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(57)【要約】
【課題】所定の送信器以外の送信器が送信したパルスに
よる干渉を減らす。
【解決手段】パルス列を用いて受信器との間で通信を行
う送信器であって、送信フレームを生成する送信フレー
ム生成部と、前記受信器が受信を行う間隔と同じになる
ように初期設定された間隔でパルス送信タイミングを生
成するパルス送信タイミング生成部と、前記送信フレー
ムと前記パルス送信タイミング生成部で生成された前記
パルス送信タイミングとに応じたパルスを生成し、出力
するパルス生成部とを有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パルス列を用いて受信器との間で通信を行う送信器であって、
　送信フレームを生成する送信フレーム生成部と、
　前記受信器が受信を行う間隔と同じになるように初期設定された間隔でパルス送信タイ
ミングを生成するパルス送信タイミング生成部と、
　前記送信フレームと前記パルス送信タイミング生成部で生成された前記パルス送信タイ
ミングとに応じたパルスを生成し、出力するパルス生成部とを備える
ことを特徴とする送信器。
【請求項２】
　請求項１に記載の送信器において、
　前記パルス送信タイミング生成部は、
　前記送信フレームの所定の位置より後の部分に対しては、前記初期設定された間隔で前
記パルス送信タイミングを生成する
ことを特徴とする送信器。
【請求項３】
　請求項２に記載の送信器において、
　前記送信フレーム生成部は、
　前記初期設定された間隔を示す設定値を前記送信フレームの所定の位置に挿入し、
　前記パルス送信タイミング生成部は、
　前記設定値の送信後、前記設定値に応じた間隔で前記パルス送信タイミングを生成する
ことを特徴とする送信器。
【請求項４】
　請求項１に記載の送信器において、
　前記パルス送信タイミング生成部は、
　所定の乱数シーケンスに応じた間隔で、前記パルス送信タイミングを生成する
ことを特徴とする送信器。
【請求項５】
　請求項１に記載の送信器において、
　前記パルス生成部は、
　前記送信フレームの所定の位置に対応してパルスを生成しない期間を有する
ことを特徴とする送信器。
【請求項６】
　パルス列を用いて送信器との間で通信を行う受信器であって、
　前記送信器が送信を行う間隔と同じになるように初期設定された間隔でパルス受信タイ
ミングを生成するパルス受信タイミング生成部と、
　前記パルス受信タイミング生成部で生成された前記パルス受信タイミングに従って受信
信号を増幅する増幅部と、
　前記増幅部で増幅された信号を検波して出力する検波部と、
　前記検波部の出力を積分して出力する積分部と、
　前記積分部の出力を復調し、得られた受信フレームを出力するフレーム復調部とを備え
る
ことを特徴とする受信器。
【請求項７】
　請求項６に記載の受信器において、
　前記パルス受信タイミング生成部は、
　前記送信器が前記初期設定された間隔でパルスの送信を開始した後は、前記初期設定さ
れた間隔で前記パルス受信タイミングを生成する
ことを特徴とする受信器。
【請求項８】
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　請求項７に記載の受信器において、
　前記パルス受信タイミング生成部は、
　前記フレーム復調部で得られた受信フレームから、前記送信器で送信フレームの所定の
位置に挿入されたパルス間隔を示す設定値を取り出し、取り出された設定値に応じた間隔
で前記パルス受信タイミングを生成する
ことを特徴とする受信器。
【請求項９】
　請求項６に記載の受信器において、
　前記パルス受信タイミング生成部は、
　所定の乱数シーケンスに応じた間隔で、前記パルス受信タイミングを生成する
ことを特徴とする受信器。
【請求項１０】
　請求項６に記載の受信器において、
　前記送信器がパルスを送信しない期間に、他の送信器から送信されたパルスを検知する
干渉検知部と、
　前記干渉検知部で検知された結果と所定の閾値とを比較し、その結果を出力する検知結
果伝送部とを更に備える
ことを特徴とする受信器。
【請求項１１】
　パルス列を用いて通信を行う送信器と受信器とを有する通信端末システムであって、
　前記送信器は、
　送信フレームを生成する送信フレーム生成部と、
　初期設定された間隔でパルス送信タイミングを生成するパルス送信タイミング生成部と
、
　前記送信フレームと前記パルス送信タイミング生成部で生成された前記パルス送信タイ
ミングとに応じたパルスを生成し、出力するパルス生成部とを備え、
　前記受信器は、
　前記送信器が送信を行う間隔と同じになるように初期設定された間隔でパルス受信タイ
ミングを生成するパルス受信タイミング生成部と、
　前記パルス受信タイミング生成部で生成された前記パルス受信タイミングに従って受信
信号を増幅する増幅部と、
　前記増幅部で増幅された信号を検波して出力する検波部と、
　前記検波部の出力を積分して出力する積分部と、
　前記積分部の出力を復調し、得られた受信フレームを出力するフレーム復調部とを備え
る
ことを特徴とする通信端末システム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の通信端末システムにおいて、
　前記パルス送信タイミング生成部は、
　前記送信フレームの所定の位置より後の部分に対しては、前記初期設定された間隔で前
記パルス送信タイミングを生成し、
　前記パルス受信タイミング生成部は、
　前記送信器が前記初期設定された間隔でパルスの送信を開始した後は、前記初期設定さ
れた間隔で前記パルス受信タイミングを生成する
ことを特徴とする通信端末システム。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の通信端末システムにおいて、
　前記送信フレーム生成部は、
　前記初期設定された間隔を示す設定値を前記送信フレームの所定の位置に挿入し、
　前記パルス送信タイミング生成部は、
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　前記設定値の送信後、前記設定値に応じた間隔で前記パルス送信タイミングを生成し、
　前記パルス受信タイミング生成部は、
　前記フレーム復調部で得られた受信フレームから、前記送信フレームの所定の位置に挿
入されたパルス間隔を示す設定値を取り出し、取り出された設定値に応じた間隔で前記パ
ルス受信タイミングを生成する
ことを特徴とする通信端末システム。
【請求項１４】
　請求項１１に記載の通信端末システムにおいて、
　前記パルス送信タイミング生成部は、
　所定の乱数シーケンスに応じた間隔で、前記パルス送信タイミングを生成し、
　前記パルス受信タイミング生成部は、
　前記所定の乱数シーケンスに応じた間隔で、前記パルス受信タイミングを生成する
ことを特徴とする通信端末システム。
【請求項１５】
　請求項１１に記載の通信端末システムにおいて、
　出力装置を更に備え、
　前記パルス生成部は、
　前記送信フレームの所定の位置に対応してパルスを生成しない期間を有し、
　前記受信器は、
　前記送信器がパルスを発生しない期間に、他の送信器から送信されたパルスを検知する
干渉検知部と、
　前記干渉検知部で検知された結果と所定の閾値とを比較し、その比較結果を前記出力装
置に出力する検知結果伝送部とを更に備え、
　前記出力装置は、
　前記比較結果をユーザーが知覚できるように出力する
ことを特徴とする通信端末システム。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の通信端末システムにおいて、
　前記出力装置は、
　前記比較結果に応じて音を出力するアラーム装置である
ことを特徴とする通信端末システム。
【請求項１７】
　請求項１５に記載の通信端末システムにおいて、
　前記出力装置は、
　前記比較結果に応じて表示を行う表示装置である
ことを特徴とする通信端末システム。
【請求項１８】
　請求項１５に記載の通信端末システムにおいて、
　前記検知結果伝送部は、
　前記干渉検知部で検知された結果と所定の複数の閾値とを比較し、その結果を前記比較
結果として前記出力装置に出力する
ことを特徴とする通信端末システム。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の通信端末システムにおいて、
　前記出力装置は、
　前記比較結果に応じて音を出力するアラーム装置である
ことを特徴とする通信端末システム。
【請求項２０】
　請求項１８に記載の通信端末システムにおいて、
　前記出力装置は、
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　前記比較結果に応じて表示を行う表示装置である
ことを特徴とする通信端末システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、広帯域信号であるインパルス状の信号を用いる通信技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の情報化の進展に伴い、ＬＡＮ（Local Area Network）が普及してきた。その中で
も特に、工事期間が短縮でき、接続される機器の移動が容易であるので、無線ＬＡＮが広
まってきている。無線ＬＡＮに用いられる無線伝送方式として、ＵＷＢ（Ultra Wide Ban
d）無線伝送方式が知られている。ＵＷＢ無線伝送方式については、例えば非特許文献１
及び非特許文献２に記載されている。
【０００３】
　ＵＷＢ無線伝送方式の１つに、パルス幅が数ｎｓ（ナノセコンド）のパルス列からなる
信号を用いて伝送を行うインパルス－ＵＷＢ伝送方式がある。インパルス－ＵＷＢ伝送方
式は、搬送波を使用せずパルス列を直接伝送する方式であり、周期的に送信される送信パ
ルスに同期させて受信動作を行うことにより低消費電力化を図ることができる。
【非特許文献１】日経エレクトロニクス，日経ＢＰ社，２００２年８月２６日，ｐ．１３
７－１４４
【非特許文献２】日経エレクトロニクス，日経ＢＰ社，２００３年２月１７日，ｐ．９５
－１２１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　図１２は、インパルス－ＵＷＢ伝送方式を採用した通信端末システムが複数存在してい
る状態を示す説明図である。図１２の送信器９１と受信器９２とが１つの通信端末システ
ムを構成し、送信器９３と受信器９４とが１つの通信端末システムを構成している。受信
器９２，９４は、送信器９１及び送信器９３のいずれから送信された信号をも受信可能な
位置にあるとする。
【０００５】
　このような通信環境において、送信器９１，９３が、同じパルス間隔で、かつ同じタイ
ミングでパルスの送信を開始したとすると、複数の送信器９１，９３から送信されたパル
スの間で干渉が連続的に（すなわち、パルス毎に）生じてしまう。受信器９２，９４はそ
れぞれの通信相手である送信器からのパルスに同期して受信動作を行うので、干渉によっ
て受信器９２，９４の受信性能が低下してしまう、という問題があった。
【０００６】
　本発明は、所定の送信器以外の送信器が送信したパルスによる干渉を減らすことを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る送信器は、パルス列を用いて受信器との間で通信を行う送信器であって、
送信フレームを生成する送信フレーム生成部と、前記受信器が受信を行う間隔と同じにな
るように初期設定された間隔でパルス送信タイミングを生成するパルス送信タイミング生
成部と、前記送信フレームと前記パルス送信タイミング生成部で生成された前記パルス送
信タイミングとに応じたパルスを生成し、出力するパルス生成部とを有する。
【０００８】
　これによると、受信器が受信を行う間隔と同じ間隔で送信器がパルスを送信するので、
受信器が他の送信器から送信されたパルスから受ける干渉を減らすことができる。
【０００９】
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　また、本発明に係る受信器は、パルス列を用いて送信器との間で通信を行う受信器であ
って、前記送信器が送信を行う間隔と同じになるように初期設定された間隔でパルス受信
タイミングを生成するパルス受信タイミング生成部と、前記パルス受信タイミング生成部
で生成された前記パルス受信タイミングに従って受信信号を増幅する増幅部と、前記増幅
部で増幅された信号を検波して出力する検波部と、前記検波部の出力を積分して出力する
積分部と、前記積分部の出力を復調し、得られた受信フレームを出力するフレーム復調部
とを有する。
【００１０】
　これによると、送信器がパルスを送信する間隔と同じ間隔で受信器が受信を行うので、
受信器が他の送信器から送信されたパルスから受ける干渉を減らすことができる。
【００１１】
　また、本発明に係る通信端末システムは、パルス列を用いて通信を行う送信器と受信器
とを有する。前記送信器は、送信フレームを生成する送信フレーム生成部と、初期設定さ
れた間隔でパルス送信タイミングを生成するパルス送信タイミング生成部と、前記送信フ
レームと前記パルス送信タイミング生成部で生成された前記パルス送信タイミングとに応
じたパルスを生成し、出力するパルス生成部とを有する。前記受信器は、前記送信器が送
信を行う間隔と同じになるように初期設定された間隔でパルス受信タイミングを生成する
パルス受信タイミング生成部と、前記パルス受信タイミング生成部で生成された前記パル
ス受信タイミングに従って受信信号を増幅する増幅部と、前記増幅部で増幅された信号を
検波して出力する検波部と、前記検波部の出力を積分して出力する積分部と、前記積分部
の出力を復調し、得られた受信フレームを出力するフレーム復調部とを有する。
【００１２】
　これによると、送信器がパルスを送信する間隔と受信器が受信を行う間隔とを同じにす
ることができるので、受信器が他の送信器から送信されたパルスから受ける干渉を減らす
ことができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、所定の送信器以外の送信器が送信したパルスによる干渉を減らすこと
ができる。特に、受信器が連続的に干渉を受けることがないようにすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００１５】
　図１は、本発明の実施形態に係る送信器１００の構成を示すブロック図である。図２は
、本発明の実施形態に係る受信器１１０の構成を示すブロック図である。図１の送信器１
００は、パルス列を用いてインパルス－ＵＷＢ伝送方式によって受信器１１０との間で通
信を行う送信器であって、送信フレーム生成部２２と、初期設定部２３と、パルス送信タ
イミング生成部２４と、パルス生成部２５とを有している。
【００１６】
　送信フレーム生成部２２は、送信フレームを生成してパルス生成部２５に出力する。初
期設定部２３は、設定可能な複数のパルス間隔値から所定の１つを選択し、選択された値
を初期設定値としてパルス送信タイミング生成部２４に出力する。パルス送信タイミング
生成部２４は、初期設定部２３から受け取った初期設定値に応じた間隔でパルス送信タイ
ミングを生成する。
【００１７】
　パルス生成部２５は、送信フレーム生成部２２で生成された送信フレームと、パルス送
信タイミング生成部２４で生成されたパルス送信タイミングとに従ってパルスを生成し、
生成されたパルスを送信アンテナ２６に出力する。送信アンテナ２６は、パルス生成部２
５から受け取ったパルスを送信する。
【００１８】
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　図２の受信器１１０は、パルス列を用いてインパルス－ＵＷＢ伝送方式によって送信器
１００との間で通信を行う受信器であって、増幅器３３と、検波部３４と、積算部３５と
、フレーム復調部３６と、パルス受信タイミング生成部３７とを有している。
【００１９】
　受信アンテナ３２は、送信された信号を受信し、増幅器３３に供給する。パルス受信タ
イミング生成部３７は、パルス受信タイミングを生成し、増幅器３３に出力する。増幅器
３３は、パルス受信タイミング生成部３７で生成されたタイミングに従って、受信アンテ
ナ３２から受け取った受信信号を増幅する。検波部３４は、増幅器３３で増幅された信号
を検波して出力する。積算部３５は、検波部３４で検波された信号を積算して出力する。
【００２０】
　フレーム復調部３６は、積算部３５の出力に復調処理を行い、得られた受信フレームを
出力する。フレーム復調部３６は、必要に応じて受信フレームからデータを抽出し、パル
ス受信タイミング生成部３７に出力する。
【００２１】
　図３は、図１の送信器と同様の複数の送信器と、図２の受信器と同様の複数の受信器と
が存在している状態を示す説明図である。送信器１００Ｂ，１００Ｃは、送信器１００と
ほぼ同様に構成され、受信器１１０Ｂ，１１０Ｃは、受信器１１０とほぼ同様に構成され
ている。
【００２２】
　図４は、パルス送信パターンの３つの例を示すタイミングチャートである。図４のパタ
ーンＡ、パターンＢ及びパターンＣは、それぞれパルス間隔Ｔ１，Ｔ２及びＴ３でパルス
が繰り返されるパターンである。
【００２３】
　送信器１００と受信器１１０とは、１つの通信端末システムを構成しており、いずれに
もパルス間隔Ｔ１が初期設定されている。すなわち、送信器１００の初期設定部２３は、
パルス間隔Ｔ１を示す初期設定値を出力し、送信器１００は、図４のパターンＡのような
タイミングでパルスを送信する。受信器１１０のパルス受信タイミング生成部３７は、パ
ルス間隔Ｔ１毎にタイミングを生成し、受信器１１０は、図４のパターンＡのようなタイ
ミングでパルスを受信する。
【００２４】
　送信器１００Ｂと受信器１１０Ｂとは、１つの通信端末システムを構成しており、いず
れにもパルス間隔Ｔ２が初期設定されている。すなわち、送信器１００Ｂは、図４のパタ
ーンＢのようなタイミングでパルスを送信し、受信器１１０Ｂは、パターンＢのようなタ
イミングでパルスを受信する。送信器１００Ｃと受信器１１０Ｃとは、１つの通信端末シ
ステムを構成しており、いずれにもパルス間隔Ｔ３が初期設定されている。すなわち、送
信器１００Ｃは、図４のパターンＣのようなタイミングでパルスを送信し、受信器１１０
Ｃは、パターンＣのようなタイミングでパルスを受信する。
【００２５】
　各送信器が他の送信器とは異なるパルス間隔でパルスを送信するので、受信器１１０，
１１０Ｂ，１１０Ｃは、複数の送信器からの信号を受信可能な位置にある場合においても
、通信相手である所定の送信器以外の送信器からのパルスの干渉の影響を抑えることがで
きる。
【００２６】
　なお、送信器と受信器とのペアが４組以上ある場合についても、同様に各ペアに異なる
パルス間隔を設定すればよい。
【００２７】
　図５は、送信フレームの例を示す説明図である。送信フレーム全体を、予め初期設定さ
れたパルス間隔に従って送信及び受信してもよいが、次のようにしてもよい。すなわち、
送信器１００において、パルス送信タイミング生成部２４は、図５のＰＲＥＡＭＢＬＥフ
レーム及びＨＥＡＤＥＲフレームに対しては、基準パターンのタイミングに従ってパルス
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送信タイミングを生成し、その後、図５のＰＡＹＬＯＡＤフレーム以降のフレームに対し
ては、初期設定されたパルス間隔に従ってパルス送信タイミングを生成してもよい。基準
パターンは、例えば、動作クロックに同期したタイミングを有するパターンである。
【００２８】
　この場合、受信器１１０において、パルス受信タイミング生成部３７は、ＰＲＥＡＭＢ
ＬＥフレーム及びＨＥＡＤＥＲフレームに対応する受信パルスに対しては、送信器１００
と同じ基準パターンに従ってパルス受信タイミングを生成し、ＰＡＹＬＯＡＤフレーム以
降のフレームに対応する受信パルスに対しては、初期設定されたパルス間隔に従ってパル
ス受信タイミングを生成する。
【００２９】
　なお、送信フレームの構成は、図５の送信フレームとは異なっていてもよく、パルス送
信タイミング及びパルス受信タイミングを切り換える位置を他の位置にしてもよい。
【００３０】
　図６は、送信フレームの他の例を示す説明図である。図６の送信フレームは、ＨＥＡＤ
ＥＲフレームとＰＡＹＬＯＡＤフレームとの間に、初期設定されたパルス間隔を示す設定
値がパルス送信パターン信号として挿入されている点が、図５の送信フレームとは異なっ
ている。送信器１００が図６の送信フレームを送信する場合には、パルス送信タイミング
生成部２４は、図６のＰＲＥＡＭＢＬＥフレームからパルス送信パターン信号までに対し
ては、基準パターンのタイミングに従ってパルス送信タイミングを生成し、その後、図６
のＰＡＹＬＯＡＤフレーム以降のフレームに対しては、初期設定されたパルス間隔に従っ
てパルス送信タイミングを生成する。
【００３１】
　また、受信器１１０が図６の送信フレームを受信する場合には、パルス受信タイミング
生成部３７は、まず、ＰＲＥＡＭＢＬＥフレームからパルス送信パターン信号までに対し
ては、送信器１００と同じ基準パターンに従ってパルス受信タイミングを生成する。パル
ス受信タイミング生成部３７は、このときまでにフレーム復調部３６で復調されて得られ
た受信フレームから、パルス送信パターン信号を取り出し、これに応じたパルス間隔を設
定可能な複数のパルス間隔値の中から選択する。パルス受信タイミング生成部３７は、Ｐ
ＡＹＬＯＡＤフレーム以降のフレームに対しては、選択されたパルス間隔に従ってパルス
受信タイミングを生成する。
【００３２】
　なお、パルス送信パターン信号が挿入される位置は、図６の送信フレームとは異なる位
置であってもよい。
【００３３】
　図７は、パルス送信パターンとして用いられる乱数パターンの例を示す説明図である。
図７の乱数パターンには、パルス間の間隔がパルス間隔Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３，Ｓ４，Ｓ５の
順であるパルス列が含まれている。パルス間隔Ｓ１～Ｓ５は、所定の乱数シーケンスの値
に対応している。
【００３４】
　送信器１００が図７の乱数パターンに従ってパルスを送信し、受信器１１０がこれらの
パルスを受信するようにしてもよい。すなわち、パルス送信タイミング生成部２４は、予
め設定された乱数シーケンスに応じて図７のような乱数パターンでパルス送信タイミング
を生成し、パルス受信タイミング生成部３７は、予め設定された乱数シーケンスに応じて
、送信器１００で用いられたパターンと同じ乱数パターンに従って、パルス受信タイミン
グを生成する。
【００３５】
　なお、図７の乱数パターンに代えて、他の乱数パターンを用いるようにしてもよい。
【００３６】
　（変形例）
　次に、本発明の実施形態の変形例に係る送信器及び受信器について説明する。図８は、
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ＮＵＬＬデータを有する送信フレームの例を示す説明図である。この変形例に係る送信器
２００では、送信フレーム生成部が図８のようにＰＡＹＬＯＡＤフレーム内の所定の位置
にＮＵＬＬデータを挿入し、パルス生成部がＮＵＬＬデータの期間内においてはパルスを
生成しない。すなわち、この期間内においては送信器２００はパルスを送信しない。送信
器２００は、その他の点は図１の送信器１００と同様に構成されている。
【００３７】
　図９は、本発明の実施形態の変形例に係る受信器の構成を示すブロック図である。図９
の受信器２１０は、干渉検知部３８と、検知結果伝送部３９とを更に備えた点が、図２の
受信器１１０とは異なっている。
【００３８】
　図１０は、本発明の実施形態の変形例に係る複数の送信器と、図９の受信器と同様の複
数の受信器とが存在している状態を示す説明図である。送信器２００Ｂ，２００Ｃは、送
信器２００とほぼ同様に構成され、受信器２１０Ｂ，２１０Ｃは、受信器２１０とほぼ同
様に構成されている。送信器２００と受信器２１０と出力装置としてのアラーム装置４２
とは、１つの通信端末システムを構成している。送信器２００Ｂと受信器２１０Ｂとは、
１つの通信端末システムを構成しており、送信器２００Ｃと受信器２１０Ｃとは、１つの
通信端末システムを構成している。
【００３９】
　送信器２００及び受信器２１０について、送信器１００及び受信器１１０とは異なる点
について説明する。送信器２００は、送信フレームのＮＵＬＬデータ送信期間（図８）に
は、パルス送信を行わない。受信器２１０は、送信器２００から送信されたＮＵＬＬデー
タの受信期間中には、送信器２００Ｂ及び送信器２００Ｃから送信されたパルスを受信す
る。
【００４０】
　干渉検知部３８は、送信されたパルスを検知し、得られた検知結果を出力する。すなわ
ち、干渉検知部３８は、ＮＵＬＬデータの受信期間中において積算部３５で積算された結
果から、パルス受信タイミング生成部で生成されたパルス受信タイミングに従って値を取
得し、検知結果として検知結果伝送部３９に出力する。検知結果伝送部３９は、検知結果
を所定の閾値と比較し、検知結果が閾値よりも大きい場合には、干渉を受けたことを示す
信号を、受信器２１０の外部のアラーム装置４２に出力する。すると、アラーム装置４２
は、アラーム音を鳴らし、干渉を受けたことをユーザーに知らせる。
【００４１】
　図１１は、表示装置と、これに接続された図９の受信器を示すブロック図である。受信
器２１０には、検知結果伝送部３９での比較結果をユーザーが知覚できるように出力する
出力装置が接続されていればよい。その例として、図１１においては、アラーム装置４２
に代えて表示装置４４が受信器２１０に接続されている。検知結果伝送部３９は、干渉を
受けたことを示す信号を受信器２１０の外部の表示装置４４に出力する。すると、表示装
置４４は、干渉を受けたことを示すメッセージを表示し、干渉を受けたことをユーザーに
知らせる。
【００４２】
　なお、検知結果伝送部３９が、パルスの干渉レベルを判別するために閾値を複数備える
ようにし、干渉検知部３８での検知結果をこれらの複数の閾値と比較し、その結果を外部
に出力するようにしてもよい。この場合、検知結果伝送部３９は、干渉の有無だけではな
く干渉レベルをも示す干渉レベル信号を出力する。図９の場合には、アラーム装置４２は
、干渉レベル信号受け取り、この信号に従った音量でアラーム音を鳴らすことにより、干
渉のレベルをユーザーに知らせる。図１２の場合には、表示装置４４は、干渉レベル信号
受け取り、この信号に従って干渉レベルを表示し、干渉のレベルをユーザーに知らせる。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　以上説明したように、本発明は、所定の送信器以外の送信器から受ける干渉を減らすこ
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である。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の実施形態に係る送信器の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態に係る受信器の構成を示すブロック図である。
【図３】図１の送信器と同様の複数の送信器と、図２の受信器と同様の複数の受信器とが
存在している状態を示す説明図である。
【図４】パルス送信パターンの３つの例を示すタイミングチャートである。
【図５】送信フレームの例を示す説明図である。
【図６】送信フレームの他の例を示す説明図である。
【図７】パルス送信パターンとして用いられる乱数パターンの例を示す説明図である。
【図８】ＮＵＬＬデータを有する送信フレームの例を示す説明図である。
【図９】本発明の実施形態の変形例に係る受信器の構成を示すブロック図である。
【図１０】本発明の実施形態の変形例に係る複数の送信器と、図９の受信器と同様の複数
の受信器とが存在している状態を示す説明図である。
【図１１】表示装置と、これに接続された図９の受信器を示すブロック図である。
【図１２】インパルス－ＵＷＢ伝送方式を採用した通信端末システムが複数存在している
状態を示す説明図である。
【符号の説明】
【００４５】
２２　送信フレーム生成部
２４　パルス送信タイミング生成部
２５　パルス生成部
３３　増幅器
３４　検波部
３５　積算部
３６　フレーム復調部
３７　パルス受信タイミング生成部
３８　干渉検知部
３９　検知結果伝送部
４２　アラーム装置
４４　表示装置
１００，１００Ｂ，１００Ｃ，２００，２００Ｂ，２００Ｃ　送信器
１１０，１１０Ｂ，１１０Ｃ，２１０，２１０Ｂ，２１０Ｃ　受信器
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