定パターンの繰り返しを採用するシステム
において、伝送路で周波数選択性フェージングが発生する場合、先行波と遅延波の位相関
係により、プリアンブル部分の平均受信電力が大きく変動する。図１８は先行波と遅延波
の位相関係、およびそのときの合成波を示すもので、時刻１、２、３は連続する３シンボ
ルを表す。プリアンブルパターンが固定パターンの繰り返しの場合、先行波と遅延波の位
相関係は一定で、フェージング速度に対し伝送速度が十分大きければ、プリアンブル受信
中同一の関係を保つと考えられる。図１８では、先行波と遅延波が打ち消し合う場合（ (1
)（ 2） (3) ）、あまり互いに影響を与えない場合（ (4) (5) (6) ）、強め合う場合（ (7) 
(8) (9) ）の例を示したが、位相関係は遅延波の遅延量で決定されるため、移動機ＭＳの
移動と共に時々刻々ランダムに変化する。このため、平均受信電力はその時々により大き
く変動する。
【００１０】
一方、ランダムパターンを受信した場合（データ部分はスクランブル等によってほぼラン
ダムなパターンになると考えられる）、先行波と遅延波の位相関係は同一バースト内でも
変化する。このため、図１９に示すように、同一バースト内で先行波と遅延波が強め合う
場合、打ち消し合う場合がランダムに発生し、バースト全体を平均すれば一定の受信電力
が得られる。
【００１１】
従って前述のようにプリアンブル部分でＡＧＣを収束させ、その後のデータ部分のＡＧＣ
出力を一定にするようなシステムでは、プリアンブル部分の受信電力とデータ部分の受信
電力に大きな差が表れるため、良好な復調がなされない。この時ＡＧＣが動作するようす
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を図２０に示す。プリアンブル部分と後続のデータ部分（ＳＹＮＣを含む）で受信電力に
大きな差がある場合、プリアンブルでＡＧＣが収束（ (1) ）していても、データ部分で適
切な出力レベルは得られない。ＡＧＣが基準値近傍の信号を出力するまでには、再度ＡＧ
Ｃが収束（ (3) ）する必要があり、その間（ (2））のデータは適当な復調が不可能となる
。
【００１２】
この発明は以上の問題を解消するためになされたもので、周波数選択性フェージングが発
生する伝送路においても、良好なレベル制御（ＡＧＣ）、適切なレベル検出を実現し、良
好な通信を可能にするデータ伝送システム、データ送信機及びデータ受信機を提供するこ
とを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　

【００３１】
【発明の実施の形態】
以下、図面を用いてこの発明の実施の形態を詳述する。
【００３２】
実施の形態１．
図９との対応部分に同一符号を付した図１は、この発明の実施の形態１である無線通信シ
ステムの送信機を示す。図において、１１は送信データＳ１やプリアンブル（ランダムパ
ターン）付加部５１からの情報Ｓ５１等を用いて送信用バーストＳ５２を生成するバース
ト生成部、１３は送信用バーストＳ５２を変調する変調部、１４は変調された信号Ｓ５３
を飛ばすアンテナである。無線通信システムの全体構成及び受信機の構成は、従来につい
て上述した図８及び図１０と同様である。ただし、この実施の形態１の場合、図８の伝送
路１２は周波数選択性フェージング伝送路とする。
【００３３】
この実施の形態１の動作の説明をする。送信側として送信すべきデータ（ＤＡＴＡ）に対
し、バースト生成部１１ではランプ（Ｒ）、同期語（ＳＹＮＣ）用ビットなどと共に、Ａ
ＧＣ用プリアンブル（ランダムパターン）を付加し、例えば図２に示す送信用バーストＳ
５２を生成する。この送信用バーストＳ５２は変調部１３によって変調された後、アンテ
ナ１４から発信される。送信側から発信された送信信号Ｓ２は、伝送路２内で周波数選択
性フェージングを受け、受信側のアンテナ３１へ入力される。入力された信号は、ＬＮＡ
３２によって増幅され、Ｒ／Ｆ・Ｉ／Ｆ部３３によって低周波数信号Ｓ３２に変換される
。Ｒ／Ｆ・Ｉ／Ｆ部３３の出力は大きなレベル偏差を含むため、ＡＧＣ部３４によって電
力レベルの調整を受けた後、復調部３５に入力され、このようにして受信データＳ４が取
り出される。
【００３４】
図３はＱＰＳＫ変調された２波（先行波電力１、遅延波電力 0.5 ）がランダムな位相差で
干渉した場合の、受信電力の確率密度分布を示したものである。ランダムパターンとして
はＭ系列を採用した。図からわかるように、ランダムパターンを受信した場合の電力は、
ほぼ一定値になるのに対し、ＡＬＬ０パターンを受信した場合には受信電力が大きな偏差
を持ち、両者の間で大きな不一致が発生する確率が高い。
【００３５】
この実施の形態１によれば、プリアンブルにランダムパターンを採用することにより、プ
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この発明に係る無線通信システムは、送信側の通信装置が、送信データに制御データを
付加し、所定の変調方式で変調して生成した送信信号をアンテナから送信し、受信側の通
信装置が、上記送信信号中の上記制御データを用いて受信電力強度を検出する無線通信シ
ステムにおいて、前記送信側の通信装置が、上記受信電力強度を検出するための受信電力
検出区間を上記送信データの前に配置し、かつ当該受信電力検出区間にランダムパターン
を用い、さらに、上記送信データを１バースト毎に伝送する際に、１又は複数の送信デー
タ用のバーストに１バーストの上記ランダムパターンを付加することを特徴とする。



リアンブル部分とデータ部分で大きな受信電力レベルの差は発生せず、周波数選択性フェ
ージングがかかった信号を受信した場合でも、ＡＧＣは図２に示すように、プリアンブル
部分で適切な値に収束し（ (1) ）、後続するデータのレベルを基準値付近に調整すること
ができる。
【００３６】
なおプリアンブル付加部５１で付加するランダムパターンとしては、Ｍ系列に限らず、伝
送路の遅延波最大遅延ビット数以下の長さを１周期とする繰り返しパターンでなければ同
様の効果が得られる。言い換えれば、プリアンブル部分の変調スペクトルが輝線スペクト
ルではなく、広いスペクトルを有するようなランダムパターンであれば同様の効果を得る
ことができる。
【００３７】
実施の形態２．
図１との対応部分に同一符号を付した図４は、この発明の実施の形態２である無線通信シ
ステムの送信機を示し、図１３との対応部分に同一符号を付した図５は、この発明の実施
の形態２である無線通信システムの受信機内のＡＧＣの構成を示す。図４において、６０
はデータ用バーストＳ６２を生成するデータ用バースト生成部である。また６１はＡＧＣ
用ランダムパターンＳ６０を生成するランダムパターン生成部であり、６２はＡＧＣ用バ
ーストＳ６１を生成するＡＧＣ用バースト生成部である。さらに６３は送信バーストを切
り替えるスイッチであり、ＡＧＣ用バーストＳ６１とデータ用バーストＳ６２のどちらを
送信するか決定する。一方図５において、７０はＬＰＦ４３の出力Ｓ４０をＡＧＣアンプ
制御電圧Ｓ４０Ａとして記憶するメモリであり、７１はＬＰＦ４３の出力Ｓ４０をメモリ
７０に送り込むかどうかを決定するスイッチである。なお、この実施の形態における無線
通信システムの全体及び受信機の構成は、それぞれ従来について上述した図８、図１０と
同様である。
【００３８】
この実施の形態２の動作を説明する。送信側ではランダムパターン生成部６１から出力さ
れるＡＧＣ用ランダムパターンＳ６０を用いて、ＡＧＣ用バーストＳ６１をＡＧＣ用バー
スト生成部６２で生成する。また送信データＳ１を用いて、データ用バーストＳ６２をデ
ータ用バースト生成部６０で生成する。これらのバーストを予め定められた手順に従って
スイッチ６３で選択し、変調部１３で変調した後アンテナ１４より送信する。送信信号Ｓ
２は伝送路２でフェージングを受けた後、受信機３に入力され、増幅や周波数変換を行わ
れ、ＡＧＣ入力信号Ｓ３２となる。
【００３９】
ＡＧＣ用バースト受信中は、ＡＧＣループ内のスイッチ７１はオンとなり、ＡＧＣ出力Ｓ
３３が基準値になるようにＡＧＣアンプ制御電圧（ＲＳＳＩ）Ｓ４０、Ｓ４０Ａが収束す
る。その後、データ用バーストを受信する際にはスイッチ７１はオフとなり、ＡＧＣ用バ
ースト受信時に収束しメモリ７０に記憶された値がＡＧＣアンプ制御電圧（ＲＳＳＩ）Ｓ
４０Ａの値として用いられる。
【００４０】
この実施の形態２によれば、ＡＧＣ用バースト受信時とデータ用バースト受信時で伝送路
２の状態変化が小さければ、ＡＧＣアンプ制御電圧（ＲＳＳＩ）Ｓ４１の値は同一の値が
使用でき、データ用バースト受信時にはバーストの先頭から適切なレベルでのＡＧＣ出力
Ｓ３３を得ることができる。これにより、その後の復調部３５、受信制御部３６ともに適
切な動作が可能となり、良好な復調結果として受信データを得ることができる。なお、デ
ータバースト受信中にもスイッチ７１をオンにして、ＡＧＣアンプ制御電圧（ＲＳＳＩ）
Ｓ４０Ａの値の補正を継続しても良い。
【００４１】
実施の形態３．
図１０との対応部分に同一符号を付した図６は、この発明の実施の形態３である無線通信
システムの受信機を示し、この場合アンテナ３１からＡＧＣ部に対応するレベル検出部８
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０Ａ、８０Ｂまで２系統の受信機で構成されており、それぞれ系統別に「Ａ］、「Ｂ」の
英文字を付して対応付けしている。すなわち図において、８０Ａ、８０Ｂは受信電力レベ
ルを測定し受信レベル情報Ｓ８０Ａ、Ｓ８０Ｂを出力するレベル検出部であり、８１は複
数のレベル検出部８０Ａ、８０Ｂの受信レベル情報Ｓ８０Ａ、Ｓ８０Ｂから受信状態の最
も良いものを選択する判定部８１であり、８２は判定部８１からの制御信号Ｓ８１によっ
て駆動されるスイッチであり、Ｓ８２Ａ、Ｓ８２Ｂはレベル検出部８０Ａ、８０Ｂを通っ
た後の受信信号である。この実施の形態３における無線通信システムの全体及び送信機の
構成はそれぞれ図８、図１と同様である。
【００４２】
次にこの実施の形態３の動作を説明する。送信機より送信された電波を、受信側は２箇所
のアンテナ３１Ａ、３１Ｂで受信する。受信信号はそれぞれ増幅・周波数変換を受けレベ
ル検出部８０Ａ、８０Ｂに入力される。レベル検出部８０Ａ、８０Ｂは信号Ｓ３２Ａ、Ｓ
３２Ｂの電力レベルを検出し、受信レベル情報Ｓ８０Ａ、Ｓ８０Ｂを判定部８１へ送る。
レベル検出部８０Ａ、８０Ｂには様々な形態が考えられるが、例えばＡＧＣを利用する場
合、ＲＳＳＩ信号が受信レベル情報となる。
【００４３】
判定部８１は２つのレベル検出部８０Ａ、８０Ｂからの受信レベル情報Ｓ８０Ａ、Ｓ８０
Ｂを比較し、制御信号Ｓ８１によってスイッチ８２を制御して、どちらのアンテナ３１Ａ
、３１Ｂから受信した信号を復調部３５に入力するかを決定する。バーストフォーマット
として図１１に上述したフォーマットを用いる場合、ＡＧＣ用プリアンブル受信中に判定
部８１を動作させ、スイッチ８２を確定させれば、データ部分の受信にはより適する受信
信号を選択でき、受信性能を向上させることができる。この実施の形態３においても、プ
リアンブル部分でデータ部分の受信電力強度を予測することが絶対条件となる。
【００４４】
実施の形態４．
図７はこの発明の実施の形態４におけるバーストフォーマットを示したものである。過去
に受信したバーストの電力情報を用いて、ＡＧＣのＲＳＳＩを決定するようなシステムで
は、ＡＧＣ用パターンはバーストの先頭にある必要はなく、図７に示す様なミッドアンブ
ル、あるいはバースト後方に配置するポストアンブルでも同様の効果を期待することがで
きる。またプリアンブル・ミッドアンブル・ポストアンブルを併用してもかまわない。
【００４５】
実施の形態５．
複数の基地局からの電波を受信する移動局において、通信を行う基地局を決定するために
本発明を利用することができる。すなわち、ランダムパターンからなるＡＧＣ用プリアン
ブルあるいはＡＧＣ用バーストによって、レベル検出を行い、最適な基地局を選択し回線
を設定することができる。この選択は特定回線の受信中に行ってもかまわない。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の実施の形態１である無線通信システムの送信機の構成を示すブロッ
ク図である。
【図２】　送信側で生成する送信用バーストの構成の説明に供する略線図である。
【図３】　ＱＰＳＫ変調された２波がランダムな位相差で干渉した場合の受信電力の確率
密度分布の説明に供するグラフである。
【図４】　この発明の実施の形態２である無線通信システムの送信機のＡＧＣの構成を示
すブロック図である。
【図５】　この発明の実施の形態２である無線通信システムの受信機のＡＧＣの構成を示
すブロック図である。
【図６】　この発明の実施の形態３である無線通信システムの受信機の構成を示すブロッ
ク図である。
【図７】　この発明の実施の形態４におけるバーストフォーマットの説明に供する略線図
である。
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【図８】　この発明の前提として無線通信システムの全体の構成を示すブロック図である
。
【図９】　図８の無線通信システム内で従来の送信機の構成を示すブロック図である。
【図１０】　図８の無線通信システム内で従来の受信機の構成を示すブロック図である。
【図１１】　ＡＧＣ用プリアンブルを付加した送信用バーストの構成を示す略線図である
。
【図１２】　図１１のプリアンブル内の各シンボルの位相状態の説明に供する略線図であ
る。
【図１３】　従来のＡＧＣの基本的な構成を示すブロック図である。
【図１４】　ＡＧＣの処理手順の説明に供する略線図である。
【図１５】　周波数選択性フェージングの発生の説明に供する略線図である。
【図１６】　周波数選択性フェージングにおける誤り発生の説明に供する略線図である。
【図１７】　周波数選択性フェージングが発生した際の送信信号と受信信号とを示す信号
スペクトル分布図である。
【図１８】　伝送路で周波数選択性フェージングが発生する場合の先行波と遅延波及びそ
のときの合成波の位相関係の説明に供する略線図である。
【図１９】　同一バースト内で先行波と遅延波が強め合う場合及び打ち消し合う場合の説
明に供する略線図である。
【図２０】　プリアンブル部分と後続のデータ部分で受信電力に差がある場合の説明に供
する略線図である。
【符号の説明】
１　送信機
２　伝送路
３　受信機
１１　バースト生成部
１２　プリアンブル付加部
１３　変調部
１４　アンテナ
３１、３１Ａ、３１Ｂ　アンテナ
３２、３２Ａ、３２Ｂ　ローノイズアンプ
３３、３３Ａ、３３Ｂ　Ｒ／Ｆ・Ｉ／Ｆ部
３４　ＡＧＣ部
３５　復調部
３６　受信制御部
４１　ＡＧＣアンプ
４２　レベル検出部
４３　ローパスフィルタ
５１　プリアンブル付加部
６０　データ用バースト生成部
６１　ランダムパターン生成部
６２　ＡＧＣ用バースト生成部
６３　スイッチ
７０　メモリ
７１　スイッチ
８０　レベル検出部
８１　判定部
８２　スイッチ
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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 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】
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【 図 ２ ０ 】
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