
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定のチャネルによって通信すべき第１通信システムにおける既知信号であって、かつ
チャネルに配置される既知信号を受信する第１受信部と、
　第１通信システムに対応したチャネルが空間分割された複数のチャネルによって通信す
べき第２通信システムにおける制御信号であって、かつ前記第１通信システムに対応した
形式を有した制御信号が、前記既知信号の後段に配置されているかを判定する判定部と、
　前記判定部において制御信号が配置されていないと判定された場合、前記既知信号の後
段に配置されるデータ信号であって、かつ前記第１通信システムに対応したチャネルに配
置されるデータ信号を受信する第２受信部と、
　前記判定部において制御信号が配置されていると判定された場合、前記制御信号の後段
に配置されるデータ信号であって、かつ前記第２通信システムに対応した複数のチャネル
にそれぞれ配置されるデータ信号に対して、前記第２受信部の動作を停止させる指示部と
、
　を備えることを特徴とする受信装置。
【請求項２】
　前記第１通信システムに対応したチャネルに配置されるデータ信号と、前記制御信号と
は、信号点の配置が異なるように規定されており、
　前記判定部は、前記既知信号の後段の位置における信号点の配置が、制御信号における
信号点の配置に対応していれば、制御信号が配置されていると判定することを特徴とする
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請求項１に記載の受信装置。
【請求項３】
　前記第１受信部は、前記第２通信システムにおける既知信号であって、かつ前記第１通
信システムにおける既知信号と所定の関係を有しつつ、複数のチャネルにそれぞれ配置さ
れる既知信号も受信し、
　前記判定部は、受信した既知信号に含まれた複数の信号波成分間の関係を特定し、特定
した関係と、前記第２通信システムにおける既知信号での関係にもとづいて、制御信号が
配置されているかを判定することを特徴とする請求項１に記載の受信装置。
【請求項４】
　前記判定部は、前記第２通信システムにおける既知信号での関係に対応したしきい値を
予め記憶しており、かつ受信した既知信号と、予め記憶した既知信号との相関処理によっ
て、複数の信号波成分間の関係に対応した値を導出し、導出した値がしきい値以上であれ
ば、制御信号が配置されていると判定することを特徴とする請求項３に記載の受信装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の受信装置において、
　前記第１通信システムに対応したチャネルに配置されるデータ信号と、前記制御信号は
、複数のキャリアを使用するように規定されており、
　前記データ信号に使用される複数のキャリアと、前記制御信号に使用される複数のキャ
リアとのうち、互いに対応するキャリアにパイロット信号が割り当てられ、
　前記データ信号におけるパイロット信号での信号点と、前記制御信号におけるパイロッ
ト信号での信号点は、同一の信号点配置を有しつつ、異なった位相を有するように規定さ
れており、
　前記判定部は、前記既知信号の後段の位置におけるパイロット信号での信号点の位相が
、制御信号におけるパイロット信号での信号点の位相に対応していれば、制御信号が配置
されていると判定することを特徴とする受信装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の受信装置において、
　前記第１通信システムに対応したチャネルに配置されるデータ信号と、前記制御信号は
、複数のキャリアを使用するように規定されており、
　前記データ信号に使用される複数のキャリアと、前記制御信号に使用される複数のキャ
リアとのうち、互いに対応するキャリアにパイロット信号が割り当てられ、
　前記データ信号におけるパイロット信号以外のキャリアでの信号点と、前記制御信号に
おけるパイロット信号以外のキャリアでの信号点は、異なった信号点配置を有するように
規定されており、
　前記判定部は、前記既知信号の後段の位置におけるパイロット信号以外のキャリアでの
信号点配置が、制御信号におけるパイロット信号以外のキャリアでの信号点の信号点配置
に対応していれば、制御信号が配置されていると判定することを特徴とする受信装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の受信装置において、
　前記第１通信システムに対応したチャネルに配置されるデータ信号と、前記制御信号は
、複数のキャリアを使用するように規定されており、
　前記データ信号に使用される複数のキャリアと、前記制御信号に使用される複数のキャ
リアとのうち、互いに対応するキャリアにパイロット信号が割り当てられ、
　前記データ信号におけるパイロット信号での信号点と、前記制御信号におけるパイロッ
ト信号での信号点は、同一の信号点配置を有しつつ、異なった位相を有するように規定さ
れ、かつ前記データ信号におけるパイロット信号以外のキャリアでの信号点と、前記制御
信号におけるパイロット信号以外のキャリアでの信号点は、異なった信号点配置を有する
ように規定されており、
　前記判定部は、前記既知信号の後段の位置におけるパイロット信号での信号点の位相が
、制御信号におけるパイロット信号での信号点の位相に対応し、前記既知信号の後段の位
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置におけるパイロット信号以外のキャリアでの信号点配置が、制御信号におけるパイロッ
ト信号以外のキャリアでの信号点の信号点配置に対応していれば、制御信号が配置されて
いると判定することを特徴とする受信装置。
【請求項８】
　前記指示部は、前記制御信号から、前記第２通信システムに対応した複数のチャネルに
それぞれ配置されるデータ信号の長さを抽出し、抽出したデータ信号の長さに応じた期間
にわたって、前記第２受信部の動作を停止させることを特徴とする請求項１から７のいず
れかに記載の受信装置。
【請求項９】
　前記第２通信システムにおける制御信号の前段には、前記第１通信システムにおける制
御信号がさらに配置されており、
　前記指示部は、前記第１通信システムにおける制御信号から、前記第２通信システムに
対応した複数のチャネルにそれぞれ配置されるデータ信号の長さを抽出し、抽出したデー
タ信号の長さに応じた期間にわたって、前記第２受信部の動作を停止させることを特徴と
する請求項１から７のいずれかに記載の受信装置。
【請求項１０】
　所定のチャネルによって通信すべき第１通信システムの送信装置から、チャネルに配置
される既知信号を受信し、あるいは前記第１通信システムに対応したチャネルが空間分割
された複数のチャネルによって通信すべき第２通信システムの送信装置から、前記第１通
信システムにおける既知信号と所定の関係を有しつつ、複数のチャネルのそれぞれに配置
される既知信号を受信する第１受信部と、
　受信した既知信号に含まれた複数の信号波成分間の関係を特定する特定部と、
　特定した関係が、前記第２通信システムにおける既知信号での関係に対応していなけれ
ば、既知信号の後段に配置されるデータ信号であって、かつ前記第１通信システムに対応
したチャネルに配置されるデータ信号を受信する第２受信部と、
　特定した関係が、前記第２通信システムにおける既知信号での関係に対応していれば、
既知信号の後段に配置されるデータ信号であって、かつ前記第２通信システムに対応した
複数のチャネルにそれぞれ配置されるデータ信号に対して、前記第２受信部の動作を停止
させる指示部と、
　を備えることを特徴とする受信装置。
【請求項１１】
　前記特定部は、受信した既知信号と、予め記憶した既知信号との相関処理によって、複
数の信号波成分間の関係に対応した値を導出し、
　前記第２受信部は、前記特定部において導出した値が、前記第２通信システムにおける
既知信号での関係に対応したしきい値よりも小さければ、特定した関係が前記第２通信シ
ステムにおける既知信号での関係に対応していないとし、
　前記指示部は、前記特定部において導出した値が、前記第２通信システムにおける既知
信号での関係に対応したしきい値以上であれば、特定した関係が前記第２通信システムに
おける既知信号での関係に対応しているとすることを特徴とする請求項１０に記載の受信
装置。
【請求項１２】
　所定のチャネルによって通信すべき第１通信システムに対応したチャネルが空間分割さ
れた複数のチャネルによって通信すべき第２通信システムにおける制御信号であって、か
つ前記第１通信システムに対応した形式を有した制御信号が、受信したチャネルの中に配
置されていなければ、前記第１通信システムに対応したチャネルに配置されるデータ信号
を受信し、前記制御信号が配置されていれば、前記第２通信システムに対応した複数のチ
ャネルにそれぞれ配置されるデータ信号の受信動作を停止することを特徴とする受信方法
。
【請求項１３】
　所定のチャネルによって通信すべき第１通信システムの送信装置から、チャネルに配置
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される既知信号を受信し、あるいは前記第１通信システムに対応したチャネルが空間分割
された複数のチャネルによって通信すべき第２通信システムの送信装置から、前記第１通
信システムにおける既知信号と所定の関係を有しつつ、複数のチャネルのそれぞれに配置
される既知信号を受信し、
　受信した既知信号に含まれた複数の信号波成分間の関係が前記第２通信システムにおけ
る既知信号での関係に対応していなければ、既知信号の後段に配置されるデータ信号であ
って、かつ前記第１通信システムに対応したチャネルに配置されるデータ信号を受信し、
　受信した既知信号に含まれた複数の信号波成分間の関係が前記第２通信システムにおけ
る既知信号での関係に対応していれば、既知信号の後段に配置されるデータ信号であって
、かつ前記第２通信システムに対応した複数のチャネルにそれぞれ配置されるデータ信号
に対して、受信動作を停止させることを特徴とする受信方法。
【請求項１４】
　所定のチャネルによって通信すべき第１通信システムに対応し、チャネルに配置される
既知信号と、既知信号の後段に配置されるデータを送信する第１の送信装置と、
　前記第１通信システムに対応したチャネルが空間分割された複数のチャネルによって通
信すべき第２通信システムに対応し、前記第１通信システムに対応した形式を有した既知
信号と制御信号、それらの後段に、複数のチャネルにそれぞれ配置されるデータ信号を送
信する第２の送信装置と、
　前記第１通信システムに対応し、既知信号の後段に制御信号が存在しなければ、既知信
号の後段に配置されるデータ信号を受信し、既知信号の後段に制御信号が存在すれば、複
数のチャネルにそれぞれ配置されるデータ信号に対して、受信を停止する受信装置と、
　を備えることを特徴とする通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、受信技術に関し、特にバースト信号を受信する受信方法ならびに装置および
それを利用した通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　高速なデータ伝送を可能にしつつ、マルチパス環境下に強い通信方式として、マルチキ
ャリア方式のひとつであるＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉ
ｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）変調方式がある。このＯＦＤＭ変調方式は、
無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）の標準化規格であるＩＥＥＥ８０
２．１１ａ，ｇやＨＩＰＥＲＬＡＮ／２に適用されている。このような無線ＬＡＮにおけ
るバースト信号は、一般的に時間と共に変動する伝送路環境を介して受信され、かつ周波
数選択性フェージングの影響を受けるので、受信装置は一般的に伝送路推定を動的に実行
する。受信装置が伝送路推定を実行するために、バースト信号内に、２種類の既知信号が
設けられている。ひとつは、バースト信号の先頭部分において、すべてのキャリアに対し
て設けられた既知信号であり、いわゆるプリアンブルやトレーニング信号といわれるもの
である。もうひとつは、バースト信号のデータ区間中に一部のキャリアに対して設けられ
た既知信号であり、いわゆるパイロット信号と言われるものである（例えば、非特許文献
１参照。）。
【非特許文献１】Ｓｉｎｅｍ　Ｃｏｌｅｒｉ，Ｍｕｓｔａｆａ　Ｅｒｇｅｎ，Ａｎｕｊ　
Ｐｕｒｉ，　ａｎｄ　Ａｈｍａｄ　Ｂａｈａｉ， "Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅｓｔｉｍａｔｉｏ
ｎ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　Ｂａｓｅｄ　ｏｎ　Ｐｉｌｏｔ　Ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ　
ｉｎ　ＯＦＤＭ　Ｓｙｓｔｅｍｓ "，ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ　ｏｎ　ｂｒ
ｏａｄｃａｓｔｉｎｇ，ｖｏｌ．４８，Ｎｏ．３，ｐｐ．２２３－２２９，Ｓｅｐｔ．２
００２．
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００３】
　ワイヤレス通信において、周波数資源を有効利用するための技術のひとつが、アダプテ
ィブアレイアンテナ技術である。アダプティブアレイアンテナ技術は、複数のアンテナに
おいて、それぞれ送受信される信号の振幅と位相を制御することによって、アンテナの指
向性パターンを形成する。このようなアダプティブアレイアンテナ技術を利用して、デー
タの伝送速度を高速化するための技術にＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）システムがある。当該ＭＩＭＯシステムは、送信装置と受
信装置がそれぞれ複数のアンテナを備え、それぞれのアンテナに対応したひとつのチャネ
ルを設定する。すなわち、送信装置と受信装置との間の通信に対して、最大アンテナ数ま
でのチャネルを設定して、データ伝送速度を向上させる。さらに、このようなＭＩＭＯシ
ステムに、ＯＦＤＭ変調方式のようなマルチキャリア信号を伝送する技術を組み合わせれ
ば、データの伝送速度はさらに高速化される。
【０００４】
　ＭＩＭＯシステムでなく、かつＯＦＤＭ変調方式を使用するシステム（以下、「対象シ
ステム」という）と、ＭＩＭＯシステムであり、かつＯＦＤＭ変調方式を使用するシステ
ム（以下、これを単に「ＭＩＭＯシステム」という）が同一の周波数バンドにおいて共存
する場合、受信装置が両方のバースト信号を検出できれば、その中から必要な信号を確実
に抽出できる。このようなバースト信号の検出を容易にするためには、共通のプリアンブ
ル信号を規定し、そのようなプリアンブル信号をバースト信号の先頭部分に配置すること
が有効である。一方、ＩＥＥＥ８０２．１１ａのような対象システムの受信装置は、一般
的に、バースト信号の全体を復調し、復調したバースト信号が誤っている場合に、バース
ト信号を破棄するように動作する。そのため、対象システムの受信装置は、ＭＩＭＯシス
テムでのバースト信号に対しても復調を行う。その結果、ＭＩＭＯシステムでのバースト
信号のトラヒックが大きくなれば、対象システムの受信装置は、有効なバースト信号を復
調しないにもかかわらず、受信装置の消費電力が大きくなってしまう。
【０００５】
　本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、対応していない通信
システムにおけるバースト信号が到来した場合であっても、消費電力の増加を抑える受信
方法ならびに装置およびそれを利用した通信システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明のある態様の受信装置は、所定のチャネルによって
通信すべき第１通信システムにおける既知信号であって、かつチャネルに配置される既知
信号を受信する第１受信部と、第１通信システムに対応したチャネルが空間分割された複
数のチャネルによって通信すべき第２通信システムにおける制御信号であって、かつ第１
通信システムに対応したチャネルの形式を有した制御信号が、既知信号の後段に配置され
ているかを判定する判定部と、判定部において制御信号が配置されていないと判定された
場合、既知信号の後段に配置されるデータ信号であって、かつ第１通信システムに対応し
たチャネルに配置されるデータ信号を受信する第２受信部と、判定部において制御信号が
配置されていると判定された場合、制御信号の後段に配置されるデータ信号であって、か
つ第２通信システムに対応した複数のチャネルにそれぞれ配置されるデータ信号に対して
、第２受信部の動作を停止させる指示部と、を備える。
【０００７】
　「第１通信システムに対応した形式」とは、第１通信システムにおけるチャネルの数と
同一のチャネルの数によって規定される形式や、第１通信システムにおけるチャネルの数
と異なったチャネルの数であるが、第１通信システムでの受信装置において受信可能な信
号の配列によって規定される形式を含み、要は、第１通信システムでの受信装置において
受信可能な形式であればよい。
【０００８】
　この態様によると、第２通信システムにおける制御信号が第１通信システムに対応した
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形式を有しているために、受信装置は、第２通信システムにおける制御信号を検出するこ
とができ、検出した場合に受信の動作を停止するので、消費電力の増加を抑えることがで
きる。
【０００９】
　第１通信システムに対応したチャネルに配置されるデータ信号と、制御信号とは、信号
点の配置が異なるように規定されており、判定部は、既知信号の後段の位置における信号
点の配置が、制御信号における信号点の配置に対応していれば、制御信号が配置されてい
ると判定してもよい。この場合、信号点の配置の相違によって、制御信号の配置の有無を
判定できる。
【００１０】
　第１通信システムに対応したチャネルに配置されるデータ信号と、制御信号は、複数の
キャリアを使用するように規定されており、データ信号に使用される複数のキャリアと、
制御信号に使用される複数のキャリアとのうち、互いに対応するキャリアにパイロット信
号が割り当てられ、データ信号におけるパイロット信号での信号点と、制御信号における
パイロット信号での信号点は、同一の信号点配置を有しつつ、異なった位相を有するよう
に規定されており、判定部は、既知信号の後段の位置におけるパイロット信号での信号点
の位相が、制御信号におけるパイロット信号での信号点の位相に対応していれば、制御信
号が配置されていると判定してもよい。
【００１１】
　「互いに対応するキャリア」とは、複数のキャリアのうちの同一のキャリアに相当し、
これは、同一の周波数に対応したキャリアに相当する。また、同一の周波数に対応したキ
ャリアでなくても、それらの間の対応が認識されていればよい。この場合、パイロット信
号の位相の違いによって、制御信号の有無を判定できる。
【００１２】
　第１通信システムに対応したチャネルに配置されるデータ信号と、制御信号は、複数の
キャリアを使用するように規定されており、データ信号に使用される複数のキャリアと、
制御信号に使用される複数のキャリアとのうち、互いに対応するキャリアにパイロット信
号が割り当てられ、データ信号におけるパイロット信号以外のキャリアでの信号点と、制
御信号におけるパイロット信号以外のキャリアでの信号点は、異なった信号点配置を有す
るように規定されており、判定部は、既知信号の後段の位置におけるパイロット信号以外
のキャリアでの信号点配置が、制御信号におけるパイロット信号以外のキャリアでの信号
点の信号点配置に対応していれば、制御信号が配置されていると判定してもよい。この場
合、パイロット信号以外のキャリアの信号点配置の違いによって、制御信号の有無を判定
できる。
【００１３】
　第１通信システムに対応したチャネルに配置されるデータ信号と、制御信号は、複数の
キャリアを使用するように規定されており、データ信号に使用される複数のキャリアと、
制御信号に使用される複数のキャリアとのうち、互いに対応するキャリアにパイロット信
号が割り当てられ、データ信号におけるパイロット信号での信号点と、制御信号における
パイロット信号での信号点は、同一の信号点配置を有しつつ、異なった位相を有するよう
に規定され、かつデータ信号におけるパイロット信号以外のキャリアでの信号点と、制御
信号におけるパイロット信号以外のキャリアでの信号点は、異なった信号点配置を有する
ように規定されており、判定部は、既知信号の後段の位置におけるパイロット信号での信
号点の位相が、制御信号におけるパイロット信号での信号点の位相に対応し、既知信号の
後段の位置におけるパイロット信号以外のキャリアでの信号点配置が、制御信号における
パイロット信号以外のキャリアでの信号点の信号点配置に対応していれば、制御信号が配
置されていると判定してもよい。この場合、パイロット信号の位相の違いと、パイロット
信号以外のキャリアの信号点配置の違いを使用しながら、制御信号の有無を判定できる。
【００１４】
　指示部は、制御信号から、第２通信システムに対応した複数のチャネルにそれぞれ配置
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されるデータ信号の長さを抽出し、抽出したデータ信号の長さに応じた期間にわたって、
第２受信部の動作を停止させてもよい。第２通信システムにおける制御信号の前段には、
第１通信システムにおける制御信号がさらに配置されており、指示部は、第１通信システ
ムにおける制御信号から、第２通信システムに対応した複数のチャネルにそれぞれ配置さ
れるデータ信号の長さを抽出し、抽出したデータ信号の長さに応じた期間にわたって、第
２受信部の動作を停止させてもよい。この場合、第２通信システムにおけるデータ信号の
長さにもとづいて、動作を停止する期間を調節するので、次に到来するバースト信号に対
して、通常の受信処理を実行できる。
【００１５】
　本発明の別の態様もまた、受信装置である。この装置は、所定のチャネルによって通信
すべき第１通信システムの送信装置から、チャネルに配置される既知信号を受信し、ある
いは第１通信システムに対応したチャネルが空間分割された複数のチャネルによって通信
すべき第２通信システムの送信装置から、第１通信システムにおける既知信号と所定の関
係を有しつつ、複数のチャネルのそれぞれに配置される既知信号を受信する第１受信部と
、受信した既知信号に含まれた複数の信号波成分間の関係を特定する特定部と、特定した
関係が、第２通信システムにおける既知信号での関係に対応していなければ、既知信号の
後段に配置されるデータ信号であって、かつ第１通信システムに対応したチャネルに配置
されるデータ信号を受信する第２受信部と、特定した関係が、第２通信システムにおける
既知信号での関係に対応していれば、既知信号の後段に配置されるデータ信号であって、
かつ第２通信システムに対応した複数のチャネルにそれぞれ配置されるデータ信号に対し
て、第２受信部の動作を停止させる指示部と、を備える。
【００１６】
　「関係」とは、複数の信号における関係、例えばタイミングのずれの程度のような関係
を意味する。ここで、複数の信号は、予め別の信号として規定されてもよく、同一の信号
であってもよい。後者の場合、無線伝送路におけるマルチパスの影響によって、受信され
た際に複数の信号となる。
【００１７】
　この態様によると、第２通信システムにおける複数の既知信号間の関係が、受信した第
１通信システムにおける既知信号に含まれる複数の信号波成分間の関係と異なるように規
定されているので、受信装置は、受信した信号に含まれる複数の信号波成分間の関係にも
とづいて、第２通信システムにおけるバースト信号を検出することができ、検出した場合
に受信の動作を停止するので、消費電力の増加を抑えることができる。
【００１８】
　特定部は、受信した既知信号と、予め記憶した既知信号との相関処理によって、複数の
信号波成分間の関係に対応した値を導出し、第２受信部は、特定部において導出した値が
、第２通信システムにおける既知信号での関係に対応したしきい値よりも小さければ、特
定した関係が第２通信システムにおける既知信号での関係に対応していないとし、指示部
は、特定部において導出した値が、第２通信システムにおける既知信号での関係に対応し
たしきい値以上であれば、特定した関係が第２通信システムにおける既知信号での関係に
対応しているとしてもよい。この場合、相関処理にもとづいて、第２通信システムにおけ
るバースト信号を検出できる。
【００１９】
　本発明のさらに別の態様は、受信方法である。この方法は、所定のチャネルによって通
信すべき第１通信システムに対応したチャネルが空間分割された複数のチャネルによって
通信すべき第２通信システムにおける制御信号であって、かつ第１通信システムに対応し
たチャネルの形式を有した制御信号が、受信したチャネルの中に配置されていなければ、
第１通信システムに対応したチャネルに配置されるデータ信号を受信し、制御信号が配置
されていれば、第２通信システムに対応した複数のチャネルにそれぞれ配置されるデータ
信号の受信動作を停止する。
【００２０】
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　この態様によると、第２通信システムにおける制御信号が第１通信システムに対応した
形式を有しているために、第２通信システムにおける制御信号を検出することができ、そ
の結果、検出した場合に受信の動作を停止するので、消費電力の増加を抑えることができ
る。
【００２１】
　本発明のさらに別の態様もまた、受信方法である。この方法は、所定のチャネルによっ
て通信すべき第１通信システムの送信装置から、チャネルに配置される既知信号を受信し
、あるいは第１通信システムに対応したチャネルが空間分割された複数のチャネルによっ
て通信すべき第２通信システムの送信装置から、第１通信システムにおける既知信号と所
定の関係を有しつつ、複数のチャネルのそれぞれに配置される既知信号を受信し、受信し
た既知信号に含まれた複数の信号波成分間の関係が第２通信システムにおける既知信号で
の関係に対応していなければ、既知信号の後段に配置されるデータ信号であって、かつ第
１通信システムに対応したチャネルに配置されるデータ信号を受信し、受信した既知信号
に含まれた複数の信号波成分間の関係が第２通信システムにおける既知信号での関係に対
応していれば、既知信号の後段に配置されるデータ信号であって、かつ第２通信システム
に対応した複数のチャネルにそれぞれ配置されるデータ信号に対して、受信動作を停止さ
せる。
【００２２】
　この態様によると、第２通信システムにおける複数の既知信号間の関係が、受信した第
１通信システムにおける既知信号に含まれる複数の信号波成分間の関係と異なるように規
定されているので、受信した信号に含まれる複数の信号波成分間の関係にもとづいて、第
２通信システムにおけるバースト信号を検出することができ、その結果、検出した場合に
受信の動作を停止するので、消費電力の増加を抑えることができる。
【００２３】
　本発明のさらに別の態様もまた、受信方法である。この方法は、所定のチャネルによっ
て通信すべき第１通信システムにおける既知信号であって、かつチャネルに配置される既
知信号を受信するステップと、第１通信システムに対応したチャネルが空間分割された複
数のチャネルによって通信すべき第２通信システムにおける制御信号であって、かつ第１
通信システムに対応したチャネルの形式を有した制御信号が、既知信号の後段に配置され
ているかを判定するステップと、判定するステップにおいて制御信号が配置されていない
と判定された場合、既知信号の後段に配置されるデータ信号であって、かつ第１通信シス
テムに対応したチャネルに配置されるデータ信号を受信するステップと、判定するステッ
プにおいて制御信号が配置されていると判定された場合、制御信号の後段に配置されるデ
ータ信号であって、かつ第２通信システムに対応した複数のチャネルにそれぞれ配置され
るデータ信号に対して、データ信号を受信するステップの動作を停止させるステップと、
を備える。
【００２４】
　第１通信システムに対応したチャネルに配置されるデータ信号と、制御信号とは、信号
点の配置が異なるように規定されており、判定するステップは、既知信号の後段の位置に
おける信号点の配置が、制御信号における信号点の配置に対応していれば、制御信号が配
置されていると判定してもよい。既知信号を受信するステップは、第２通信システムにお
ける既知信号であって、かつ第１通信システムにおける既知信号と所定の関係を有しつつ
、複数のチャネルにそれぞれ配置される既知信号も受信し、判定するステップは、受信し
た既知信号に含まれた複数の信号波成分間の関係を特定し、特定した関係と、第２通信シ
ステムにおける既知信号での関係にもとづいて、制御信号が配置されているかを判定して
もよい。
【００２５】
　判定するステップは、第２通信システムにおける既知信号での関係に対応したしきい値
を予め記憶しており、かつ受信した既知信号と、予め記憶した既知信号との相関処理によ
って、複数の信号波成分間の関係に対応した値を導出し、導出した値がしきい値以上であ
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れば、制御信号が配置されていると判定してもよい。停止させるステップは、制御信号か
ら、第２通信システムに対応した複数のチャネルにそれぞれ配置されるデータ信号の長さ
を抽出し、抽出したデータ信号の長さに応じた期間にわたって、データ信号を受信するス
テップの動作を停止させてもよい。第２通信システムにおける制御信号の前段には、第１
通信システムにおける制御信号がさらに配置されており、停止させるステップは、第１通
信システムにおける制御信号から、第２通信システムに対応した複数のチャネルにそれぞ
れ配置されるデータ信号の長さを抽出し、抽出したデータ信号の長さに応じた期間にわた
って、データ信号を受信するステップの動作を停止させてもよい。
【００２６】
　第１通信システムに対応したチャネルに配置されるデータ信号と、制御信号は、複数の
キャリアを使用するように規定されており、データ信号に使用される複数のキャリアと、
制御信号に使用される複数のキャリアとのうち、互いに対応するキャリアにパイロット信
号が割り当てられ、データ信号におけるパイロット信号での信号点と、制御信号における
パイロット信号での信号点は、同一の信号点配置を有しつつ、異なった位相を有するよう
に規定されており、判定するステップは、既知信号の後段の位置におけるパイロット信号
での信号点の位相が、制御信号におけるパイロット信号での信号点の位相に対応していれ
ば、制御信号が配置されていると判定してもよい。
【００２７】
　第１通信システムに対応したチャネルに配置されるデータ信号と、制御信号は、複数の
キャリアを使用するように規定されており、データ信号に使用される複数のキャリアと、
制御信号に使用される複数のキャリアとのうち、互いに対応するキャリアにパイロット信
号が割り当てられ、データ信号におけるパイロット信号以外のキャリアでの信号点と、制
御信号におけるパイロット信号以外のキャリアでの信号点は、異なった信号点配置を有す
るように規定されており、判定するステップは、既知信号の後段の位置におけるパイロッ
ト信号以外のキャリアでの信号点配置が、制御信号におけるパイロット信号以外のキャリ
アでの信号点の信号点配置に対応していれば、制御信号が配置されていると判定してもよ
い。
【００２８】
　第１通信システムに対応したチャネルに配置されるデータ信号と、制御信号は、複数の
キャリアを使用するように規定されており、データ信号に使用される複数のキャリアと、
制御信号に使用される複数のキャリアとのうち、互いに対応するキャリアにパイロット信
号が割り当てられ、データ信号におけるパイロット信号での信号点と、制御信号における
パイロット信号での信号点は、同一の信号点配置を有しつつ、異なった位相を有するよう
に規定され、かつデータ信号におけるパイロット信号以外のキャリアでの信号点と、制御
信号におけるパイロット信号以外のキャリアでの信号点は、異なった信号点配置を有する
ように規定されており、判定するステップは、既知信号の後段の位置におけるパイロット
信号での信号点の位相が、制御信号におけるパイロット信号での信号点の位相に対応し、
かつ既知信号の後段の位置におけるパイロット信号以外のキャリアでの信号点配置が、制
御信号におけるパイロット信号以外のキャリアでの信号点の信号点配置に対応していれば
、制御信号が配置されていると判定してもよい。
【００２９】
　本発明のさらに別の態様もまた、受信方法である。この方法は、所定のチャネルによっ
て通信すべき第１通信システムの送信装置から、チャネルに配置される既知信号を受信し
、あるいは第１通信システムに対応したチャネルが空間分割された複数のチャネルによっ
て通信すべき第２通信システムの送信装置から、第１通信システムにおける既知信号と所
定の関係を有しつつ、複数のチャネルのそれぞれに配置される既知信号を受信するステッ
プと、受信した既知信号に含まれた複数の信号波成分間の関係を特定するステップと、特
定した関係が、第２通信システムにおける既知信号での関係に対応していなければ、既知
信号の後段に配置されるデータ信号であって、かつ第１通信システムに対応したチャネル
に配置されるデータ信号を受信するステップと、特定した関係が、第２通信システムにお
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ける既知信号での関係に対応していれば、既知信号の後段に配置されるデータ信号であっ
て、かつ第２通信システムに対応した複数のチャネルにそれぞれ配置されるデータ信号に
対して、データ信号を受信するステップの動作を停止させるステップと、を備える。
【００３０】
　特定するステップは、受信した既知信号と、予め記憶した既知信号との相関処理によっ
て、複数の信号波成分間の関係に対応した値を導出し、データ信号を受信するステップは
、特定するステップにおいて導出した値が、第２通信システムにおける既知信号での関係
に対応したしきい値よりも小さければ、特定した関係が第２通信システムにおける既知信
号での関係に対応していないとし、停止させるステップは、特定するステップにおいて導
出した値が、第２通信システムにおける既知信号での関係に対応したしきい値以上であれ
ば、特定した関係が第２通信システムにおける既知信号での関係に対応しているとしても
よい。
【００３１】
　本発明のさらに別の態様は、通信システムである。このシステムは、所定のチャネルに
よって通信すべき第１通信システムに対応し、チャネルに配置される既知信号と、既知信
号の後段に配置されるデータを送信する第１の送信装置と、第１通信システムに対応した
チャネルが空間分割された複数のチャネルによって通信すべき第２通信システムに対応し
、第１通信システムに対応したチャネルの形式を有した既知信号と制御信号、それらの後
段に、複数のチャネルにそれぞれ配置されるデータ信号を送信する第２の送信装置と、第
１通信システムに対応し、既知信号の後段に制御信号が存在しなければ、既知信号の後段
に配置されるデータ信号を受信し、既知信号の後段に制御信号が存在すれば、複数のチャ
ネルにそれぞれ配置されるデータ信号に対して、受信を停止する受信装置とを備える。
【００３２】
　この態様によると、第２通信システムにおける制御信号が第１通信システムに対応した
形式を有しているために、第２通信システムにおける制御信号を検出することができ、そ
の結果、検出した場合に受信の動作を停止するので、消費電力の増加を抑えることができ
る。
【００３３】
　なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、記録媒
体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効で
ある。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明によれば、対応していない通信システムにおけるバースト信号が到来した場合で
あっても、消費電力の増加を抑えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
（実施例１）
　本発明を具体的に説明する前に、概要を述べる。本発明の実施例１は、ＭＩＭＯシステ
ムでなく、かつＯＦＤＭ変調方式を使用するシステム（以下、前述のごとく、「対象シス
テム」という）に関する。ここで、対象システムと同一の周波数バンドに、ＭＩＭＯシス
テムであり、かつＯＦＤＭ変調方式を使用するシステム（以下、前述のごとく、「ＭＩＭ
Ｏシステム」という）が共存している。ここで、対象システムとＭＩＭＯシステムは、パ
ケット信号の先頭部分に、共通のプリアンブルを配置している。なお、ＭＩＭＯシステム
の送信装置は、複数備えられたアンテナのうちのひとつから、プリアンブルを送信してい
るが、残りのアンテナからは送信していない。
【００３６】
　ここで、対象システムのパケット信号は、プリアンブル、制御信号、データの順に配置
されている。一方、本実施例において、ＭＩＭＯシステムのパケット信号は、対象システ
ムのプリアンブル、対象システムの制御信号、ＭＩＭＯシステムの制御信号、ＭＩＭＯシ
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ステムのプリアンブル、ＭＩＭＯシステムのデータの順に配置されている。ここで、対象
システムのプリアンブル、対象システムの制御信号、ＭＩＭＯシステムの制御信号は、ひ
とつのアンテナから送信され、すなわち対象システムのバースト信号の形式になっている
。
【００３７】
その結果、受信装置は、これらの信号を受信可能である。一方、ＭＩＭＯシステムのプリ
アンブル、ＭＩＭＯシステムのデータは、複数のアンテナから送信されているので、受信
装置において受信の対象とならない。
【００３８】
　本実施例にかかる対象システムの受信装置は、このようなプリアンブルを受信して、パ
ケット信号の到来を確認する。対象システムとＭＩＭＯシステムとのパケット信号は、対
象システムのプリアンブル、対象システムの制御信号まで共通である。一方、その後段に
配置される対象システムのデータと、ＭＩＭＯシステムの制御信号は、信号点の配置が異
なるように規定されている。受信装置では、信号点の配置から、対象システムの制御信号
の後段の信号が、対象システムのデータあるいはＭＩＭＯシステムの制御信号であるかを
判定する。前者の場合、受信装置は復調を続行するが、後者の場合、受信装置は復調を停
止する。なお、ここで、対象システムは、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格に準拠した無線Ｌ
ＡＮとし、ＭＩＭＯシステムは、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規格を対象とすべき無線ＬＡＮ
とする。
【００３９】
　図１は、実施例１に係るマルチキャリア信号のスペクトルを示す。対象システムおよび
ＭＩＭＯシステムは、前述のごとく、ＯＦＤＭ変調方式を適用しているので、図１は、対
象システムおよびＭＩＭＯシステムに対応したＯＦＤＭ変調方式での信号のスペクトルを
示す。ＯＦＤＭ変調方式における複数のキャリアのひとつをサブキャリアと一般的に呼ぶ
が、ここではひとつのサブキャリアを「サブキャリア番号」によって指定するものとする
。ＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格では図示のごとく、サブキャリア番号「－２６」から「２
６」までの５３サブキャリアが規定されている。なお、サブキャリア番号「０」は、ベー
スバンド信号における直流成分の影響を低減するため、ヌルに設定されている。なお、そ
れぞれのサブキャリアは、ＢＰＳＫ（Ｂｉｎａｒｙ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉ
ｎｇ）、ＱＳＰＫ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）、
１６ＱＡＭ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）、６
４ＱＡＭによって変調されている。
【００４０】
　図２は、実施例１に係るＭＩＭＯシステムの概念を示す。ＭＩＭＯシステムは、ＭＩＭ
Ｏ送信装置１０、ＭＩＭＯ受信装置１２を含む。さらに、ＭＩＭＯ送信装置１０は、送信
用アンテナ１４と総称される第１送信用アンテナ１４ａ、第２送信用アンテナ１４ｂを含
み、ＭＩＭＯ受信装置１２は、受信用アンテナ１６と総称される第１受信用アンテナ１６
ａ、第２受信用アンテナ１６ｂを含む。なお、ＭＩＭＯ受信装置１２は、本実施例に直接
関連しないが、ＭＩＭＯ受信装置１２を説明しつつ、ＭＩＭＯシステムを説明する。
【００４１】
　ＭＩＭＯ送信装置１０は、所定の信号を送信するが、第１送信用アンテナ１４ａと第２
送信用アンテナ１４ｂから異なった信号を送信する。ＭＩＭＯ受信装置１２は、第１受信
用アンテナ１６ａと第２受信用アンテナ１６ｂによって、第１送信用アンテナ１４ａと第
２送信用アンテナ１４ｂから送信された信号を受信する。さらに、ＭＩＭＯ受信装置１２
は、アダプティブアレイ信号処理によって、受信した信号を分離して、第１送信用アンテ
ナ１４ａと第２送信用アンテナ１４ｂから送信された信号を独立して復調する。
【００４２】
　ここで、第１送信用アンテナ１４ａと第１受信用アンテナ１６ａとの間の伝送路特性を
ｈ１１、第１送信用アンテナ１４ａから第２受信用アンテナ１６ｂとの間の伝送路特性を
ｈ１２、第２送信用アンテナ１４ｂと第１受信用アンテナ１６ａとの間の伝送路特性をｈ
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２１、第２送信用アンテナ１４ｂから第２受信用アンテナ１６ｂとの間の伝送路特性をｈ
２２とすれば、ＭＩＭＯ受信装置１２は、アダプティブアレイ信号処理によって、ｈ１１
とｈ２２のみを有効にして、第１送信用アンテナ１４ａと第２送信用アンテナ１４ｂから
送信された信号を独立して復調できるように動作する。
【００４３】
　図３は、実施例１に係る通信システム１００の構成を示す。通信システム１００は、Ｍ
ＩＭＯ送信装置１０、対象送信装置５０、対象受信装置５４を含む。また、対象送信装置
５０は、送信用アンテナ５２を含み、対象受信装置５４は、受信用アンテナ５６を含む。
ここで、対象送信装置５０と対象受信装置５４は、対象システムに相当し、ＭＩＭＯ送信
装置１０は、ＭＩＭＯシステムに相当する。
【００４４】
　対象送信装置５０は、送信用アンテナ５２から信号を送信する。そのため、対象送信装
置５０は、送信用アンテナ５２に対して、対象システムに対応したひとつのチャネルを設
定する。すなわち、対象送信装置５０は、バースト信号の形式によって、チャネルに配置
されるプリアンブルと、プリアンブルの後段に配置されるデータを送信する。ここで、ひ
とつのチャネルとは、所定の瞬間において設定されているチャネルの数である。
【００４５】
　ＭＩＭＯ送信装置１０は、前述のごとく、第１送信用アンテナ１４ａと第２送信用アン
テナ１４ｂからそれぞれ独立の信号を送信する。そのため、ＭＩＭＯ送信装置１０は、第
１送信用アンテナ１４ａと第２送信用アンテナ１４ｂに対して、ふたつのチャネルをそれ
ぞれ設定する。ふたつのチャネルは、対象システムに対応したチャネルが空間分割される
ことによって設定される。対象受信装置５４が当該チャネルを受信できるように、チャネ
ルの先頭部分には、対象システムの形式を有したプリアンブルと制御信号が付加される。
その結果、ＭＩＭＯ送信装置１０は、バースト信号の形式によって、対象システムに対応
したチャネルの形式を有したプリアンブルと制御信号、その後段に、複数のチャネルにそ
れぞれ配置されるデータを送信する。なお、制御信号は、ＭＩＭＯシステムに対応したシ
グナルであるとする。
【００４６】
　対象受信装置５４は、対象システムに対応しており、ＭＩＭＯ送信装置１０から送信さ
れた信号、すなわち第１送信用アンテナ１４ａと第２送信用アンテナ１４ｂから独立に送
信されたふたつの信号を受信し、あるいは対象送信装置５０から送信された信号を受信す
る。ここで、対象受信装置５４は、受信したバースト信号のうち、プリアンブルの後段に
、ＭＩＭＯシステムに対応した制御信号が存在しなければ、受信したバースト信号が対象
システムにおけるバースト信号であると判定する。その結果、受信したバースト信号に配
置されたデータに対して受信処理を実行する。一方、対象受信装置５４は、受信したバー
スト信号のうち、プリアンブルの後段に、ＭＩＭＯシステムに対応した制御信号が存在す
れば、受信したバースト信号がＭＩＭＯシステムにおけるバースト信号であると判定する
。その結果、対象受信装置５４は、ＭＩＭＯシステムに対応した制御信号に続くＭＩＭＯ
システムのデータに対して、受信処理を停止する。
【００４７】
　図４（ａ）－（ｂ）は、バーストフォーマットの構成を示す。図４（ａ）は、対象シス
テムのバーストフォーマットであり、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格の通話チャネルのバー
ストフォーマットに相当する。図中の「対象ＳＴＳ（Ｓｈｏｒｔ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ　Ｓ
ｅｑｕｅｎｃｅ）」と「対象ＬＴＳ（Ｌｏｎｇ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ）
」がプリアンブルに相当する。これらは、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格において「ＳＴＳ
」および「ＬＴＳ」といわれているものであるが、ここでは、対象システムに対応してい
ることを示すために、図中のように示す。
【００４８】
　「対象シグナル」は、対象システムのためのシグナルであり、制御信号に相当する。「
対象データ」は、対象システムのためのデータである。「対象ＳＴＳ」、「対象ＬＴＳ」
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、「対象シグナル」、「対象データ」は、それぞれＯＦＤＭ変調方式に対応している。な
お、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格では、フーリエ変換のサイズが６４（以下、ひとつのＦ
ＦＴ（Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）のポイントを「ＦＦＴポイント
」と呼ぶ）、ガードインターバルのＦＦＴポイント数が１６である。ＯＦＤＭ変調方式で
は、一般にフーリエ変換のサイズとガードインターバルのＦＦＴポイント数の合計をひと
つの単位とする。このひとつの単位を本実施例ではＯＦＤＭシンボルとする。そのため、
ＯＦＤＭシンボルは８０ＦＦＴポイントに相当する。
【００４９】
　ここで、「対象ＬＴＳ」と「対象シグナル」は、それぞれ「２ＯＦＤＭシンボル」の長
さを有し、「データ」は、任意の長さである。また、「対象ＳＴＳ」の全体の長さは、「
２ＯＦＤＭシンボル」であるが、「１６ＦＦＴポイント」の信号が１０回繰り返されてい
るので、構成が「対象ＬＴＳ」等と異なっている。ここで、「対象ＳＴＳ」や「対象ＬＴ
Ｓ」等のプリアンブルは、対象受信装置５４においてＡＧＣの設定、タイミング同期、キ
ャリア再生等を実行するために送信される既知信号である。以上のようなバースト信号は
、対象システムのひとつのチャネルに相当する。
【００５０】
　図４（ｂ）は、ＭＩＭＯシステムのバーストフォーマットである。ここで、ＭＩＭＯシ
ステムでの送信に使用されるアンテナの数は、「２」としており、これは、図３の第１送
信用アンテナ１４ａと第２送信用アンテナ１４ｂに相当する。図４（ｂ）のうち、上段が
、第１送信用アンテナ１４ａから送信されるバースト信号に相当し、下段が、第２送信用
アンテナ１４ｂから送信されるバースト信号に相当する。上段のバースト信号は、先頭か
ら「対象ＳＴＳ」、「対象ＬＴＳ」、「対象シグナル」を配置しており、これらは、対象
システムの場合と同一である。その後段に、「ＭＩＭＯシグナル」が配置されているが、
「ＭＩＭＯシグナル」は、ＭＩＭＯシステムにおける制御信号である。また、「ＭＩＭＯ
シグナル」は、対象システムに対応したチャネルの形式、すなわち送信のためにひとつの
アンテナを使用するチャネルの形式を有している。
【００５１】
　さらに、「ＭＩＭＯシグナル」の後段には、第１送信用アンテナ１４ａに対して、「第
１ＭＩＭＯ－ＳＴＳ」、「第１ＭＩＭＯ－ＬＴＳ」、「第１ＭＩＭＯ－データ」が、それ
ぞれＭＩＭＯシステムに対応したＳＴＳ、ＬＴＳ、データとして配置される。一方、第２
送信用アンテナ１４ｂに対して、「第２ＭＩＭＯ－ＳＴＳ」、「第２ＭＩＭＯ－ＬＴＳ」
、「第２ＭＩＭＯ－データ」が、それぞれＭＩＭＯシステムに対応したＳＴＳ、ＬＴＳ、
データとして配置される。
【００５２】
　以上のようなバースト信号は、ＭＩＭＯシステムにおいて、空間分割したふたつのチャ
ネルに相当する。また、「第１ＭＩＭＯ－ＳＴＳ」等に含まれる信号は、所定の信号のパ
ターンによって規定される。なお、図４（ｂ）において、ふたつの送信用アンテナ１４に
対応したバースト信号であって、ふたつのチャネルに相当するバースト信号を説明したが
、ＭＩＭＯシステムはふたつのチャネルに限定されるものでなく、ふたつ以上のチャネル
が設定されてもよい。
【００５３】
　図５は、ＭＩＭＯ送信装置１０の構成を示す。ＭＩＭＯ送信装置１０は、データ分離部
２０、変調部２２と総称される第１変調部２２ａ、第２変調部２２ｂ、第Ｎ変調部２２ｎ
、無線部２４と総称される第１無線部２４ａ、第２無線部２４ｂ、第Ｎ無線部２４ｎ、制
御部２６、第Ｎ送信用アンテナ１４ｎを含む。また、第１変調部２２ａは、誤り訂正部２
８、インターリーブ部３０、プリアンブル付加部３２、ＩＦＦＴ部３４、ＧＩ部３６、直
交変調部３８を含み、第１無線部２４ａは、周波数変換部４０、増幅部４２を含む。
【００５４】
　データ分離部２０は、送信すべきデータをアンテナ数に分離する。誤り訂正部２８は、
誤り訂正のための符号化をデータに行う。ここでは、畳込み符号化を行うものとし、その
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符号化率は予め規定された値の中から選択する。インターリーブ部３０は、畳込み符号化
したデータをインターリーブする。プリアンブル付加部３２は、バースト信号の先頭に、
「対象ＳＴＳ」および「対象ＬＴＳ」を付加する。さらに、「第１ＭＩＭＯ－ＳＴＳ」、
「第１ＭＩＭＯ－ＬＴＳ」を付加する。そのため、プリアンブル付加部３２は、「対象Ｓ
ＴＳ」、「第１ＭＩＭＯ－ＳＴＳ」等を記憶しているものとする。
【００５５】
　ＩＦＦＴ部３４は、ＦＦＴポイント単位でＩＦＦＴ（Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｆａｓｔ　Ｆｏ
ｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）を行い、複数のサブキャリアキャリアを使用した周波
数領域の信号を時間領域に変換する。ＧＩ部３６は、時間領域のデータに対して、ガード
インターバルを付加する。直交変調部３８は、直交変調する。周波数変換部４０は、直交
変調された信号を無線周波数の信号に周波数変換する。増幅部４２は、無線周波数の信号
を増幅するパワーアンプである。最終的に、複数の送信用アンテナ１４から図４（ｂ）に
示したフォーマットのバースト信号が送信される。制御部２６は、ＭＩＭＯ送信装置１０
のタイミング等を制御する。なお、本実施例では、送信用アンテナ１４の指向性は無指向
性であるとし、ＭＩＭＯ送信装置１０はアダプティブアレイ信号処理を行っていないもの
とする。なお、以上の構成において、誤り訂正部２８とインターリーブ部３０は、データ
分離部２０の前段に設けられてもよい。その際は、誤り訂正部２８において符号化され、
インターリーブ部３０においてインターリーブされた信号が、データ分離部２０において
分離される。さらに、図３の対象送信装置５０は、第１変調部２２ａと第１無線部２４ａ
を備えているものとする。
【００５６】
　図６は、対象受信装置５４の構成を示す。対象受信装置５４は、無線部６０、ベースバ
ンド処理部６２、制御部６４、指示部７４を含む。また、ベースバンド処理部６２は、直
交検波部６６、ＦＦＴ部６８、復調部７０、判定部７２を含む。
【００５７】
　無線部６０は、無線周波数の受信信号からベースバンドの受信信号への周波数変換処理
、増幅処理、ＡＤ変換処理等を行う。ここでは、通信システム１００としてＩＥＥＥ８０
２．１１ａ規格に準拠した無線ＬＡＮを想定するため、無線周波数は、５ＧＨｚ帯である
とする。ここで、対象送信装置５０は、対象システムにおけるバースト信号あるいはＭＩ
ＭＯシステムにおけるバースト信号を受信する。しかしながら、いずれの場合であっても
、ひとつのチャネルに配置された対象ＳＴＳと対象ＬＴＳを受信する。
【００５８】
　直交検波部６６は、無線部６０においてベースバンドに変換された受信信号を直交検波
する。なお、直交検波された信号は同相成分と直交成分を含むので、それらは一般的にふ
たつの信号線によって示されるが、ここでは、説明の明瞭化のために、ひとつの信号線に
よって示すものとする。以下も同様である。ＦＦＴ部６８は、直交検波部６６において直
交検波された受信信号に対して、ＦＦＴを実行し、時間領域の信号から周波数領域の信号
に変換する。また、ＦＦＴ部６８は、ガードインターバルの除去も実行する。復調部７０
は、対象システムにおけるバースト信号あるいはＭＩＭＯシステムにおけるバースト信号
の両方に対して、対象ＬＴＳにもとづいて、無線伝送路を推定し、推定した無線伝送路に
もとづいて、後段の対象シグナル等を復調する。また、復調部７０は、デインターリーブ
、復号処理を実行する。なお、対象ＳＴＳは、図示しないＡＧＣの設定やタイミング同期
を実行するために使用されるが、これらに対しては、従来の技術を使用すればよいので、
ここでは、説明を省略する。
【００５９】
　判定部７２は、対象システムに対応したチャネルの形式を有したＭＩＭＯシグナルが、
対象ＬＴＳと対象シグナルの後段に配置されているかを判定する。ここで、判定は、対象
データとＭＩＭＯシグナルとの信号点の配置の相違を利用する。すなわち、対象システム
に対応したチャネルに配置される対象データと、ＭＩＭＯシグナルとは、信号点の配置が
異なるように予め規定されている。
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【００６０】
　図７（ａ）－（ｄ）は、図４（ａ）－（ｂ）のバーストフォーマットに含まれた信号の
コンスタレーションを示す。図７（ａ）は、ＭＩＭＯシグナルに対するコンスタレーショ
ンを示す。図示のごとく、ＭＩＭＯシグナルの変調方式は、ＢＰＳＫに対応しており、さ
らにその信号点は、直交成分が「＋１」あるいは「－１」となるように規定されている。
すなわち、同相成分は「０」になるように規定されている。図７（ｂ）は、対象データに
対するコンスタレーションを示す。図示のごとく、対象データに対するコンスタレーショ
ンもＢＰＳＫに対応しているが、同相成分が「＋１」あるいは「－１」となるように規定
されており、直交成分が「０」になるように規定されている。
【００６１】
　そのため、ＭＩＭＯシグナルと対象データは、信号点に対する同相成分と直交成分の値
が異なっており、これらの違いを検出することによって、ＭＩＭＯシグナルと対象データ
とを判別できる。なお、対象データは変調方式が適宜切り替えられており、ＢＰＳＫの他
にＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭが使用される場合もある。図７（ｃ）は、対象デー
タに対するコンスタレーションであって、変調方式がＱＰＳＫである場合を示す。また、
図７（ｄ）は、対象データに対するコンスタレーションであって、変調方式が１６ＱＡＭ
である場合を示す。変調方式がＢＰＳＫである場合と同様に、信号点に対する同相成分と
直交成分の値にもとづいて、対象データとＭＩＭＯシグナルを判別可能である。
【００６２】
　図６に戻る。以上の通り、判定部７２は、対象ＬＴＳと対象シグナルの後段の位置にお
ける信号点の配置が、ＭＩＭＯシグナルにおける信号点の配置に対応していれば、受信し
たバースト信号に、ＭＩＭＯシグナルが配置されていると判定する。判定部７２において
ＭＩＭＯシグナルが配置されていないと判定された場合、復調部７０は復調を続行するの
で、復調部７０は、対象ＬＴＳと対象シグナルの後段に配置される対象データ信号を復調
する。すなわち、この場合において、対象受信装置５４は、対象システムに対応したバー
スト信号を受信したと判定し、対象システムに対応したバースト信号を通常通りに受信す
る。
【００６３】
　指示部７４は、判定部７２においてＭＩＭＯシグナルが配置されていると判定された場
合、ＭＩＭＯシグナルの後段に配置されるＭＩＭＯ－ＳＴＳ、ＭＩＭＯ－ＬＴＳ、ＭＩＭ
Ｏ－データ等に対して、ベースバンド処理部６２の動作を停止させる。すなわち、この場
合において、対象受信装置５４は、ＭＩＭＯシステムに対応したバースト信号を受信した
と判定し、ＭＩＭＯシステムに対応したバースト信号に対する受信処理を停止する。その
際、指示部７４は、ＭＩＭＯシグナルから、ＭＩＭＯシステムに対応した複数のチャネル
にそれぞれ配置される第１ＭＩＭＯ－データ等の長さを抽出し、抽出した第１ＭＩＭＯ－
データ等の長さに応じた期間にわたって、ベースバンド処理部６２の動作を停止させる。
制御部６４は、対象受信装置５４のタイミング等を制御する。
【００６４】
　この構成は、ハードウエア的には、任意のコンピュータのＣＰＵ、メモリ、その他のＬ
ＳＩで実現でき、ソフトウエア的にはメモリにロードされたプログラムなどによって実現
されるが、ここではそれらの連携によって実現される機能ブロックを描いている。したが
って、これらの機能ブロックがハードウエアのみ、ソフトウエアのみ、またはそれらの組
合せによっていろいろな形で実現できることは、当業者には理解されるところである。
【００６５】
　図８は、判定部７２の構成を示す図である。判定部７２は、Ｉ成分処理部８０、Ｑ成分
処理部８２、決定部８４、条件保持部８６を含む。
【００６６】
　Ｉ成分処理部８０は、復調した信号の同相成分の振幅を特定する。その際、Ｉ成分処理
部８０は、平均等の統計処理を施してもよい。一方、Ｑ成分処理部８２は、復調した信号
の直交成分の振幅を特定する。その際、Ｑ成分処理部８２は、平均等の統計処理を施して
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もよい。
【００６７】
　条件保持部８６は、信号点がＭＩＭＯシグナルに対応する場合を判定するための信号点
の条件を保持する。図７（ａ）に示したように、送信側において、ＭＩＭＯシグナルに対
応する信号点は、同相成分を有さないので、条件保持部８６では、同相成分の絶対値が所
定のしきい値よりも小さい場合がＭＩＭＯシグナルに対応すると規定する。ここでしきい
値は、ノイズを考慮した値に規定され、図７（ｂ）における同相成分の信号点「＋１」や
「－１」よりも、絶対値が小さくなるように設定される。また、条件保持部８６は、直交
成分も使用した規定を保持してもよい。同相成分の値を直交成分の値によって除算した結
果が、所定のしきい値よりも小さい場合がＭＩＭＯシグナルに対応すると規定してもよい
。
【００６８】
　決定部８４は、Ｉ成分処理部８０とＱ成分処理部８２から、復調した信号の同相成分の
値と直交成分の値をそれぞれ入力し、条件保持部８６から入力した条件にもとづいて、入
力した信号がＭＩＭＯシグナルに対応する信号点であるか否かを判定する。決定部８４は
、復調した信号に対する一組の同相成分の値と直交成分の値から判定してもよいし、ひと
つのシンボルに対応した複数のサブキャリアの信号の同相成分の値と直交成分の値から判
定してもよい。受信した信号の信号点がＭＩＭＯシグナルに対応する信号点であると判定
した場合、判定部７２は、判定の結果を指示部７４に出力する。
【００６９】
　以上の構成による対象受信装置５４の動作を説明する。図９は、対象受信装置５４によ
る受信動作の手順を示すフローチャートである。対象受信装置５４が対象ＳＴＳと対象Ｌ
ＴＳを受信すれば（Ｓ１０のＹ）、判定部７２は、対象シグナルの後段での信号点の配置
を確認する（Ｓ１２）。信号点の配置が、ＭＩＭＯシグナルにおける信号点の配置に対応
していれば（Ｓ１４のＹ）、指示部７４は、ＭＩＭＯシグナルからデータ長を取得する（
Ｓ１６）。さらに、取得したデータ長から停止期間を決定し（Ｓ１８）、指示部７４は、
ベースバンド処理部６２の動作を停止させる（Ｓ２０）。一方、信号点の配置が、ＭＩＭ
Ｏシグナルにおける信号点の配置に対応していなければ（Ｓ１４のＮ）、復調部７０は対
象データを復調する（Ｓ２２）。なお、対象受信装置５４が対象ＳＴＳと対象ＬＴＳを受
信しなければ（Ｓ１０のＮ）、処理を終了する。
【００７０】
　本発明の実施例によれば、ＭＩＭＯシステムにおけるＭＩＭＯシグナルが対象システム
に対応したチャネルの形式を有しているために、対象受信装置は、ＭＩＭＯシグナルを検
出することができ、検出した場合に受信の動作を停止するので、消費電力の増加を抑える
ことができる。また、ＭＩＭＯシグナルは、バースト信号の後方でなく、バースト信号の
途中に配置されているので、対象受信装置は、バースト信号のほぼ全体を受信しなくても
、バースト信号に対応した通信システムを判別できる。また、ＭＩＭＯシステムに対する
バースト信号は受信せず、対象システムに対するバースト信号を受信できる。また、ＭＩ
ＭＯシステムに対するバースト信号を受信しないので、ＭＩＭＯシステムから受ける影響
を小さくできる。
【００７１】
　また、消費電力の増加を抑えられるので、対象受信装置がバッテリー駆動する場合であ
っても、バッテリーの大型化を防げる。また、消費電力の増加を抑えられるので、対象受
信装置がバッテリー駆動する場合であっても、バッテリーの駆動期間を長くできる。また
、対象受信装置を小型化できる。また、信号点の配置の相違によって、ＭＩＭＯシグナル
の配置の有無を判定できる。また、信号点の配置の相違を利用するので、早期に判定を実
行できる。また、ＭＩＭＯシステムにおけるＭＩＭＯ－データの長さにもとづいて、動作
を停止する期間を調節できるので、次に到来するバースト信号に対して、通常の受信処理
を実行できる。
【００７２】
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（実施例２）
　本発明の実施例２は、実施例１と同様に、対象システムに対応した送信装置とＭＩＭＯ
システムに対応した送信装置から、バースト信号を受信し、バースト信号が対象システム
に対応する場合にバースト信号の受信を続行し、バースト信号がＭＩＭＯシステムに対応
する場合にバースト信号の受信を停止する受信装置に関する。しかしながら、実施例２は
、以下の２点において、実施例１と異なる。
【００７３】
　ひとつ目は、ＭＩＭＯシステムに対するバースト信号のフォーマットが異なっており、
「対象ＳＴＳ」等を送信する期間において、「対象ＳＴＳ」等を送信していないアンテナ
からも、「対象ＳＴＳ」等を送信する。しかしながら、「対象ＳＴＳ」をそのまま送信す
るのではなく、「対象ＳＴＳ」の内部において、サイクリックに信号のタイミングをずら
してから送信する。例えば、所定のＦＦＴポイントに対する信号を２ポイントだけ後ろに
ずらせば、最後の２ポイントに配置された信号を先頭に配置させる。
【００７４】
　ふたつ目は、受信装置において、受信したバースト信号が、対象システムあるいはＭＩ
ＭＯシステムに対応しているかの判定方法が異なる。受信装置は、対象ＳＴＳや対象ＬＴ
Ｓの信号パターンを予め記憶しており、受信したバースト信号との相関処理を実行する。
受信したバースト信号が対象システムに対応していれば、相関処理した結果における複数
のピークの間隔は、無線伝送路における複数の到来波間の時間差に相当する。一方、受信
したバースト信号がＭＩＭＯシステムに対応していれば、相関処理した結果における複数
のピークの間隔は、前述の予めずらした信号のタイミングの差に相当する。ここで、信号
のタイミングが、無線伝送路における複数の到来波間の時間差よりも大きくなるように規
定しておけば、相関処理の結果から、受信したバースト信号が、対象システムあるいはＭ
ＩＭＯシステムに対応しているかを判定できる。
【００７５】
　図１０は、実施例２に係るバーストフォーマットの構成を示す。図１０は、ＭＩＭＯシ
ステムのバーストフォーマットを示すが、対象システムのバーストフォーマットは、図４
（ａ）と同一であるので、説明を省略する。図１０は、図４（ｂ）と同様に、ＭＩＭＯシ
ステムでの送信に使用されるアンテナの数を「２」とし、上段に第１送信用アンテナ１４
ａから送信されるバースト信号を示し、下段に第２送信用アンテナ１４ｂから送信される
バースト信号を示す。上段のバースト信号は、図４（ｂ）の上段のバースト信号と同一で
あるので説明を省略する。一方、下段のバースト信号のうち、「第２ＭＩＭＯ－ＳＴＳ」
、「第２ＭＩＭＯ－ＬＴＳ」、「第２ＭＩＭＯ－データ」は、図４（ｂ）の下段のバース
ト信号と同一である。
【００７６】
　第１送信用アンテナ１４ａから送信される「対象ＳＴＳ」、「対象ＬＴＳ」、「対象シ
グナル」、「ＭＩＭＯシグナル」にそれぞれ対応するように、第２送信用アンテナ１４ｂ
から送信されるバースト信号には、「対象ＳＴＳ＋ＣＤＤ」、「対象ＬＴＳ＋ＣＤＤ」、
「対象シグナル＋ＣＤＤ」、「ＭＩＭＯシグナル＋ＣＤＤ」が配置されている。ここで、
「対象ＳＴＳ＋ＣＤＤ」とは、内部に含まれている信号のパターンが、「対象ＳＴＳ」に
含まれている信号のパターンと同一であるが、信号の配置された位置が異なっていること
に相当する。ここで、「対象ＳＴＳ」は、１６０ＦＦＴポイントによって構成されている
。
【００７７】
　例えば、「対象ＳＴＳ」の先頭のＦＦＴポイントにおける信号が、「対象ＳＴＳ＋ＣＤ
Ｄ」の８番目のＦＦＴポイントに配置されている関係になっている。さらに、「対象ＳＴ
Ｓ」の最後の８個のＦＦＴポイントにおける信号が、「対象ＳＴＳ＋ＣＤＤ」の先頭から
８個のＦＦＴポイントに配置されている関係になっている。このように、信号のタイミン
グをシフトさせて配置している。以下、「対象ＳＴＳ」と「対象ＳＴＳ＋ＣＤＤ」とのよ
うな、タイミングをシフトさせた信号の関係を単に「関係」という。
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【００７８】
　ＩＥＥＥ８０２．１１ａの規格において、ひとつのＦＦＴポイントの間隔は、５０ｎｓ
ｅｃに規定されている。ここでは、信号のタイミングのシフト量を８ＦＦＴポイントとす
る。その結果、「対象ＳＴＳ」と「対象ＳＴＳ＋ＣＤＤ」とのタイミングの誤差が、４０
０ｎｓｅｃになるように規定されている。なお、「対象ＬＴＳ＋ＣＤＤ」、「対象シグナ
ル＋ＣＤＤ」、「ＭＩＭＯシグナル＋ＣＤＤ」についても、同様である。すなわち、ＭＩ
ＭＯシステムでの「対象ＳＴＳ＋ＣＤＤ」等は、対象システムでの「対象ＳＴＳ」と所定
の関係を有しているといえる。
【００７９】
　図１１は、実施例２に係る対象受信装置５４の構成を示す。対象受信装置５４は、受信
用アンテナ５６、無線部６０、ベースバンド処理部６２、制御部６４、指示部７４を含む
。また、ベースバンド処理部６２は、直交検波部６６、ＦＦＴ部６８、復調部７０、検出
部８８を含む。さらに、検出部８８は、相関処理部９０、パターン保持部９２、ピーク検
出部９４、決定部９６、しきい値保持部９８を含む。これらの構成要素のうち、図６の対
象受信装置５４と同一の動作を実行するものに関しては、説明を省略する。
【００８０】
　無線部６０は、対象システムの対象送信装置５０から、チャネルに配置される対象ＳＴ
Ｓや対象ＬＴＳを受信する。また、無線部６０は、ＭＩＭＯシステムのＭＩＭＯ送信装置
１０から、対象システムにおける対象ＳＴＳや対象ＬＴＳと所定の関係を有しつつ、複数
のチャネルのそれぞれに配置される対象ＳＴＳ＋ＣＤＤ、対象ＬＴＳ＋ＣＤＤをさらに受
信する。なお、対象送信装置５０とＭＩＭＯ送信装置１０は、図３に示したとおりである
。
【００８１】
　パターン保持部９２は、既知信号である対象ＳＴＳと対象ＬＴＳの信号のパターンを記
憶している。すなわち、パターン保持部９２は、対象ＳＴＳを時間領域によって表現し、
そのうちの１６ＦＦＴポイントに相当した信号を記憶し、対象ＬＴＳを時間領域によって
表現し、そのうちの６４ＦＦＴポイントに相当した信号を記憶する。なお、パターン保持
部９２は、対象ＳＴＳと対象ＬＴＳのうち、いずれか一方の信号のパターンを記憶してい
てもよい。その場合、後述の相関処理部９０、ピーク検出部９４、決定部９６において、
対象ＳＴＳと対象ＬＴＳのうちのいずれか一方だけを使用した処理がなされる。
【００８２】
　相関処理部９０は、直交検波部６６からの直交検波されたバースト信号と、パターン保
持部９２に記憶された対象ＳＴＳと対象ＬＴＳを相関処理する。相関処理部９０は、マッ
チトフィルタの構造を有し、フィルタのタップ係数として、パターン保持部９２に記憶さ
れた対象ＳＴＳと対象ＬＴＳを保持する。また、相関処理部９０は、マッチトフィルタに
直交検波されたバースト信号を入力する。このような処理によって、相関処理の結果が、
時間に対する相関値として得られる。さらに、入力したバースト信号とタップ係数の値の
関係が密になれば、相関値が大きくなる。このように、相関処理部９０は、受信した対象
ＳＴＳや対象ＬＴＳと、予め記憶した対象ＳＴＳや対象ＬＴＳによって、受信した対象Ｓ
ＴＳや対象ＬＴＳに含まれた複数の信号波成分の関係を相関値として導出する。
【００８３】
　ピーク検出部９４は、相関処理部９０における相関処理の結果から、少なくともふたつ
の相関値のピークを検出する。例えば、ピーク検出部９４は、対象ＳＴＳに対応した２Ｏ
ＦＤＭシンボルの区間の中において、少なくともふたつのピークを検出する。ここで、入
力したバースト信号が、対象システムにおけるバースト信号である場合、当該バースト信
号は、ひとつのチャネルを使用する。そのため、相関処理の結果において、無線伝送路に
おける遅延波が存在するタイミングにピークが現れる。ＩＥＥＥ８０２．１１ａにおいて
想定される無線伝送路では、先行波から約数十ｎｓｅｃ遅れて遅延波が到来すると想定さ
れる。このように、前述の「関係」は、無線伝送路によっても生じる。
【００８４】
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　一方、入力したバースト信号が、ＭＩＭＯシステムにおけるバースト信号である場合、
複数のチャネルに割り当てられた複数のバースト信号が合成されて受信される。さらに、
図１０に示したように、ひとつのバースト信号に配置された対象ＳＴＳが、受信されてい
るとき、対象ＳＴＳ＋ＣＤＤも受信される。前述のごとく、対象ＳＴＳと対象ＳＴＳ＋Ｃ
ＤＤは、信号のタイミングがシフトしている関係を有している。例えば、信号のタイミン
グのシフト量が８ＦＦＴポイントであれば、相関処理の結果において、約８ＦＦＴポイン
ト離れた位置にふたつのピークが検出される。ここで、８ＦＦＴポイントは、４００ｎｓ
ｅｃに相当するので、前述の無線伝送路における遅延波の影響は誤差程度となる。
【００８５】
　しきい値保持部９８は、ピーク検出部９４において検出した少なくともふたつのピーク
と比較すべきしきい値を保持する。前述の例においては、しきい値を３００ｎｓｅｃに設
定する。このように、しきい値は、ＭＩＭＯシステムにおける対象ＳＴＳや対象ＬＴＳで
の関係に対応した値にもとづいて規定される。
【００８６】
　決定部９６は、検出した少なくともふたつのピーク、すなわち入力したバースト信号に
おける関係と、しきい値を比較して、入力したバースト信号が、対象システムに対応して
いるか、あるいはＭＩＭＯシステムに対応しているかを決定する。すなわち、検出した少
なくともふたつのピークがしきい値より小さければ、入力したバースト信号における複数
の信号波成分間の関係が、ＭＩＭＯシステムにおける対象ＳＴＳや対象ＬＴＳでの関係に
対応していないとする。そのため、そのような場合には、受信したバースト信号が対象シ
ステムに対応していると決定する。このような場合、復調部７０は、対象ＬＴＳと対象シ
グナルの後段に配置される対象データであって、かつ対象システムに対応したチャネルに
配置される対象データを復調する。
【００８７】
　一方、決定部９６は、検出した少なくともふたつのピークがしきい値以上であれば、入
力したバースト信号における複数の信号波成分間の関係が、ＭＩＭＯシステムにおける対
象ＳＴＳや対象ＬＴＳでの関係に対応しているとする。そのため、そのような場合には、
受信したバースト信号がＭＩＭＯシステムに対応していると決定する。このような場合、
指示部７４は、対象ＳＴＳや対象ＬＴＳの後段に配置される第１ＭＩＭＯ－データと第２
ＭＩＭＯ－データであって、かつＭＩＭＯシステムに対応した複数のチャネルにそれぞれ
配置される第１ＭＩＭＯ－データと第２ＭＩＭＯ－データに対して、ベースバンド処理部
６２の動作を停止させる。
【００８８】
　以上の構成による対象受信装置５４の動作を説明する。図１２は、対象受信装置５４に
よる受信動作の手順を示すフローチャートである。対象受信装置５４が対象ＳＴＳと対象
ＬＴＳを受信すれば（Ｓ５０のＹ）、相関処理部９０は、相関処理を実行する（Ｓ５２）
。ピーク検出部９４は、少なくともふたつのピークを検出する（Ｓ５４）。決定部９６は
、ピークの間隔がしきい値以上であれば（Ｓ５６のＹ）、指示部７４は、ＭＩＭＯシグナ
ルからデータ長を取得する（Ｓ５８）。さらに、取得したデータ長から停止期間を決定し
（Ｓ６０）、指示部７４は、ベースバンド処理部６２の動作を停止させる（Ｓ６２）。一
方、決定部９６は、ピークの間隔がしきい値以上でなければ（Ｓ５６のＮ）、復調部７０
は対象データを復調する（Ｓ６４）。なお、対象受信装置５４が対象ＳＴＳと対象ＬＴＳ
を受信しなければ（Ｓ５０のＮ）、処理を終了する。
【００８９】
　本発明の実施例によれば、ＭＩＭＯシステムにおける複数の対象ＳＴＳ間の関係や対象
ＬＴＳ間の関係と、受信した対象システムにおける対象ＳＴＳや対象ＬＴＳに含まれる複
数の信号波成分の関係が異なっているので、受信装置は、受信した信号に含まれる複数の
信号波成分の関係にもとづいて、ＭＩＭＯシステムにおけるバースト信号を検出できる。
また、検出した場合に受信の動作を停止するので、消費電力の増加を抑えることができる
。また、バースト信号の先頭部分において、ＭＩＭＯシステムにおけるバースト信号と判
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定できるので、バースト信号の残りの部分において動作を停止できる。また、そのために
、消費電力の低減の効果が大きい。また、複数の送信アンテナから送信される対象ＳＴＳ
等は、互いに信号のタイミングをずらしているので、複数の送信アンテナから送信される
信号間の相関を小さくできる。また、相関処理にもとづいて、ＭＩＭＯシステムにおける
バースト信号を検出できる。
【００９０】
（実施例３）
　本発明の実施例３は、これまでの実施例と同様に、対象システムに対応した送信装置と
ＭＩＭＯシステムに対応した送信装置から、バースト信号を受信し、バースト信号が対象
システムに対応する場合にバースト信号の受信を続行し、バースト信号がＭＩＭＯシステ
ムに対応する場合にバースト信号の受信を停止する受信装置に関する。受信したバースト
信号が対象システムに対応するかあるいはＭＩＭＯシステムに対応するかを判定するため
に、受信装置は、パイロット信号の位相を利用する。対象システムにおいて使用される複
数のサブキャリアのうちの所定のサブキャリアに、パイロット信号が割り当てられている
。
【００９１】
　パイロット信号は、既知の信号であって、かつ受信装置において無線伝送路を推定する
際に参照される信号である。ＭＩＭＯシステムでも、対象システムでのパイロット信号が
割り当てられたサブキャリアと同一の周波数に相当するサブキャリアにパイロット信号が
割り当てられている（以下、対象システムでのパイロット信号を「対象パイロット信号」
といい、ＭＩＭＯシステムでのパイロット信号を「ＭＩＭＯパイロット信号」という）。
対象パイロット信号とＭＩＭＯパイロット信号は、同一の信号点配置を有するように規定
されている。しかしながら、同一の周波数に相当する対象パイロット信号の信号点とＭＩ
ＭＯパイロット信号の信号点は、位相が異なるように、例えば反転するように規定されて
いる。受信装置は、受信したバースト信号からパイロット信号を抽出し、抽出したパイロ
ット信号の位相に応じて、受信したバースト信号が対象システムに対応するかあるいはＭ
ＩＭＯシステムに対応するかを判定する。すなわち、パイロット信号の位相を利用するこ
とによって、判定が実行される。
【００９２】
　実施例３に係る対象受信装置５４の構成は、図６と同一のタイプに係る。実施例３の判
定部７２では、実施例１と同様に、対象シグナルの後段において、対象データが配置され
るかあるいはＭＩＭＯシグナルが配置されるかを判定する。しかしながら、実施例３にお
いて、対象データでの信号点配置とＭＩＭＯシグナルでの信号点配置との関係が、実施例
１の場合と異なる。対象受信装置５４に入力される信号は、以下のような形式を有する。
【００９３】
　対象データと、ＭＩＭＯシグナルは、図１のごとく、複数のサブキャリアを使用するよ
うに規定されている。また、サブキャリア番号「－２６」から「２６」までの５３サブキ
ャリアが使用されている。これらにおいて、対象データに使用される複数のサブキャリア
と、ＭＩＭＯシグナルに使用される複数のサブキャリアとのうち、互いに対応するサブキ
ャリアにパイロット信号が割り当てられている。ＩＥＥＥ８０２．１１ａの標準化規格で
は、サブキャリア番号「－２１」、「－７」、「７」、「２１」にパイロット信号が割り
当てられている。すなわち、複数のパイロット信号が使用される。
【００９４】
　さらに、対象パイロット信号での信号点と、ＭＩＭＯパイロット信号での信号点は、同
一の信号点配置を有する。同一の信号点配置は、図７（ｂ）に示されており、ＢＰＳＫに
対応しつつ、同相成分が「１」あるいは「－１」となるように規定されている。また、対
象パイロット信号での信号点と、ＭＩＭＯパイロット信号での信号点は、同一のサブキャ
リアにおいて、互いに異なった位相を有するように規定されている。例えば、サブキャリ
ア番号「－２１」において、対象パイロット信号は「１」の値を有し、ＭＩＭＯパイロッ
ト信号は「－１」の値を有する。これを図７（ｂ）の位相によって示せば、対象パイロッ
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ト信号は位相「０」の値を有し、ＭＩＭＯパイロット信号は位相「π」の値を有する。
【００９５】
　すなわち、同一のサブキャリアに対応した対象パイロット信号の位相と、ＭＩＭＯパイ
ロット信号の位相は、反転した関係を有する。サブキャリア番号「－２６」から「２６」
までを順番に並べると、対象パイロット信号の値は、以下の通りに示される。ここで、「
０」は、パイロット信号の割当がないことに相当する。
【数１】
　
　
　
　
　一方、同様に、ＭＩＭＯパイロット信号の値は、以下の通りに示される。
【数２】
　
　
　
　
【００９６】
　図１３は、実施例３に係る判定部７２の構成を示す。判定部７２は、パイロット信号抽
出部１１０、判定部１１２、決定部８４、条件保持部８６を含む。
【００９７】
　パイロット信号抽出部１１０は、復調部７０から復調された信号を入力する。復調され
た信号は、ＦＦＴポイントを単位にしてサブキャリア番号の順に、パイロット信号抽出部
１１０に入力される。すなわち、サブキャリア番号「－２６」に対応した信号が入力され
、最後にサブキャリア番号「２６」に対応した信号が入力される。さらに、これに続いて
、次のＯＦＤＭシンボルにおけるサブキャリア番号「－２６」に対応した信号が入力され
る。パイロット信号抽出部１１０は、入力した信号からパイロット信号を抽出する。これ
は、サブキャリア番号「－２１」、「－７」、「７」、「２１」に対応した信号を抽出す
ることに相当する。
【００９８】
　判定部１１２は、パイロット信号抽出部１１０において抽出したパイロット信号を判定
する。抽出したパイロット信号は、図７（ｂ）のような信号点を本来有している。無線伝
送路での影響によって、抽出したパイロット信号は、図７（ｂ）のような信号点から一般
的にずれている。しかしながら、復調部７０での復調処理によって、信号点のずれはある
程度小さくなっている。判定部１１２は、直交軸をしきい値として規定しており、抽出し
たパイロット信号が、第１象限あるいは第４象限に含まれていれば、「１」と判定する。
一方、抽出したパイロット信号が、第２象限あるいは第３象限に含まれていれば、「－１
」と判定する。そのため、抽出したパイロット信号が対象パイロット信号であれば、理想
的には、サブキャリア番号の前から順に、「１」、「１」、「１」、「－１」と判定され
る。
【００９９】
　条件保持部８６は、判定部１１２において判定したパイロット信号に対する基準として
、ＭＩＭＯパイロット信号に対する値を保持する。すなわち、条件保持部８６は、サブキ
ャリア番号の前から順に「－１」、「－１」、「－１」、「１」の値を保持する。
【０１００】
　決定部８４は、判定部１１２において判定したパイロット信号と、条件保持部８６にお
いて保持した条件とを比較して、判定部１１２において判定したパイロット信号がＭＩＭ
Ｏパイロット信号であるかを判定する。すなわち、判定部１１２において抽出したパイロ
ット信号での信号点の位相が、ＭＩＭＯパイロット信号での信号点の位相に対応している
かを判定する。例えば、判定部１１２において判定したパイロット信号の値が「－１」、
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「－１」、「－１」、「１」であれば、判定部１１２において判定したパイロット信号が
ＭＩＭＯパイロット信号であると判定する。
【０１０１】
　また、判定部１１２において判定したパイロット信号の値が「１」、「１」、「１」、
「－１」であれば、判定部１１２において判定したパイロット信号がＭＩＭＯパイロット
信号でないと判定する。一方、４つの信号のうち、一部分だけが条件に一致する場合、一
致する数に応じて、判定を行えばよい。例えば、４つのうちの３つが一致する場合、判定
部１１２において判定したパイロット信号がＭＩＭＯパイロット信号であると判定する。
さらに、決定部８４は、複数のＯＦＤＭシンボルにおけるパイロット信号を使用して、以
上の決定を実行してもよい。
【０１０２】
　図１４は、判定部７２における判定手順を示すフローチャートである。このフローチャ
ートは、図９のステップ１２とステップ１４に相当する。パイロット信号抽出部１１０は
、パイロット信号を抽出する（Ｓ８０）。判定部１１２は、パイロット信号を判定する（
Ｓ８２）。判定したパイロット信号がＭＩＭＯパイロット信号の位相に対応していれば（
Ｓ８４のＹ）、決定部８４は、ＭＩＭＯシグナルが配置されていると判定する（Ｓ８６）
。一方、判定したパイロット信号がＭＩＭＯパイロット信号の位相に対応していなければ
（Ｓ８４のＮ）、決定部８４は、対象データが配置されていると判定する（Ｓ８６）。
【０１０３】
　以上説明した実施例３の変形例を示す。変形例では、複数のサブキャリアのうち、パイ
ロット信号以外のサブキャリアにおける信号点配置を利用する。これまでと同様に、対象
データと、ＭＩＭＯシグナルは、複数のサブキャリアを使用するように規定されており、
かつ対象データに使用される複数のサブキャリアと、ＭＩＭＯシグナルに使用される複数
のサブキャリアとのうち、互いに対応するサブキャリアにパイロット信号が割り当てられ
ている。
【０１０４】
　しかしながら、変形例では、対象データにおけるパイロット信号以外のサブキャリア（
以下、「対象キャリア」という）での信号点と、ＭＩＭＯシグナルにおけるパイロット信
号以外のサブキャリア（以下、「ＭＩＭＯキャリア」という）での信号点は、異なった信
号点配置を有するように規定されている。そのため、対象キャリアとＭＩＭＯキャリアは
、サブキャリア番号「－２１」、「－７」、「７」、「２１」以外のサブキャリアに対応
する。また、対象キャリアの信号点配置は図７（ｂ）に対応し、ＭＩＭＯキャリアの信号
点配置は図７（ａ）に対応する。すなわち、対象キャリアの信号点配置と、ＭＩＭＯキャ
リアの信号点配置とは、互いに直交した関係を有する。
【０１０５】
　図１５は、実施例３に係る別の判定部７２の構成を示す。判定部７２は、パイロット信
号除去部１１４、Ｉ成分処理部８０、Ｑ成分処理部８２、決定部８４、条件保持部８６を
含む。
【０１０６】
　パイロット信号除去部１１４は、復調部７０から復調された信号を入力する。復調され
た信号は、ＦＦＴポイントを単位にしてサブキャリア番号の順に、パイロット信号除去部
１１４に入力される。すなわち、サブキャリア番号「－２６」に対応した信号が入力され
、最後にサブキャリア番号「２６」に対応した信号が入力される。さらに、これに続いて
、次のＯＦＤＭシンボルにおけるサブキャリア番号「－２６」に対応した信号が入力され
る。パイロット信号除去部１１４は、入力した信号からパイロット信号以外のサブキャリ
アを抽出する。これは、サブキャリア番号「－２１」、「－７」、「７」、「２１」以外
に対応したサブキャリアを抽出することに相当する。
【０１０７】
　Ｉ成分処理部８０、Ｑ成分処理部８２、決定部８４は、図８と同様の動作を行う。決定
部８４は、パイロット信号以外のキャリアに対して、同相成分の値と直交成分の値をそれ

10

20

30

40

50

(22) JP 3754441 B1 2006.3.15



ぞれ条件保持部８６における条件と比較する。そのとき、複数のキャリアにおける同相成
分の値と直交成分の値に対して、和をそれぞれ計算し、同相成分の和と直交成分の和を条
件保持部８６における条件と比較してもよい。また、決定部８４は、同相成分の値と直交
成分の値とを比較し、同相成分の値の方が大きければ、対象データが配置されていると判
定し、直交成分の値の方が大きければ、ＭＩＭＯシグナルが配置されていると判定しても
よい。すなわち、決定部８４は、相対的な値にもとづいて判定を行ってもよい。ここで、
決定部８４は、対象シグナルの後段の位置におけるパイロット信号以外のキャリアでの信
号点配置が、ＭＩＭＯキャリアでの信号点の信号点配置に対応していれば、ＭＩＭＯシグ
ナルが配置されていると判定する。すなわち、変形例は、複数のサブキャリアのうち、パ
イロット信号以外のサブキャリアに対応した信号に対して、実施例３と同様の処理を実行
し、ＭＩＭＯシグナルが配置されているかを判定する。
【０１０８】
　さらに、実施例３の別の変形例を示す。別の変形例は、これまで説明した実施例３と変
形例を合成した形に相当する。これまでと同様に、対象データと、ＭＩＭＯシグナルは、
図１のごとく、複数のサブキャリアを使用するように規定されており、かつ対象データに
使用される複数のサブキャリアと、ＭＩＭＯシグナルに使用される複数のサブキャリアと
のうち、互いに対応するサブキャリアにパイロット信号が割り当てられている。さらに、
対象パイロット信号での信号点と、ＭＩＭＯパイロット信号での信号点は、同一の信号点
配置を有しつつ、同一のサブキャリアにおいて、互いに異なった位相を有するように規定
されている。また、すなわち、対象キャリアの信号点配置と、ＭＩＭＯキャリアの信号点
配置とは、互いに直交した関係を有する。
【０１０９】
　図１６は、実施例３に係るさらに別の判定部７２の構成を示す。判定部７２は、図１３
の判定部７２と図１５の判定部７２とを合成した構成になっているので説明を省略する。
なお、決定部８４は、図１３での決定部８４における判定と、図１５での決定部８４にお
ける判定を実行し、それらの結果にもとづいて判定を実行する。ふたつの判定結果が一致
しない場合、どちらか一方の判定結果を使用するように予め決めておいてもよい。また、
決定部８４は、両方の判定結果のうち、正確であると想定される方の判定結果を使用して
もよい。
【０１１０】
　例えば、パイロット信号による判定において、４つのパイロット信号のうちのすべてに
ついて、ＭＩＭＯシグナルが配置されていると判定し、パイロット信号以外の信号による
判定において、４８のパイロット信号のうちの３６のパイロット信号について、対象デー
タが配置されていると判定されているとする。前者の判定の正確性は、１００パーセント
の確率であり、後者の判定の正確性は、７５パーセントの確率であると定義する。その結
果、決定部８４は、前者の判定結果に従う。すなわち、パイロット信号による判定がなさ
れた割合と、パイロット信号以外のサブキャリアによる判定がなされた割合を比較して、
割合が高いほうの判定の結果を選択する。
【０１１１】
　本発明の実施例によれば、対象パイロット信号とＭＩＭＯパイロット信号との位相の違
いによって、ＭＩＭＯシグナルの有無を判定できる。また、対象パイロット信号とＭＩＭ
Ｏパイロット信号との位相は、反転している関係にあるので、両者の違いの判定を正確に
できる。また、対象パイロット信号とＭＩＭＯパイロット信号との位相は、反転している
関係にあるので、両者の違いの判定を高速にできる。また、パイロット信号以外の信号点
の配置は、任意でよいので、設計の自由度を高くできる。
【０１１２】
　また、対象キャリアとＭＩＭＯキャリアとの信号点配置の違いによって、ＭＩＭＯシグ
ナルの有無を判定できる。また、パイロット信号以外のサブキャリアは、数が多いので、
判定が正確になる。また、パイロット信号の信号点の配置は、任意でよいので、設計の自
由度を高くできる。また、ＭＩＭＯパイロット信号の信号点の配置が、対象パイロット信
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号の信号点の配置と同一でよいので、ＭＩＭＯシステムと対象システムに対して同一のパ
イロット信号が規定されている場合であっても、適用できる。また、対象パイロット信号
とＭＩＭＯパイロット信号との位相の違いと、対象キャリアとＭＩＭＯキャリアとの信号
点配置の違いを使用しながら、ＭＩＭＯシグナルの有無を判定できる。また、多くの信号
を使用して判定を実行するので、判定が正確になる。
【０１１３】
　以上、本発明を実施例をもとに説明した。この実施例は例示であり、それらの各構成要
素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本
発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
【０１１４】
　本発明の実施例１から３において、指示部７４は、ＭＩＭＯシグナルから、ＭＩＭＯシ
ステムに対応した複数のチャネルにそれぞれ配置される第１ＭＩＭＯ－データ等の長さを
抽出する。しかしながらこれに限らず例えば、ＭＩＭＯシグナルの前段には、対象シグナ
ルが配置されており、指示部７４は、対象シグナルを使用してもよい。すなわち、指示部
７４は、対象シグナルから、ＭＩＭＯシステムに対応した複数のチャネルにそれぞれ配置
されるＭＩＭＯ－データの長さを抽出し、抽出したＭＩＭＯ－データの長さに応じた期間
にわたって、ベースバンド処理部６２の動作を停止させる。本変形例によれば、ＭＩＭＯ
シグナルよりも早いタイミングに、第１ＭＩＭＯ－データ等の長さを抽出できる。つまり
、ベースバンド処理部６２を停止させる期間が分かればよい。
【０１１５】
　本発明の実施例２において、決定部９６は、受信した信号に含まれる複数の信号波成分
の関係にもとづいて、受信した信号がＭＩＭＯシステムにおけるバースト信号であるかを
決定している。しかしながらこれに限らず例えば、実施例１のように、複数の信号波成分
間の関係にもとづいて、ＭＩＭＯシグナルが存在するかを決定してもよい。その場合、判
定部７２は、受信した対象ＳＴＳや対象ＬＴＳに含まれた複数の信号波成分の関係を特定
し、特定した関係と、ＭＩＭＯシステムにおける対象ＳＴＳや対象ＬＴＳでの関係にもと
づいて、ＭＩＭＯシグナルが配置されているかを判定する。その際、図１０のごとく、Ｍ
ＩＭＯシグナルとＭＩＭＯシグナル＋ＣＤＤが配置されている。また、ピーク検出部９４
は、関係に対応した少なくともふたつのピークを導出し、導出した少なくともふたつのピ
ークの間隔がしきい値以上であれば、ＭＩＭＯシグナルが配置されていると判定する。本
変形例によれば、ＭＩＭＯシグナルの存在を判定するための基準として、上述のような基
準と、実施例１に示した基準を併用できる。すなわち、ＭＩＭＯシグナルの存在を複数の
基準によって判定することによって、判定の精度を向上させられる。つまり、ＭＩＭＯシ
グナルが配置されているかが分かればよい。
【０１１６】
　本発明の実施例１から３において、対象システムとして、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格
による無線ＬＡＮを対象にした。しかしながらこれに限らず例えば、他の通信システムで
あってもよい。本変形例によれば、さまざまな通信システムに対して本発明を適用できる
。つまり、対象システムとＭＩＭＯシステムは、ＭＩＭＯを適用しているか否かの違いを
有し、かつＭＩＭＯシステムにおける制御信号が、対象システムにおけるチャネルの形式
を有していればよい。
【０１１７】
　本発明の実施例１において、判定部７２は、ＭＩＭＯシグナルがバースト信号に含まれ
ているかを判定した。しかしながらこれに限らず例えば、対象シグナルのうちの１ビット
が対象システムに対応しているか、あるいはＭＩＭＯシステムに対応しているかを示して
おり、判定部７２は、当該ビットを検出し、検出したビットから対応するシステムを判定
してもよい。本変形例によれば、処理が簡易になる。つまり、バースト信号が対応するシ
ステムが分かればよい。
【０１１８】
　本発明の実施例１から３において、全部あるいは一部の任意の組み合わせも有効である
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。本変形例によれば、組み合わせた効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【０１１９】
【図１】実施例１に係るマルチキャリア信号のスペクトルを示す図である。
【図２】実施例１に係るＭＩＭＯシステムの概念を示す図である。
【図３】実施例１に係る通信システムの構成を示す図である。
【図４】図４（ａ）－（ｂ）は、図３に係るバーストフォーマットの構成を示す図である
。
【図５】図３のＭＩＭＯ送信装置の構成を示す図である。
【図６】図３の対象受信装置の構成を示す図である。
【図７】図７（ａ）－（ｄ）は、図４（ａ）－（ｂ）のバーストフォーマットに含まれた
信号のコンスタレーションを示す図である。
【図８】図６の判定部の構成を示す図である。
【図９】図６の対象受信装置による受信動作の手順を示すフローチャートである。
【図１０】実施例２に係るバーストフォーマットの構成を示す図である。
【図１１】実施例２に係る対象受信装置の構成を示す図である。
【図１２】図１１の対象受信装置による受信動作の手順を示すフローチャートである。
【図１３】実施例３に係る判定部の構成を示す図である。
【図１４】図１３の判定部における判定手順を示すフローチャートである。
【図１５】実施例３に係る別の判定部の構成を示す図である。
【図１６】実施例３に係るさらに別の判定部の構成を示す図である。
【符号の説明】
【０１２０】
　５０　対象送信装置、　５２　送信用アンテナ、　５４　対象受信装置、　５６　受信
用アンテナ、　６０　無線部、　６２　ベースバンド処理部、　６４　制御部、　６６　
直交検波部、　６８　ＦＦＴ部、　７０　復調部、　７２　判定部、　７４　指示部、　
８０　Ｉ成分処理部、　８２　Ｑ成分処理部、　８４　決定部、　８６　条件保持部、　
８８　検出部、　９０　相関処理部、　９２　パターン保持部、　９４　ピーク検出部、
　９６　決定部、　９８　しきい値保持部、　１００　通信システム。
【要約】
【課題】　対応していないシステムのバースト信号を受信する場合であっても消費電力の
増加を抑える。
【解決手段】　無線部６０は、対象システムにおけるバースト信号あるいはＭＩＭＯシス
テムにおけるバースト信号を受信する。判定部７２は、対象システムに対応したチャネル
の形式を有したＭＩＭＯシグナルが、対象ＬＴＳと対象シグナルの後段に配置されている
かを判定する。判定部７２は、対象ＬＴＳと対象シグナルの後段の位置における信号点の
配置が、ＭＩＭＯシグナルにおける信号点の配置に対応していれば、受信したバースト信
号に、ＭＩＭＯシグナルが配置されていると判定する。指示部７４は、判定部７２におい
てＭＩＭＯシグナルが配置されていると判定された場合、ＭＩＭＯシグナルの後段に配置
されるＭＩＭＯ－ＳＴＳ等に対して、ベースバンド処理部６２の動作を停止させる。
【選択図】　図６
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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 】
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【 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 】
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