
JP 5027142 B2 2012.9.19

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　広い周波数帯域で動作する広帯域無線ユニットと前記広い周波数帯域内で狭帯域信号を
送信する狭帯域無線ユニットとの間の干渉を軽減する方法であって、前記広帯域無線ユニ
ットは広帯域受信機と広帯域送信機とを含み、前記方法は、
　前記広帯域無線ユニットの広帯域受信機の選択周波数で受信利得が低減された固定の受
信機ノッチを前記広帯域無線ユニットにより形成するステップと、
　前記狭帯域無線ユニットの狭帯域信号が無線周波数（ＲＦ）から中間周波数（ＩＦ）へ
ダウンコンバートされたとき、前記狭帯域無線ユニットのダウンコンバートされた信号が
前記固定の受信機ノッチの周波数と整合するように局部発振器（ＬＯ）周波数を利用する
ステップと、
　前記広帯域受信機により前記固定の受信機ノッチの周波数を広帯域送信機へ報告するス
テップと、
　前記広帯域送信機のキャリア周波数を前記固定の受信機ノッチの周波数の中心に合わせ
るステップと、
を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　広い周波数帯域で動作する広帯域無線ユニットにおける、前記広い周波数帯域内で狭帯
域信号を送信する狭帯域無線ユニットからの干渉を軽減する装置であって、
　受信利得が低減された固定の受信機ノッチを形成するための固定のノッチ周波数を有す
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るノッチフィルタと、
　前記狭帯域信号が無線周波数（ＲＦ）から中間周波数（ＩＦ）へダウンコンバートされ
たとき、ダウンコンバートされた信号が前記固定の受信機ノッチの周波数と整合するよう
に周波数が設定される局部発振器（ＬＯ）と、
　前記固定の受信機ノッチの周波数を前記広帯域無線ユニットの送信機へ報告する手段と
、
　前記広帯域送信機のキャリア周波数を前記固定の受信機ノッチの周波数の中心に合わせ
る手段と、
を備えることを特徴とする装置。
【請求項３】
　広い周波数帯域で動作する広帯域無線ユニットと前記広い周波数帯域内の複数のキャリ
ア周波数で送信される複数の狭帯域信号との間で生じる干渉を軽減する方法であって、前
記広帯域無線ユニットは広帯域受信機と広帯域送信機とを含み、前記方法は、
　前記複数の狭帯域信号の各々のキャリア周波数を決定するステップと、
　前記複数の狭帯域信号の各々の信号電力を決定するステップと、
　前記複数の狭帯域信号の各々の信号電力により重み付けされた前記複数の狭帯域信号の
キャリア周波数の平均を決定することによってノッチ周波数を決定するステップと、
　決定したノッチ周波数を中心として受信利得が低減された受信機ノッチを前記広帯域無
線ユニットにより形成するステップと、
　前記複数の狭帯域信号が無線周波数（ＲＦ）から中間周波数（ＩＦ）へダウンコンバー
トされたとき、ダウンコンバートされた複数の狭帯域信号が前記受信機ノッチの周波数と
整合するように局部発振器（ＬＯ）周波数を利用するステップと、
　前記広帯域受信機により前記受信機ノッチの周波数を広帯域送信機へ報告するステップ
と、
　前記広帯域送信機のキャリア周波数を前記受信機ノッチの周波数の中心に合わせるステ
ップと、
　前記受信機ノッチの周波数を中心として送信電力が低減された送信機ノッチを前記広帯
域無線ユニットにより形成するステップと、
を備えることを特徴とする方法。
【請求項４】
　広い周波数帯域で動作する広帯域無線ユニットにおける、前記広帯域無線ユニットと前
記広い周波数帯域内の複数のキャリア周波数で送信される複数の狭帯域信号との間で生じ
る干渉を軽減する装置であって、
　前記複数の狭帯域信号の各々のキャリア周波数を決定する手段と、
　前記複数の狭帯域信号の各々の信号電力を決定する手段と、
　前記複数の狭帯域信号の各々の信号電力により重み付けされた前記複数の狭帯域信号の
キャリア周波数の平均を決定することによってノッチ周波数を決定する手段と、
　決定したノッチ周波数を中心として受信利得が低減された受信機ノッチを形成するため
の固定のノッチ周波数を有するノッチフィルタと、
　前記複数の狭帯域信号が無線周波数（ＲＦ）から中間周波数（ＩＦ）へダウンコンバー
トされたとき、ダウンコンバートされた複数の狭帯域信号が前記受信機ノッチの周波数と
整合するように周波数が設定される局部発振器（ＬＯ）と、
　前記受信機ノッチの周波数を前記広帯域無線ユニットの送信機へ報告する手段と、
　前記送信機のキャリア周波数を前記受信機ノッチの周波数の中心に合わせる手段と、
　前記受信機ノッチの周波数を中心として送信電力が低減された送信機ノッチを形成する
ための固定のノッチ周波数を有する第２のノッチフィルタと、
を備えることを特徴とする装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、無線通信システムに関する。また、本発明は、これに限定されるものではな
いが、より詳しくは、同じ周波数帯域で動作する無線ユーザ間の干渉を軽減するための装
置及び方法を対象とするものである。
【背景技術】
【０００２】
　周波数帯域３．１～１０．６ＧＨｚでの無線処理が近年許可されるようなってきた。こ
の新たな無線送信は、無線帯域の固定的な割当てではないため、既存のサービスとオーバ
ラップすることになる。この無線送信はいわゆる超広帯域（ＵＷＢ）変調技術の利用によ
り達成されるものである。少なくとも５００ＭＨｚの帯域幅を有するか、０．２よりも大
きな比帯域幅を有するかのいずれかの場合、当該信号はＵＷＢと呼ばれる。送信電力は広
い周波数帯域にわたって拡散され、その結果ｄＢｍ／ＭＨｚで測定される低いパワースペ
クトル密度（ＰＳＤ）が得られる。ＦＣＣにより設定されている放射レベルはかなり低い
レベルのものであり、その結果ＵＷＢ無線システムのレンジには厳しい制限が設けられる
ことになる。したがって、ＵＷＢシステムは通常ショートレンジシステムで利用され、無
線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）を提供するものとなる。
【０００３】
　ＵＷＢ放射は、３．１～１０．６ＧＨｚの帯域で動作する別の狭帯域システムの通信に
干渉する可能性がある。しかし、これらのいわゆる被害（victim）システムはずっと狭い
帯域幅を含んでいるため、ノイズフロアの増加としてＵＷＢ放射を経験することになる。
ＵＷＢ放射により影響を受けることになるシステムは、３．４ＧＨｚ周辺で動作する「固
定サービス」（無線ローカルループ）と、５ＧＨｚ周辺で動作する無線ローカルエリアネ
ットワーク（ＷＬＡＮ）システムと、３ＧＨｚと６ＧＨｚの間の周波数で動作する可能性
がある予見されるセルラシステム（beyond IMT-2000）とを含むものとなる。
【０００４】
　被干渉受信機におけるノイズフロアの増加を容認できないいくつの場合がある。移動端
末は、セル境界にあるとき、又は、重度のフェージング状態の下にあるとき、その感度の
限界で動作している可能性がある。そのためＵＷＢシステムに起因するノイズフロアの増
加はいずれも、結果として容認できない性能の低下を生じることになる。したがって、本
質的に、ＵＷＢ放射は被干渉システムのレンジを狭めることになる。このレンジの減少は
さらに多くの基地局を使用することによってしか補償することができず、これは望ましい
解決方法ではない。
【０００５】
　したがって、多くのＵＷＢ開発者が干渉軽減技術に取り組んでいる。提案された解決方
法には、関心対象の周波数スぺクトルをＵＷＢデバイスにスキャンさせるステップが含ま
れていて、既存のシステム（例えば、３．４１ＧＨｚのＷｉＭＡＸシステム）が検出され
たとき、当該スペクトルの一部は回避される。この技術は干渉の検出回避（Detect-And-A
void：ＤＡＡ）と呼ばれている。しかしながら、このような回避は簡単に行えるタスクで
はない。ＵＷＢ送信は非常に広い帯域（０．５～１ＧＨｚ）のものであるため、送信スペ
クトル内にノッチを形成する必要がある。さらに、このノッチは、（例えば、３０ｄＢま
たはそれ以上の）十分な深さにして、ＵＷＢ放射を回避対象の周波数に制限する必要があ
る。さらに、ノッチの位置は変更可能にする必要がある。というのは、被干渉キャリア周
波数が固定されていないからである。
【０００６】
　最新のＵＷＢ技術は３つのクラスに分けることができる。
【０００７】
　ａ）直交周波数分割多元（ＯＦＤＭ）ベースのもの：これは１２８個のサブキャリアと
、４．１２５ＭＨｚのキャリア間隔と、５２８ＭＨｚの総帯域幅のレンダリングとによる
アップスケールされたＯＦＤＭ技術である。
【０００８】
　ｂ）直接シーケンス・スペクトル拡散方式（ＤＳＳＳ）ベースのもの：この技術は、可
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変拡散率を有する１～２Ｇチップ／秒のオーダのチップレートを利用するものである。
【０００９】
　ｃ）パルスベースのもの：この技術はナノ秒程度のパルス継続時間を有する非常に短い
パルスを利用するものである。ほとんどのパルスベースの技術は、情報を運ぶためのパル
ス位置変調（ＰＰＭ）を利用している。
【００１０】
　ＯＦＤＭ技術を用いて、特定のサブキャリアの不活性化により約２０ｄＢの深さを持つ
可変ノッチを得ることができる。（ダミーのサブキャリアを使用して補償を行うなどの）
さらに高度の技術を用いて、３０ｄＢの深さを得ることができる。しかし、場合によって
は、３０ｄＢよりも深いノッチが必要になる場合もある。ＤＳＳＳベース及びパルスベー
スの技術の場合、ＯＦＤＭを用いて取得し得る深さと同等の深さのノッチを得ることがさ
らに困難であるため、可変ノッチングはさらに大きな問題となる。しかし、ＤＳＳＳ及び
パルスベースの技術の利用の方が望ましいものとなる。なぜなら、ＯＦＤＭベースのＵＷ
Ｂとは対照的に、これらの技術の利用の結果、非常に低い実装構成コストが得られるから
である。
【００１１】
　マルチバンドＵＷＢシグナリングを干渉ソースに適合させるための方法及び装置につい
ては（Ｗａｌｋｅｒ他による）米国特許出願第２００４／００４８５７４号に記載がある
。しかし、Ｗａｌｋｅｒ他は、ＵＷＢスペクトルにおいてノッチを利用して干渉を軽減す
る手法については何らの開示あるいは提案を行っていない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　したがって、当業において必要とされているものは、従来のシステム及び方法の欠陥を
解決し、ＯＦＤＭ、ＤＳＳＳ、並びにパルスベースのＵＷＢ技術と共に利用することがで
きる干渉軽減のための装置及び方法である。本発明はこのような装置及び方法を提供する
ものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　干渉を引き起こす狭帯域システムの周波数をマッチさせるためにＵＷＢシステムの送信
周波数帯域内でノッチの周波数を変動させる代わりに、本発明はＵＷＢシステムの相対的
なキャリア周波数に対する相対的な固定された位置にノッチを形成するものである。次い
で、このキャリア周波数は変更されて、狭帯域システムの周波数にわたってノッチがスー
パーインポーズされる。このような固定ノッチフィルタは３０ｄＢ以上の深さのノッチを
得ることができる。したがって、本発明はＯＦＤＭ、ＤＳＳＳ及びパルスベースの技術を
含むすべてのＵＷＢ技術と共に利用することができることになる。
【００１４】
　したがって、１つの側面では、本発明は、広い周波数帯域で動作する第１の無線と、該
広い周波数帯域内の狭い周波数帯域で動作する第２の無線との間で生じる干渉を軽減する
方法を対象とするものである。本方法は、広い周波数帯域内において選択周波数を中心と
して、送信電力が低減された送信機ノッチを第１の無線により形成するステップを含み、
上記選択周波数は、広帯域キャリア周波数に対して固定された位置を広い周波数帯域内に
有する。次いで、上記方法は、広帯域キャリア周波数を調整し、送信機ノッチが第２の無
線の狭い周波数帯域に整合され、それによって第１の無線による送信が第２の無線に対し
て引き起こす干渉を減らすようにするものである。
【００１５】
　別の側面では、本発明は、広い周波数帯域で動作する無線に対する干渉を広い周波数帯
域内の狭帯域信号から減少させる方法を対象とするものである。本方法は、無線広帯域受
信機において、受信利得が低減された固定受信機ノッチを広帯域無線により形成するステ
ップと、狭帯域信号を固定受信機ノッチに整合させるステップとを含むものである。上記
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整合ステップは、局部発振器（ＬＯ）周波数を選択することによって達成することができ
、狭帯域信号が無線周波数（ＲＦ）から中間周波数（ＩＦ）へダウンコンバートされたと
き、該狭帯域信号を固定受信機ノッチに整合させるものである。
【００１６】
　別の側面では、本発明は、広帯域無線トランシーバ内の装置を対象とするものであり、
広い周波数帯域で動作する広帯域無線と、該広い周波数帯域内の狭い周波数帯域で動作す
る狭帯域無線との間で生じる干渉を軽減するものである。上記装置は、広い周波数帯域内
の選択周波数を中心として、固定ノッチフィルタを形成するための送信電力が低減された
送信機ノッチを含む。上記選択周波数は、広い周波数帯域の中に位置を有し、この位置は
広帯域キャリア周波数に対して固定されている。上記装置は、広帯域キャリア周波数を調
整して、狭帯域無線の狭い周波数帯域に送信機ノッチを整合させる手段も含み、それによ
って広帯域トランシーバによる送信が狭帯域無線に対して引き起こす干渉を減らすように
するものである。
【００１７】
　別の側面では、本発明は、広帯域無線トランシーバ内の装置を対象とするものであり、
広い周波数帯域で動作する広帯域無線で、広い周波数帯域内の狭帯域信号から干渉を軽減
するためのものである。上記装置は、受信利得が低減された固定受信機ノッチを形成する
ための固定ノッチフィルタと、固定受信機ノッチに狭帯域信号を整合させる手段とを広帯
域トランシーバの中に含む。上記整合手段は、ＬＯ周波数を選択して、狭帯域信号がＲＦ
からＩＦへダウンコンバートされたとき、固定受信機ノッチに狭帯域信号を整合させる手
段を含むことができる。
【００１８】
　別の側面では、本発明は、広い周波数帯域で動作する第１の無線と、広い周波数帯域内
の複数のキャリア周波数で動作する複数の狭帯域無線との間で生じる干渉を軽減する方法
を対象とするものである。本方法は、複数の狭帯域無線のキャリア周波数を包含する周波
数帯域を決定するステップと、上記決定した周波数帯域の中間点においてノッチ周波数を
中心として、送信電力が低減された送信機ノッチを第１の無線により形成するステップと
、送信機ノッチの帯域幅を調整し、それによって送信機ノッチの帯域幅が、上記決定した
周波数帯域をカバーするようにする調整ステップとを含むものである。
【００１９】
　別の側面では、本発明は、広い周波数帯域で動作する広帯域無線と、該広い周波数帯域
内の複数のキャリア周波数で送信される複数の狭帯域信号との間で生じる干渉を軽減する
方法を対象とするものである。上記方法は、複数の狭帯域信号の各狭帯域信号のキャリア
周波数を決定するステップと、複数の狭帯域信号の各狭帯域信号の信号電力を決定するス
テップと、複数の狭帯域信号の各狭帯域信号の信号電力によって重み付けされた複数の狭
帯域信号のキャリア周波数の平均を決定することによりノッチ周波数を決定するステップ
と、上記決定したノッチ周波数を中心として、送信電力が低減された受信機ノッチを広帯
域無線に形成するステップと、を含む。
【００２０】
　別の側面では、本発明は、広帯域無線で動作する装置を対象とするものであり、広帯域
無線と、広帯域無線の周波数帯域内の複数のキャリア周波数で送信される複数の狭帯域無
線信号との間で生じる干渉を軽減するためのものである。上記装置は、複数の狭帯域信号
のキャリア周波数を包含する周波数帯域を決定する手段と、該決定した周波数帯域の中間
点においてノッチ周波数を中心として、送信電力が低減された送信機ノッチを形成するた
めの固定ノッチ周波数を有するノッチフィルタと、送信機ノッチの帯域幅を調整し、それ
によって送信機ノッチの帯域幅が、上記決定した周波数帯域をカバーするようにする調整
手段とを含む。
【００２１】
　別の側面では、本発明は、広帯域無線での装置を対象とするものであり、広帯域無線と
、広帯域無線の周波数帯域内の複数のキャリア周波数で送信される複数の狭帯域無線信号
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との間で生じる干渉を軽減するためのものである。上記装置は、複数の狭帯域信号の各狭
帯域信号のキャリア周波数を決定する手段と、複数の狭帯域信号の各狭帯域信号の信号電
力を決定する手段と、複数の狭帯域信号の各狭帯域信号の信号電力によって重み付けされ
た複数の狭帯域信号のキャリア周波数の平均を決定することによってノッチ周波数を決定
する手段と、該決定したノッチ周波数を中心として、受信利得が低減された受信機ノッチ
を形成するための、固定ノッチ周波数を有するノッチフィルタとを含むものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下のセクションで、例示的な実施形態を参照しながら本発明について説明する。
【００２３】
　上述したように、ＵＷＢ無線システム（特にＤＳＳＳベース又はパルスベースのシステ
ム）の送信スペクトルの可変周波数でノッチを形成することには問題がある。したがって
、本発明は、ＵＷＢシステムのキャリア周波数に対して固定された周波数でノッチを形成
し、次いで、該ノッチを被干渉システムの送信周波数に整合にする代わりに、キャリア周
波数を変動させるようにするものである。ＵＷＢデバイスは、ほとんどの状況で一般に免
許不要の近距離用として使用されるため、単一のＵＷＢチャネルしか存在しない。複数の
ＵＷＢチャネル間での調整は必要とされない。というのは、範囲内のＵＷＢユニットは同
じチャネルに結合することが最も予想されるからである。これによって固定されたキャリ
ア割当てを行う必要がなくなることになる。ＵＷＢデバイスは１つの（又は複数の）事前
に知られている固定キャリア周波数からスタートすることによって互いを検知することが
できる。しかし、ＤＡＡ処理手順後、ノッチがスペクトルで形成され、総送信スペクトル
がシフトされて、ノッチは被干渉周波数に整合されるようになる。
【００２４】
　本発明はＵＷＢ送信機と被干渉受信機間での干渉のみならず、被干渉送信機とＵＷＢ受
信機間での干渉も最小化するものである。ＵＷＢ送信機と同様、ＵＷＢ受信機は受信信号
の一定部分を有効にノッチアウトする。したがって、ＵＷＢ受信機の所望のダイナミック
レンジは狭くなる。なぜなら、被干渉送信機から出される強い信号を処理する必要がない
からである。
【００２５】
　図１は、狭帯域固定サービス（ＦＳ）送信機スペクトル１２をオーバーレイするＵＷＢ
送信機スペクトル１１の例示図面である。ＵＷＢ無線通信は０．５～２ＧＨｚのオーダー
の極めて広い帯域幅を利用する。したがって、ＵＷＢ送信はＦＳサービススペクトルのよ
うな狭帯域無線信号とオーバラップする蓋然性が高くなる。ＵＷＢ送信がＦ０を中心とす
るのに対して、ＦＳ送信はＦ１を中心とする。近距離での場合、ＵＷＢ放射はＦＳ受信機
の性能を低下させることになる。逆に、ＵＷＢ受信機段では、ＦＳ送信機がＵＷＢ受信機
に干渉したり、無線妨害をしたりする場合もある。
【００２６】
　図２は、狭帯域ＦＳ送信機スペクトル１２をオーバーレイし、ノッチ１３がＦＳ周波数
Ｆ１に整合されたＵＷＢ送信機スペクトル１１を示す例示図面である。最適の共存のため
に、ＵＷＢスペクトルとＦＳスペクトルとは相互に排他的であることが望ましい。図２は
、ＵＷＢシステムがＦ１周辺の送信スペクトルでノッチを形成した方法を示す図であり、
該方法は、ＦＳシステムに対して干渉のない帯域を可能にすることを目的とするものであ
る。
【００２７】
　図３は、狭帯域ＦＳ送信機スペクトル１２をオーバーレイし、ノッチ１３が新たなＦＳ
周波数Ｆ２に整合されたＵＷＢ送信機スペクトル１１の例示図面である。ＦＳ信号がＦ１

からＦ２へ切り替わる可能性があることに起因して、変動するＦＳシステムのために干渉
のない帯域を可能にするためには、ノッチキャリア周波数Ｆｎｏｔｃｈは変更可能でなけ
ればならない。しかし、実際問題として、可変Ｆｎｏｔｃｈの形成は非常に厄介な問題を
含むことになる。可変ノッチフィルタは、オンチップ部品で実現するにはコストがかかり
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、製造困難であり、さらに、受信信号帯域幅の大きな部分を抑制することなく、３０ｄＢ
またはそれ以上の深いノッチを与えるものではない。
【００２８】
　図４は、可変送信機ノッチフィルタ２１を実装した通常のＵＷＢトランシーバ２０の簡
略ブロック図である。トランシーバは送信機段２２と受信機段２３とを含む。この送信機
段には、変調器２４と、可変ノッチフィルタ２１と、中間周波数（ＩＦ）からＲＦへの変
換のためにシンセサイザ２６に接続されたアップコンバータ２５と、パワーアンプ２７と
が含まれる。好適には、ＩＦ段であるいはベースバンドで可変ノッチフィルタを構成する
ことが望ましい。なぜなら、可変ノッチフィルタをＲＦで構成することは現実的ではない
からである。本実施形態では、受信機段２３は従来方式のＵＷＢ受信機段であり、該受信
機段は、低雑音増幅器（ＬＮＡ）２８と、シンセサイザ２６に接続されたダウンコンバー
タ２９と、復調装置３０とを備えている。
【００２９】
　図５は、固定ノッチ３２が本発明の教示に従う、ＵＷＢキャリア周波数Ｆ０に整合され
たＵＷＢ送信機スペクトルの例示図面３１である。可変ノッチフィルタを実装する際の難
点に起因して、本発明は代わりに固定ノッチキャリアを利用する。好適には、図５に示す
ようにノッチはスペクトルの中心部分にあることが望ましいが、（ＵＷＢキャリア周波数
Ｆ０に対して相対的な）他の任意の固定された位置も利用することができる。このような
ノッチは、例えば、送信機段においてハイパスフィルタによりベースバンドで形成するこ
とができる。上記とは別に、ノッチは（固定の）高ＱフィルタによってＩＦで形成するこ
とができる。次いで、ベースバンド又はＩＦ信号はＬＯ周波数を利用してＲＦまでアップ
コンバートされ、それによって、結果として生じたノッチ周波数Ｆｎｏｔｃｈは被干渉キ
ャリア周波数と一致するようになる。
【００３０】
　図６は、固定ノッチ３２がＵＷＢキャリア周波数Ｆ０に整合され、次いで、本発明の教
示に従う狭帯域ＦＳスペクトル３３の周波数であるＦ１にＦ０を配置したＵＷＢ送信機ス
ペクトル３１の例示図面である。したがって、本例では、ノッチ周波数ＦｎｏｔｃｈはＵ
ＷＢ中心周波数Ｆ０と同一になり、被干渉システムスペクトル３３はＦ１を中心とするこ
とになる。ＵＷＢ中心周波数がＦ１にあるとき、Ｆｎｏｔｃｈ＝Ｆ０＝Ｆ１となり、ＦＳ
システムのための干渉のない帯域がＦ１で形成される。
【００３１】
　図７はＵＷＢ送信機スペクトル３１の例示図面であり、本発明の教示に従って、固定ノ
ッチ３２がＵＷＢキャリア周波数Ｆ０に整合され、かつ、Ｆ０をＦＳ周波数Ｆ２に配置す
る。したがって、本例では、ノッチ周波数ＦｎｏｔｃｈはＵＷＢの中心周波数Ｆ０と同一
となる。そして、被干渉システムスペクトル３３はＦ２を中心とすることになる。ＵＷＢ
中心周波数がＦ２にあるとき、Ｆｎｏｔｃｈ＝Ｆ０＝Ｆ２となり、ＦＳシステムのための
干渉のない帯域がＦ２で形成されることになる。
【００３２】
　図８は本発明の第１の例示的な実施例の簡略ブロック図であり、この実施例では、ＵＷ
Ｂトランシーバ４０には、送信機段４２に固定ノッチフィルタ４１が実装され、受信機段
４４に固定はノッチフィルタ４３が実装されている。送信機段には、変調器４５と、固定
送信機ノッチフィルタ４１と、ＩＦからＲＦへの変換用としてシンセサイザ４７に接続さ
れたアップコンバータ４６と、パワーアンプ４８とが含まれている。好適には、固定ノッ
チフィルタ４１はＩＦ段で又はベースバンドで構成されることが望ましい。本実施形態で
は、受信機段４４は、ＵＷＢの受信信号に干渉したり、無線を妨害したりするＦＳ信号を
減らすために固定ノッチフィルタ４３を実装している。したがって、この受信機段は、Ｌ
ＮＡ４９と、シンセサイザ４７に接続されたダウンコンバータ５０と、受信機固定ノッチ
フィルタ４３と、復調装置５１とを含むことになる。図８のノッチフィルタが固定されて
いるため、３０ｄＢまたはそれ以上の深さを持つようなノッチフィルタを容易に実装する
ことが可能となる。ここで留意すべき点は、ノッチフィルタが固定された実装構成であり
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、図４に示した実装構成の場合のような可変ノッチキャリアを必要としないという点であ
る。アップコンバージョンとダウンコンバージョンとによって、ノッチの被干渉周波数へ
の整合が処理される。ここで留意すべき点は、ノッチフィルタ４１と４３とが依然構成可
能であるという点である。しかしながら、変更できるのはノッチキャリア周波数ではなく
、むしろノッチの帯域幅の方である。後者のノッチ帯域幅の変更はキャリアの変更に比べ
ると実現が容易である。このノッチ帯域幅は、回避すべき周波数帯域の幅に応じて変更が
可能である。
【００３３】
　図９は、本発明の第２の例示的な実施例を示す簡略ブロック図であり、この実施例では
、例示的なＵＷＢ受信機６０に固定ノッチフィルタ６１を実装して、ＵＷＢスペクトル内
の狭帯域妨害波（jammer）からの干渉を軽減している。フィルタ６１はＦｎｏｔｃｈで固
定ノッチを有する。上述の実施形態では、ＵＷＢ送信機とＵＷＢ受信機の双方は新たなキ
ャリア周波数に対して再同調される。図９に例示の実施形態では、ＲＦ周波数はＵＷＢ受
信機の中でのみ変更される。このアプローチはＵＷＢ受信機において狭帯域妨害波による
干渉を低減することになるが、ＵＷＢ送信の結果生じる狭帯域システムにおける干渉を抑
制するものではない。
【００３４】
　図１０は狭帯域ＦＳ妨害波スペクトル７２をオーバーレイするＵＷＢ受信機スペクトル
７１の例示図面である。図示のように、妨害波は、従来の実施形態によって構成されるよ
うな、ＵＷＢ中心周波数Ｆ０の位置にはなく、或る周波数Ｆ１＞Ｆ０の位置にある。
【００３５】
　図９に示す受信機の実施形態では、ＵＷＢ受信機内の第１のミキサの局部発振器（ＬＯ
）周波数Ｆ_ＬＯは同調されて、妨害波周波数Ｆ１が固定（ＩＦ）ノッチ周波数に整合さ
れる。６２における第１のミキサ段の後で、ＲＦ信号は６３においてＩＦ周波数（複素ベ
ースバンド）までダウンコンバートされる。しかし、ＬＯ周波数を選択して、ＵＷＢ中心
周波数を適切なＩＦ周波数までダウンコンバートする代わりに、妨害波周波数Ｆ１をダウ
ンコンバートするためにＬＯ周波数を選択して、固定ノッチ周波数ＦｎｏｔｃｈにＦ１を
整合させる。したがって、Ｆ_ＬＯ＝Ｆ１－Ｆｎｏｔｃｈとなる。第２のダウンコンバー
ジョン段（図示せず）では、（抑制妨害波を伴う）信号はＩＦに変換することができる。
この変換はチャネルフィルタリングのような機能を実行するのにより適している。これは
デジタル領域においても行うことができる。妨害波がノッチフィルタにより抑制されてい
たため、信号のダイナミックレンジは狭くなり、アナログデジタル変換器（ＡＤＣＳ）に
関する要件が緩和されることになる。固定ノッチフィルタ６１を印加した後、受信信号は
復調装置６４へ渡される。
【００３６】
　図１１Ａ～図１１Ｃは狭帯域妨害波信号７２に対する図９の受信機アーキテクチャの影
響を例示する図である。図１１Ａはノッチ７３がＦｎｏｔｃｈにある、図９の受信機にお
けるノッチフィルタ６１の（固定）周波数応答Ｈ（ｆ）を示す例示図面である。図１１Ｂ
は第１のミキサの後でダウンコンバートされた受信信号を示す例示図面である。最後に、
図１１Ｃは、図９の受信機によるフィルタリング後に、結果として生じた妨害波信号の減
少を示す例示図面である。
【００３７】
　図９～図１１の実施形態では、ノッチ周波数がＵＷＢスペクトルの中心に位置すると好
都合となる場合がある。このようにして、ノッチフィルタリングはチャネルフィルタリン
グと容易に組み合わせることができる。また、ベースバンド処理を用いるとき、ノッチフ
ィルタはハイパスフィルタによって実現することができる。したがって、本発明の第３の
実施形態は、上記の第１及び第２の実施形態の態様を組み合わせたものになる。本実施形
態では、ノッチフィルタリングは（第２の実施形態の場合のように）受信機においてのみ
なされる。受信機６０におけるＬＯ（図９）は、妨害波中心周波数Ｆ１がノッチ周波数Ｆ

ｎｏｔｃｈと一致していることを確認する。さらに、受信機は（第１の実施形態の場合の
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ように）そのキャリア周波数Ｆ０がノッチ周波数の中心をＦｎｏｔｃｈにするように送信
機に命じることも可能である。但しＦｎｏｔｃｈ＝Ｆ１（狭帯域妨害波のキャリア周波数
）。
【００３８】
　図１２Ａは、図９の受信機内のノッチフィルタ６１の（固定）周波数応答Ｈ（ｆ）を示
す例示図面であり、ノッチがＦｎｏｔｃｈでＵＷＢスペクトルの中心に位置している。図
１２Ｂは、第１のミキサの後でダウンコンバートされた受信信号を示す例示図面である。
ＵＷＢスペクトルの中心をＦｎｏｔｃｈにする。但しＦ０＝Ｆ１＝Ｆｎｏｔｃｈ。最後に
、図１２Ｃは図９の受信機によるフィルタリング後、結果として生じた妨害波信号７２の
低減を示す例示図面であり、ＵＷＢスペクトルの中心をＦｎｏｔｃｈにする。そして、こ
の場合Ｆ０＝Ｆ１＝Ｆｎｏｔｃｈとなる。
【００３９】
　本発明では、ＵＷＢ送信スペクトルにおけるノッチ周波数Ｆｎｏｔｃｈは狭帯域妨害波
の周波数Ｆ１に整合される。妨害波の周波数を検知するために、トランシーバはまずエネ
ルギを表すスペクトルを走査する必要がある。この走査は１つまたは複数のマルチトラン
シーバにより実行することができる。複数のトランシーバを利用するとき、その調査結果
は単一のマスタユニットへ転送される。トランシーバは通常の方法でマスタユニットと通
信することができる。（例えば、再送、前方エラー訂正（ＦＥＣ）符号化、低レート変調
、等の）追加のロバスト性を印加して妨害波の影響を低減することができる。
【００４０】
　図１３は、単一の狭帯域干渉信号がＵＷＢスペクトル内に検知されたとき、本発明の方
法の実施形態のステップを例示するフローチャートである。ステップ８１で、１つ以上の
ＵＷＢトランシーバがエネルギを表すＵＷＢスペクトルをスキャンする。このエネルギ測
定値は、マスタユニットへ送ることができ、狭帯域干渉信号が検知されたかどうかをステ
ップ８２で判定する。検知されなかった場合、方法はステップ８３へ移り、現在のＬＯ設
定値を保持する。しかし、狭帯域干渉信号が検知された場合には、方法はステップ８４へ
移り、そこでＬＯ設定値を調整して、Ｆｎｏｔｃｈ＝Ｆ１となるようにする。ＵＷＢ送信
機内のＬＯ設定値を調整して、ＵＷＢ送信が狭帯域ユーザに干渉しないようにすることが
できる。同様に、ＵＷＢ受信機内のＬＯ設定値を調整して、狭帯域ユーザによる送信がＵ
ＷＢ受信機に干渉しないようにすることができる。したがって、ステップ８５で、通信は
、ＵＷＢユーザと狭帯域ユーザの双方によって、相互の干渉がまったく生じない状態で、
又は、相互の干渉が大幅に低減した状態で継続することになる。
【００４１】
　複数の狭帯域干渉信号がＵＷＢスペクトル内の異なる周波数で検知される状況が生じる
可能性もある。このような３つの干渉信号を示すシナリオが図１４に例示されている。こ
のシナリオでは、３つの干渉信号はほぼ等しい大きさとなっているが、これらの干渉信号
が周波数スぺクトルで均等に離間して配置されることはない。これら３つの信号は周波数
ＦＬに下端の境界があり、周波数ＦＵに上端の境界がある。
【００４２】
　図１５は、複数の狭帯域干渉信号がＵＷＢスペクトル内の異なる周波数で検知されたと
きの本発明の実施形態のステップを例示するフローチャートである。ステップ９１で、１
つ以上のＵＷＢトランシーバがエネルギを表すＵＷＢスペクトルをスキャンする。これら
のエネルギ測定値はマスタユニットへ送ることができ、このマスタユニットは、複数の狭
帯域干渉信号が検知されたかどうかをステップ９２で判定する。検知されなかった場合、
方法はステップ９３へ移り、単一の干渉信号が検知されたかどうかを判定する。干渉信号
が検知されなかった場合には、方法はステップ９４へ移り、現在のＬＯ設定値を保持する
。次いで、通信はステップ１０２で継続する。しかし、単一の狭帯域干渉信号が検知され
た場合には、方法はステップ９５へ移る。その場合、ＬＯ設定値はＦｎｏｔｃｈ＝Ｆ１と
なるように調整される。次いで、通信はステップ１０２で継続する。
【００４３】
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　複数の狭帯域干渉信号が検知されたことがステップ９２で判定された場合には、方法５
はステップ９６へ移り、そこで、下の周波数境界ＦＬと上の周波数境界ＦＵとが決定され
る。ステップ９７で、ノッチの帯域幅を適合できるかどうかが判定される。適合できれば
、方法はステップ９８へ移り、ここで、ノッチの帯域幅は、ＦＬからＦＵまでのレンジに
等しくなる（すなわち、ＢＷｎｏｔｃｈ＝（ＦＵ－ＦＬ））ように調整される。ステップ
９９で、送受信ＬＯ設定値を調整することによって下式のようにノッチをＦＬとＦＵの間
の中間値に設定する：
【００４４】
【数１】

【００４５】
　次いで、通信はステップ１０２で継続する。しかし、ノッチの帯域幅を適合できないこ
とがステップ９７で判定された場合には、本発明はステップ１００へ移り、そこで、干渉
波がほぼ等しい信号強度を有するかどうかが判定される。
【００４６】
　図１６を簡単に参照すると、等しくない強度の３つの狭帯域干渉信号がＵＷＢスペクト
ル内に検知されるシナリオが例示されている。信号Ａ、Ｂ、Ｃはそれぞれ、キャリア周波
数ＦＡ、ＦＢ、ＦＣで示され、ＰＡ、ＰＢ、ＰＣの電力レベルを有している。
【００４７】
　図１５を再び参照すると、干渉波がほぼ等しい信号強度を有している場合、ステップ１
００で、方法はステップ９９へ移り、ＦＬとＦＵとの間の中間点２０にノッチ周波数Ｆｎ

ｏｔｃｈを設定する。次いで、通信はステップ１０２で継続する。しかし、干渉波がほぼ
等しい信号強度を有していない場合、方法は、ステップ１０１へ移動し、個々の信号の受
信信号電力を持つ狭帯域キャリア周波数の各々に重み付けを施すことによって、より強い
妨害波の方へノッチ周波数をずらせることになる。したがって、図１６の例では下式が得
られる：
【００４８】

【数２】

【００４９】
　Ｎ個の妨害波について、上式は下式のように一般化することができる：
【００５０】

【数３】

【００５１】
　したがって、図１６に示す例の場合、ＦｎｏｔｃｈはＦＵとＦＬの間の距離の１／２に
はならず、ＦＢの方へ近い値になる。個々の妨害波周波数ＦＡ、ＦＢ、．．．を特定でき



(11) JP 5027142 B2 2012.9.19

10

20

30

40

50

ない場合、下式のようにノッチ周波数を決定してもよい：
【００５２】
【数４】

【００５３】
　ステップ１０２で、通信は、ＵＷＢユーザと狭帯域ユーザとによって、相互の干渉がま
ったく生じない状態で、又は、相互の干渉が大幅に低減した状態で継続することになる。
【００５４】
　本明細書に記載のように、本発明は効率のよい、低コストの、かつ低い消費電力の干渉
軽減技術を提供するものである。本発明は深いノッチフィルタによって高性能をさらに提
供するものである。本発明は既存の無線システムに対する干渉を低減するだけでなく、Ｕ
ＷＢ信号の受信も改善するものである。
【００５５】
　当業者には理解されるように、本願発明で説明される革新的な概念は、様々な用途範囲
に渡って修正でき、かつ変更できる。従って、特許の請求の範囲の構成要件の範囲は、上
述の特定の例示的教示に制限されるものではなく、添付の請求項によって定義されるもの
である。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】狭帯域固定サービス（ＦＳ）送信機スペクトルをオーバーレイするＵＷＢ送信機
スペクトルを示す図である。
【図２】狭帯域ＦＳ送信機スペクトルをオーバーレイし、ノッチがＦＳ周波数Ｆ１に整合
された図１のＵＷＢ送信機スペクトルを示す図である。
【図３】狭帯域ＦＳ送信機スペクトルをオーバーレイし、ノッチが新たなＦＳ周波数Ｆ２

に整合された図１のＵＷＢ送信機スペクトルを示す図である。
【図４】（従来技術）可変送信機ノッチフィルタを実装した通常のＵＷＢトランシーバの
簡略ブロック図である。
【図５】本発明の教示に従ってＵＷＢキャリア周波数Ｆ０に整合された固定ノッチを有す
るＵＷＢ送信機スペクトルを示す図である。
【図６】図５のＵＷＢ送信機スペクトルを示す図であり、本発明の教示に従って、固定ノ
ッチはＵＷＢキャリア周波数Ｆ０に整合され、Ｆ０はＦＳ周波数Ｆ１に配置されている。
【図７】図５のＵＷＢ送信機スペクトルを示す図であり、本発明の教示に従って、固定ノ
ッチがＵＷＢキャリア周波数Ｆ０に整合され、Ｆ０がＦＳ周波数Ｆ２に配置されている。
【図８】本発明の第１の例示的な実施例の簡略ブロック図であり、ＵＷＢトランシーバが
送信機段と受信機段とにおいて固定ノッチフィルタを実装している。
【図９】本発明の第２の例示的な実施例の簡略ブロック図であり、ＵＷＢ受信機が、ＵＷ
Ｂスペクトル内の狭帯域妨害波からの干渉を軽減するための固定ノッチフィルタを実装し
ている。
【図１０】狭帯域ＦＳ妨害波スペクトルをオーバーレイするＵＷＢ受信機スペクトルを示
す図である。
【図１１Ａ】図９の受信機内のノッチフィルタの（固定）周波数応答Ｈ（ｆ）を示す図で
あり、ノッチがＦｎｏｔｃｈに位置している。
【図１１Ｂ】図９の受信機の第１のミキサの後でダウンコンバートされた受信信号を示す
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図である。
【図１１Ｃ】図９の受信機によりフィルタリングを施した後、結果として生じた妨害波信
号の減少を示す図である。
【図１２Ａ】図９の受信機内のノッチフィルタの（固定された）周波数応答Ｈ（ｆ）を示
す図であり、ノッチはＵＷＢスペクトルの中心をＦｎｏｔｃｈにする。
【図１２Ｂ】第１のミキサの後でダウンコンバートされた受信信号を示す図である。ここ
で、ＵＷＢスペクトルの中心をＦｎｏｔｃｈにし、Ｆ０＝Ｆ１＝Ｆｎｏｔｃｈである。
【図１２Ｃ】図９の受信機によりフィルタリングを施した後、結果として生じた妨害波信
号の減少を示す図である。ここで、ＵＷＢスペクトルの中心をＦｎｏｔｃｈにし、Ｆ０＝
Ｆ１＝Ｆｎｏｔｃｈである。
【図１３】単一の狭帯域干渉信号がＵＷＢ受信機スペクトル内に検知されたとき、本発明
の方法の実施形態のステップを示すフローチャートである。
【図１４】複数の狭帯域干渉信号をオーバーレイするＵＷＢ受信機スペクトルを示す図で
ある。
【図１５】複数の狭帯域干渉信号がＵＷＢスペクトル内の異なる周波数で検知されたとき
、本発明の方法の実施形態のステップを例示するフローチャートである。
【図１６】等しくない強度の３つの狭帯域干渉信号がＵＷＢ受信機スペクトルを示す図で
ある。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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