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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信および受信にそれぞれ複数のアンテナを用い、MIMO(Multiple Input Multiple Out
put)技術により無線通信を行う、マルチアンテナを用いた無線通信方法において、
　送受信を行う無線通信装置間での双方向のトレーニング信号の伝送を通じて、各無線通
信装置において、ダイバーシチ受信状態を最良化する前記複数のアンテナの各々の信号に
対するダイバーシチ合成情報をそれらの最適値として各々決定する第１のステップと、
　前記第１のステップにより決定された各ダイバーシチ合成情報の最適値を前記無線通信
装置に各々設定する第２のステップと、
　前記第２のステップによりダイバーシチ合成情報の最適値が設定された状態で、各無線
通信装置がデータ送受信時のビームフォーミングおよびダイバーシチ合成を行う第３のス
テップを有し、
　前記第１のステップは、複数回の双方向のトレーニング信号の伝送における各ダイバー
シチ受信において、ダイバーシチ合成受信信号の受信状態を示すトレーニング受信情報に
基づいてダイバーシチ受信状態を最良化するダイバーシチ合成情報を取得し、ダイバーシ
チ受信後に該ダイバーシチ合成情報でダイバーシチ合成情報を更新し、該更新されたダイ
バーシチ合成情報を設定してトレーニング信号を送信することにより、送受信を行う１組
の無線通信装置の間での伝送における伝送路行列の相関行列の最大固有値に対する固有ベ
クトルの組に漸近するベクトルの組を、該１組の無線通信装置に対するダイバーシチ合成
情報の最適値として決定することを特徴とするマルチアンテナを用いた無線通信方法。
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【請求項２】
　送信および受信にそれぞれ複数のアンテナを用い、MIMO(Multiple Input Multiple Out
put)技術により無線通信を行う、マルチアンテナを用いた無線通信方法において、
　送受信を行う無線通信装置間での複数回の双方向のトレーニング信号の伝送を通じて、
各無線通信装置において、ダイバーシチ受信状態を最良化する前記複数のアンテナの各々
の信号に対するダイバーシチ合成情報をそれらの最適値として各々決定する第１のステッ
プと、
　前記第１のステップにより決定された各ダイバーシチ合成情報の最適値を前記無線通信
装置に各々設定する第２のステップと、
　前記第２のステップによりダイバーシチ合成情報の最適値が設定された状態で、各無線
通信装置がデータ送受信時のビームフォーミングおよびダイバーシチ合成を行う第３のス
テップを有し、
　前記トレーニング信号は、複数のトレーニングサブ信号からなり、
　前記第１のステップは、前記トレーニングサブ信号のダイバーシチ受信に際し、無線通
信装置に具備された複数のアンテナの各々の信号に対するダーバーシチ合成情報の１つを
順次変更し、変更の前後でのダイバーシチ合成受信信号の受信状態が良好な方のダーバー
シチ合成情報で当該アンテナの信号に対するダイバーシチ合成情報を更新し、該更新され
たダイバーシチ合成情報を設定してトレーニング信号を送信することにより、送受信を行
う１組の無線通信装置の間での伝送における伝送路行列の相関行列の最大固有値に対する
固有ベクトルの組に漸近するベクトルの組を、該１組の無線通信装置に対するダイバーシ
チ合成情報の最適値として決定することを特徴とするマルチアンテナを用いた無線通信方
法。
【請求項３】
　送信および受信にそれぞれ複数のアンテナを用い、MIMO(Multiple Input Multiple Out
put)技術により無線通信を行う、マルチアンテナを用いた無線通信方法において、
　送受信を行う無線通信装置間での複数回の双方向のトレーニング信号の伝送を通じて、
各無線通信装置において、ダイバーシチ受信状態を最良化する前記複数のアンテナの各々
の信号に対するダイバーシチ合成情報をそれらの最適値として各々決定する第１のステッ
プと、
　前記第１のステップにより決定された各ダイバーシチ合成情報の最適値を前記無線通信
装置に各々設定する第２のステップと、
　前記第２のステップによりダイバーシチ合成情報の最適値が設定された状態で、各無線
通信装置がデータ送受信時のビームフォーミングおよびダイバーシチ合成を行う第３のス
テップを有し、
　前記トレーニング信号は、複数のトレーニングサブ信号からなり、
　前記第１のステップは、前記複数のトレーニングサブ信号のダイバーシチ受信に際し、
無線通信装置に具備された複数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を
順次変更し、各ダイバーシチ合成情報に対応した受信状態を示すトレーニング受信情報に
基づき、ダイバーシチ合成受信信号の受信状態を最良化するダイバーシチ合成情報を決定
し、ダイバーシチ受信後に該ダイバーシチ合成情報でダイバーシチ合成情報を更新し、該
更新されたダイバーシチ合成情報を設定してトレーニング信号を送信することにより、送
受信を行う１組の無線通信装置の間での伝送における伝送路行列の相関行列の最大固有値
に対する固有ベクトルの組に漸近するベクトルの組を、該１組の無線通信装置に対するダ
イバーシチ合成情報の最適値として決定することを特徴とするマルチアンテナを用いた無
線通信方法。
【請求項４】
　送信および受信にそれぞれ複数のアンテナを用い、MIMO(Multiple Input Multiple Out
put)技術により無線通信を行う、マルチアンテナを用いた無線通信方法において、
　送受信を行う無線通信装置間での複数回の双方向のトレーニング信号の伝送を通じて、
各無線通信装置において、ダイバーシチ受信状態を最良化する前記複数のアンテナの各々
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の信号に対するダイバーシチ合成情報をそれらの最適値として各々決定する第１のステッ
プと、
　前記第１のステップにより決定された各ダイバーシチ合成情報の最適値を前記無線通信
装置に各々設定する第２のステップと、
　前記第２のステップによりダイバーシチ合成情報の最適値が設定された状態で、各無線
通信装置がデータ送受信時のビームフォーミングおよびダイバーシチ合成を行う第３のス
テップを有し、
　前記トレーニング信号は、複数のトレーニングサブ信号からなり、
　前記第１のステップは、前記複数のトレーニングサブ信号のダイバーシチ受信に際し、
無線通信装置に具備された複数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を
順次変更し、各ダイバーシチ合成情報に対応した受信状態を示すトレーニング受信情報に
基づき、ダイバーシチ合成受信信号の受信状態を最良化する合成ウエイト情報を決定し、
ダイバーシチ受信後に該ダイバーシチ受信の合成ウエイト情報でダイバーシチ合成情報を
更新し、該更新されたダイバーシチ合成情報を設定してトレーニング信号を送信すること
により、送受信を行う１組の無線通信装置の間での伝送における伝送路行列の相関行列の
最大固有値に対する固有ベクトルの組に漸近するベクトルの組を、該１組の無線通信装置
に対するダイバーシチ合成情報の最適値として決定することを特徴とするマルチアンテナ
を用いた無線通信方法。
【請求項５】
　前記トレーニング受信情報は、ダイバーシチ合成受信信号のベースバンド受信ＩＱ情報
もしくはベースバンド受信ＩＱ情報および受信レベル情報の両方であることを特徴とする
請求項１、３、４のいずれかに記載のマルチアンテナを用いた無線通信方法。
【請求項６】
　前記トレーニング受信情報は、ダイバーシチ合成受信信号と予め定められた情報系列の
相関情報もしくは該相関情報と受信レベル情報の両方であることを特徴とする請求項１、
３、４のいずれかに記載のマルチアンテナを用いた無線通信方法。
【請求項７】
　前記ダイバーシチ合成情報が１ビット情報であり、前記第１のステップは、相手側無線
通信装置からの(自無線通信装置のアンテナ数＋１)回のトレーニングサブ信号受信により
ダイバーシチ合成情報の最適値を決定することを特徴とする請求項２に記載のマルチアン
テナを用いた無線通信方法。
【請求項８】
　前記ダイバーシチ合成情報がｎ（ｎは２以上の自然数）ビット情報であり、前記第１の
ステップは、相手側無線通信装置からの(自無線通信装置のアンテナ数＋１)回のトレーニ
ングサブ信号受信によりダイバーシチ合成情報の最適値を決定することを特徴とする請求
項３または４に記載のマルチアンテナを用いた無線通信方法。
【請求項９】
　前記トレーニング信号は、複数のトレーニングサブ信号として少なくとも(自無線通信
装置のアンテナ数＋１)個のフレームを含み、この２番目以降のフレームを、前記複数の
アンテナ各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を順次変更して受信することを特徴と
する請求項２ないし４のいずれかに記載のマルチアンテナを用いた無線通信方法。
【請求項１０】
　前記トレーニング信号は、複数のトレーニングサブ信号として少なくとも(自無線通信
装置のアンテナ数＋１)個のシンボルを含み、この２番目以降のシンボルを、前記複数の
アンテナ各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を順次変更して受信することを特徴と
する請求項２ないし４のいずれかに記載のマルチアンテナを用いた無線通信方法。
【請求項１１】
　前記第１のステップは、直前の双方向のトレーニング信号の伝送を通じてダイバーシチ
合成情報の最適値が設定されている場合には、このダイバーシチ合成情報の最適値を初期
値として新たにダイバーシチ合成情報の最適値を決定し、ダイバーシチ合成情報の最適値
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が設定されていない場合にはランダムな初期値を用いて新たにダイバーシチ合成情報の最
適値を決定することを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載のマルチアンテナを
用いた無線通信方法。
【請求項１２】
　一方の無線通信装置には直前の双方向のトレーニング信号の伝送を通じてダイバーシチ
合成情報の最適値が設定されているが、もう一方の無線通信装置にはダイバーシチ合成情
報の最適値が設定されていない場合において、次のトレーニング信号の伝送をダイバーシ
チ合成情報の最適値が設定されている方の無線通信装置から開始することを特徴とする請
求項１ないし４のいずれかに記載のマルチアンテナを用いた無線通信方法。
【請求項１３】
　複数の無線通信装置と無線通信を行う基地局側の無線通信装置における前記第１のステ
ップでは、常にランダムな初期値を用いてダイバーシチ合成情報の最適値の決定を行い、
基地局と無線通信を行う端末側の無線通信装置における前記第１のステップでは、直前の
双方向のトレーニング信号の伝送を通じてダイバーシチ合成情報の最適値が設定されてい
る場合には、このダイバーシチ合成情報の最適値を初期値として新たにダイバーシチ合成
情報の最適値を決定し、ダイバーシチ合成情報の最適値が設定されていない場合にはラン
ダムな初期値を用いて新たにダイバーシチ合成情報の最適値を決定することを特徴とする
請求項１ないし４のいずれかに記載のマルチアンテナを用いた無線通信方法。
【請求項１４】
　複数の無線通信装置と無線通信を行う基地局側の無線通信装置からのブロードキャスト
フレームもしくはマルチキャストフレームの送信では、互いに異なる複数のダイバーシチ
合成情報を用いて、同一フレームを複数回送信することを特徴とする請求項１ないし４の
いずれかに記載のマルチアンテナを用いた無線通信方法。
【請求項１５】
　複数の無線通信装置と無線通信を行う基地局側の無線通信装置からのブロードキャスト
フレームもしくはマルチキャストフレームの送信では、前記複数の無線通信装置の各々に
対して、双方向のトレーニング信号の伝送を通じて、前記第１のステップにより決定され
、前記第２のステップにより設定されたダイバーシチ合成情報の最適値を用いて、ブロー
ドキャストフレーム、もしくはマルチキャストフレームを各々送信することを特徴とする
請求項１ないし４のいずれかに記載のマルチアンテナを用いた無線通信方法。
【請求項１６】
　複数の無線通信装置と無線通信を行う基地局側の無線通信装置における前記第１のステ
ップでは、直前の双方向のトレーニング信号の伝送において決定されたダイバーシチ合成
情報の最適値を、当該基地局と無線通信を行う端末側の無線通信装置ごとに記憶しておき
、これを初期値として、トレーニングサブ信号の受信における前記複数のアンテナの各々
の信号に対するダイバーシチ合成情報を順次変更し、これに対するダイバーシチ受信状態
に基づいてダイバーシチ合成情報の最適値を決定することを特徴とする請求項２ないし４
のいずれかに記載のマルチアンテナを用いた無線通信方法。
【請求項１７】
　前記第２のステップは、各ダイバーシチ合成情報の最適値をＲＦ帯において前記無線通
信装置に各々設定することを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載のマルチアン
テナを用いた無線通信方法。
【請求項１８】
送信および受信にそれぞれ複数のアンテナを用い、MIMO(Multiple Input Multiple Outpu
t)技術により無線通信を行う、マルチアンテナを用いた無線通信システムにおいて、
　送受信を行う各無線通信装置は、
　送受信を行う無線通信装置との間での双方向のトレーニング信号の伝送を通じて、各無
線通信装置において、ダイバーシチ受信状態を最良化する前記複数のアンテナの各々の信
号に対するダイバーシチ合成情報をそれらの最適値として各々決定する第１の手段と、
　前記第１の手段により決定された各ダイバーシチ合成情報の最適値を前記無線通信装置
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に各々設定する第２の手段と、
　前記第２の手段によりダイバーシチ合成情報の最適値が設定された状態で、各無線通信
装置がデータ送受信時のビームフォーミングおよびダイバーシチ合成を行う第３の手段を
備え、
　前記第１の手段は、複数回の双方向のトレーニング信号の伝送における各ダイバーシチ
受信において、ダイバーシチ合成受信信号の受信状態を示すトレーニング受信情報に基づ
いてダイバーシチ受信状態を最良化するダイバーシチ合成情報を取得し、ダイバーシチ受
信後に該ダイバーシチ合成情報でダイバーシチ合成情報を更新し、該更新されたダイバー
シチ合成情報を設定してトレーニング信号を送信することにより、送受信を行う１組の無
線通信装置の間での伝送における伝送路行列の相関行列の最大固有値に対する固有ベクト
ルの組に漸近するベクトルの組を、該１組の無線通信装置に対するダイバーシチ合成情報
の最適値として決定することを特徴とするマルチアンテナを用いた無線通信システム。
【請求項１９】
　送信および受信にそれぞれ複数のアンテナを用い、MIMO(Multiple Input Multiple Out
put)技術により無線通信を行う、マルチアンテナを用いた無線通信システムにおいて、
　送受信を行う各無線通信装置は、
　相手側無線通信装置との間での複数回の双方向のトレーニング信号の伝送を通じて、ダ
イバーシチ受信状態を最良化する前記複数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ
合成情報をそれらの最適値として各々決定する第１の手段と、
　前記第１の手段により決定されたダイバーシチ合成情報の最適値を設定する第２の手段
と、
　前記第２の手段によりダイバーシチ合成情報の最適値が設定された状態で、データ送受
信時のビームフォーミングおよびダイバーシチ合成を行う第３の手段を備え、
　前記トレーニング信号は、複数のトレーニングサブ信号からなり、
　前記第１の手段は、前記トレーニングサブ信号のダイバーシチ受信に際し、無線通信装
置に具備された複数のアンテナの各々の信号に対するダーバーシチ合成情報の１つを順次
変更し、変更の前後でのダイバーシチ合成受信信号の受信状態が良好な方のダーバーシチ
合成情報でダイバーシチ合成情報を更新し、該更新されたダイバーシチ合成情報を設定し
てトレーニング信号を送信することにより、送受信を行う１組の無線通信装置の間での伝
送における伝送路行列の相関行列の最大固有値に対する固有ベクトルの組に漸近するベク
トルの組を、該１組の無線通信装置に対するダイバーシチ合成情報の最適値として決定す
ることを特徴とするマルチアンテナを用いた無線通信システム。
【請求項２０】
　送信および受信にそれぞれ複数のアンテナを用い、MIMO(Multiple Input Multiple Out
put)技術により無線通信を行う、マルチアンテナを用いた無線通信システムにおいて、
　送受信を行う各無線通信装置は、
　相手側無線通信装置との間での複数回の双方向のトレーニング信号の伝送を通じて、ダ
イバーシチ受信状態を最良化する前記複数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ
合成情報をそれらの最適値として各々決定する第１の手段と、
　前記第１の手段により決定されたダイバーシチ合成情報の最適値を設定する第２の手段
と、
　前記第２の手段によりダイバーシチ合成情報の最適値が設定された状態で、データ送受
信時のビームフォーミングおよびダイバーシチ合成を行う第３の手段を備え、
　前記トレーニング信号は、複数のトレーニングサブ信号からなり、
　前記第１の手段は、前記複数のトレーニングサブ信号のダイバーシチ受信に際し、無線
通信装置に具備された複数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を順次
変更し、各ダイバーシチ合成情報に対応した受信状態を示すトレーニング受信情報に基づ
き、ダイバーシチ合成受信信号の受信状態を最良化するダイバーシチ合成情報を決定し、
ダイバーシチ受信後に該ダイバーシチ合成情報でダイバーシチ合成情報を更新し、該更新
されたダイバーシチ合成情報を設定してトレーニング信号を送信することにより、送受信
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を行う１組の無線通信装置の間での伝送における伝送路行列の相関行列の最大固有値に対
する固有ベクトルの組に漸近するベクトルの組を、該１組の無線通信装置に対するダイバ
ーシチ合成情報の最適値として決定することを特徴とするマルチアンテナを用いた無線通
信システム。
【請求項２１】
　送信および受信にそれぞれ複数のアンテナを用い、MIMO(Multiple Input Multiple Out
put)技術により無線通信を行う、マルチアンテナを用いた無線通信システムにおいて、
　送受信を行う各無線通信装置は、
　相手側無線通信装置との間での複数回の双方向のトレーニング信号の伝送を通じて、ダ
イバーシチ受信状態を最良化する前記複数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ
合成情報をそれらの最適値として各々決定する第１の手段と、
　前記第１の手段により決定されたダイバーシチ合成情報の最適値を設定する第２の手段
と、
　前記第２の手段によりダイバーシチ合成情報の最適値が設定された状態で、データ送受
信時のビームフォーミングおよびダイバーシチ合成を行う第３の手段を備え、
　前記トレーニング信号は、複数のトレーニングサブ信号からなり、
　前記第１の手段は、前記複数のトレーニングサブ信号のダイバーシチ受信に際し、無線
通信装置に具備された複数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を順次
変更し、各ダイバーシチ合成情報に対応した受信状態を示すトレーニング受信情報に基づ
き、ダイバーシチ合成受信信号の受信状態を最良化する合成ウエイト情報を決定し、ダイ
バーシチ受信後に該ダイバーシチ受信の合成ウエイト情報でダイバーシチ合成情報を更新
し、該更新されたダイバーシチ合成情報を設定してトレーニング信号を送信することによ
り、送受信を行う１組の無線通信装置の間での伝送における伝送路行列の相関行列の最大
固有値に対する固有ベクトルの組に漸近するベクトルの組を、該１組の無線通信装置に対
するダイバーシチ合成情報の最適値として決定することを特徴とするマルチアンテナを用
いた無線通信システム。
【請求項２２】
　前記トレーニング受信情報は、ダイバーシチ合成受信信号のベースバンド受信ＩＱ情報
もしくはベースバンド受信ＩＱ情報および受信レベル情報の両方であることを特徴とする
請求項１８、２０、２１のいずれかに記載のマルチアンテナを用いた無線通信システム。
【請求項２３】
　前記トレーニング受信情報は、ダイバーシチ合成受信信号と予め定められた情報系列の
相関情報もしくは該相関情報と受信レベル情報の両方であることを特徴とする請求項１８
、２０、２１のいずれかに記載のマルチアンテナを用いた無線通信システム。
【請求項２４】
　前記ダイバーシチ合成情報が１ビット情報であり、前記第１の手段は、相手側無線通信
装置からの(自無線通信装置のアンテナ数＋１)回のトレーニングサブ信号受信によりダイ
バーシチ合成情報の最適値を決定することを特徴とする請求項１９に記載のマルチアンテ
ナを用いた無線通信システム。
【請求項２５】
　前記ダイバーシチ合成情報がｎ（ｎは２以上の自然数）ビット情報であり、前記第１の
手段は、相手側無線通信装置からの(自無線通信装置のアンテナ数＋１)回のトレーニング
サブ信号受信によりダイバーシチ合成情報の最適値を決定することを特徴とする請求項２
０または２１に記載のマルチアンテナを用いた無線通信システム。
【請求項２６】
　前記トレーニング信号は、複数のトレーニングサブ信号として少なくとも(自無線通信
装置のアンテナ数＋１)個のフレームを含み、この２番目以降のフレームを前記複数のア
ンテナ各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を順次変更して受信することを特徴とす
る請求項１９ないし２１のいずれかに記載のマルチアンテナを用いた無線通信システム。
【請求項２７】
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　前記トレーニング信号は、複数のトレーニングサブ信号として(自無線通信装置のアン
テナ数＋１)個のシンボルを含み、この２番目以降のシンボルを前記複数のアンテナ各々
の信号に対するダイバーシチ合成情報を順次変更して受信することを特徴とする請求項１
９ないし２１のいずれかに記載のマルチアンテナを用いた無線通信システム。
【請求項２８】
　前記第１の手段は、直前の双方向のトレーニング信号の伝送を通じてダイバーシチ合成
情報の最適値が設定されている場合には、このダイバーシチ合成情報の最適値を初期値と
して新たにダイバーシチ合成情報の最適値を決定し、ダイバーシチ合成情報の最適値が設
定されていない場合にはランダムな初期値を用いて新たにダイバーシチ合成情報の最適値
を決定することを特徴とする請求項１８ないし２１のいずれかに記載のマルチアンテナを
用いた無線通信システム。
【請求項２９】
　一方の無線通信装置には直前の双方向のトレーニング信号の伝送を通じてダイバーシチ
合成情報の最適値が設定されているが、もう一方の無線通信装置にはダイバーシチ合成情
報の最適値が設定されていない場合において、次のトレーニング信号の伝送をダイバーシ
チ合成情報の最適値が設定されている方の無線通信装置から開始することを特徴とする請
求項１８ないし２１のいずれかに記載のマルチアンテナを用いた無線通信システム。
【請求項３０】
　複数の無線通信装置と無線通信を行う基地局側の無線通信装置における前記第１の手段
では、常にランダムな初期値を用いてダイバーシチ合成情報の最適値の決定を行い、基地
局と無線通信を行う端末側の無線通信装置における前記第１の手段では、直前の双方向の
トレーニング信号の伝送を通じてダイバーシチ合成情報の最適値が設定されている場合に
は、このダイバーシチ合成情報の最適値を初期値として新たにダイバーシチ合成情報の最
適値を決定し、ダイバーシチ合成情報の最適値が設定されていない場合にはランダムな初
期値を用いて新たにダイバーシチ合成情報の最適値を決定することを特徴とする請求項１
８ないし２１のいずれかに記載のマルチアンテナを用いた無線通信システム。
【請求項３１】
　複数の無線通信装置と無線通信を行う基地局側の無線通信装置からのブロードキャスト
フレームもしくはマルチキャストフレームの送信では、互いに異なる複数のダイバーシチ
合成情報を用いて、同一フレームを複数回送信することを特徴とする請求項１８ないし２
１のいずれかに記載のマルチアンテナを用いた無線通信システム。
【請求項３２】
　複数の無線通信装置と無線通信を行う基地局側の無線通信装置からのブロードキャスト
フレームもしくはマルチキャストフレームの送信では、前記複数の無線通信装置の各々に
対して、双方向のトレーニング信号の伝送を通じて、前記第１の手段により決定され、前
記第２の手段により設定されたダイバーシチ合成情報の最適値を用いて、ブロードキャス
トフレーム、もしくはマルチキャストフレームを各々送信することを特徴とする請求項１
８ないし２１のいずれかに記載のマルチアンテナを用いた無線通信システム。
【請求項３３】
　複数の無線通信装置と無線通信を行う基地局側の無線通信装置における前記第１の手段
では、直前の双方向のトレーニング信号の伝送において決定されたダイバーシチ合成情報
の最適値を、当該基地局と無線通信を行う端末側の無線通信装置ごとに記憶しておき、こ
れを初期値として、各トレーニングサブ信号の受信における前記複数のアンテナの各々の
信号に対するダイバーシチ合成情報を順次変更し、これらに対するダイバーシチ受信状態
に基づいてダイバーシチ合成情報の最適値を決定することを特徴とする請求項１９または
２１に記載のマルチアンテナを用いた無線通信システム。
【請求項３４】
　前記第２の手段は、各ダイバーシチ合成情報の最適値をＲＦ帯において前記無線通信装
置に各々設定することを特徴とする請求項１８ないし２１のいずれかに記載のマルチアン
テナを用いた無線通信システム。
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【請求項３５】
　請求項１に記載のマルチアンテナを用いた無線通信方法を実行するために用いられるマ
ルチアンテナを用いた無線通信装置であって、
　前記複数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を生成するダイバーシ
チ合成情報生成手段と、
　前記ダイバーシチ合成情報生成手段により生成されたダイバーシチ合成情報に基づいて
前記複数のアンテナの各々の信号の振幅および位相を制御するダイバーシチ合成情報設定
手段と、
　前記ダイバーシチ合成情報設定手段との組み合わせによりビームフォーミング送信およ
びダイバーシチ受信を行う信号分配合成手段を備え、
　前記ダイバーシチ合成情報生成手段は、
　前記複数のアンテナの各々の信号に対する初期捕捉用ダイバーシチ合成情報を生成し、
初期状態からダイバーシチ合成情報の最適値への引き込みを可能にする初期捕捉用ダイバ
ーシチ合成情報生成手段と、
　相手側無線通信装置との間での双方向のトレーニング信号の伝送でのダイバーシチ受信
に際し、前記複数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を順次変更して
生成するトレーニング用ダイバーシチ合成情報生成手段と、
　前記ダイバーシチ合成情報生成手段により生成された各ダイバーシチ合成情報が各々設
定された状態でダイバーシチ受信されるトレーニング信号の受信状態を示すトレーニング
受信情報に基づいてダイバーシチ受信状態を最良化するダイバーシチ合成情報をダイバー
シチ合成情報の最適値として決定し、データ送受信時のビームフォーミングおよびダイバ
ーシチ合成のためのダイバーシチ合成情報の最適値を生成するダイバーシチ合成情報最適
値生成手段を備え、
　複数回の双方向のトレーニング信号のダイバーシチ受信において、前記ダイバーシチ合
成情報生成手段により生成された各ダイバーシチ合成情報が各々設定された状態でダイバ
ーシチ受信されるトレーニング受信情報に基づいてダイバーシチ合成受信信号の受信状態
を最良化するダイバーシチ合成情報を取得し、ダイバーシチ受信後に該ダイバーシチ合成
情報でダイバーシチ合成情報を更新し、該更新されたダイバーシチ合成情報を設定してト
レーニング信号を送信することにより、送受信を行う１組の無線通信装置の間での伝送に
おける伝送路行列の相関行列の最大固有値に対する固有ベクトルの組に漸近するベクトル
の組を、該１組の無線通信装置に対するダイバーシチ合成情報の最適値として生成するこ
とを特徴とするマルチアンテナを用いた無線通信装置。
【請求項３６】
　請求項２に記載のマルチアンテナを用いた無線通信方法を実行するために用いられるマ
ルチアンテナを用いた無線通信装置であって、
　前記複数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を生成するダイバーシ
チ合成情報生成手段と、
　前記ダイバーシチ合成情報生成手段により生成されたダイバーシチ合成情報に基づいて
前記複数のアンテナの各々の信号の振幅および位相を制御するダイバーシチ合成情報設定
手段と、
　前記ダイバーシチ合成情報設定手段との組み合わせによりビームフォーミング送信およ
びダイバーシチ受信を行う信号分配合成手段を備え、
　前記ダイバーシチ合成情報生成手段は、
　前記複数のアンテナの各々に対する初期捕捉用ダイバーシチ合成情報を生成し、初期状
態からダイバーシチ合成情報の最適値への引き込みを可能にする初期捕捉用ダイバーシチ
合成情報生成手段と、
　相手側無線通信装置との間での複数回の双方向のトレーニング信号の伝送でのダイバー
シチ受信に際し、前記複数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を順次
変更して生成するトレーニング用ダイバーシチ合成情報生成手段と、
　前記ダイバーシチ合成情報生成手段により生成された各ダイバーシチ合成情報が各々設
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定された状態でダイバーシチ受信されるトレーニング信号の受信状態を示すトレーニング
受信情報に基づいて各設定におけるダイバーシチ受信状態を判定する受信状態判定手段と
、
　前記受信状態判定手段により判定されたダイバーシチ受信状態を最良化するダイバーシ
チ合成情報をダイバーシチ合成情報の最適値として決定し、データ送受信時のビームフォ
ーミングおよびダイバーシチ合成のためのダイバーシチ合成情報の最適値を生成するダイ
バーシチ合成情報最適値生成手段を備え、
　前記トレーニング信号は、複数のトレーニングサブ信号からなり、
　前記トレーニングサブ信号のダイバーシチ受信に際し、無線通信装置に具備された複数
のアンテナの各々の信号に対するダーバーシチ合成情報の１つを順次変更し、変更の前後
でのダイバーシチ合成受信信号の受信状態が良好な方のダーバーシチ合成情報でダイバー
シチ合成情報を更新し、該更新されたダイバーシチ合成情報を設定してトレーニング信号
を送信することにより、送受信を行う１組の無線通信装置の間での伝送における伝送路行
列の相関行列の最大固有値に対する固有ベクトルの組に漸近するベクトルの組を、該１組
の無線通信装置に対するダイバーシチ合成情報の最適値として生成することを特徴とする
マルチアンテナを用いた無線通信装置。
【請求項３７】
　請求項３に記載のマルチアンテナを用いた無線通信方法を実行するために用いられるマ
ルチアンテナを用いた無線通信装置であって、
　前記複数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を生成するダイバーシ
チ合成情報生成手段と、
　前記ダイバーシチ合成情報生成手段により生成されたダイバーシチ合成情報に基づいて
前記複数のアンテナの各々の信号の振幅および位相を制御するダイバーシチ合成情報設定
手段と、
　前記ダイバーシチ合成情報設定手段との組み合わせによりビームフォーミング送信およ
びダイバーシチ受信を行う信号分配合成手段を備え、
　前記ダイバーシチ合成情報生成手段は、
　前記複数のアンテナの各々に対する初期捕捉用ダイバーシチ合成情報を生成し、初期状
態からダイバーシチ合成情報の最適値への引き込みを可能にする初期捕捉用ダイバーシチ
合成情報生成手段と、
　相手側無線通信装置との間での複数回の双方向のトレーニング信号の伝送でのダイバー
シチ受信に際し、前記複数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を順次
変更して生成するトレーニング用ダイバーシチ合成情報生成手段と、
　前記ダイバーシチ合成情報生成手段により生成された各ダイバーシチ合成情報が各々設
定された状態でダイバーシチ受信されるトレーニング信号の受信状態を示すトレーニング
受信情報を保持するトレーニング受信情報保持手段と、
　前記トレーニング受信情報保持手段に保持されたトレーニング受信情報に基づいてダイ
バーシチ合成受信信号の受信状態を最良化するダイバーシチ合成情報をダイバーシチ合成
情報の最適値として決定し、データ送受信時のビームフォーミングおよびダイバーシチ合
成のためのダイバーシチ合成情報の最適値を生成するダイバーシチ合成情報最適値生成手
段を備え、
　前記トレーニング信号は、複数のトレーニングサブ信号からなり、
　前記複数のトレーニングサブ信号のダイバーシチ受信に際し、無線通信装置に具備され
た複数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を順次変更し、各ダイバー
シチ合成情報に対応したトレーニング受信情報を前記トレーニング受信情報保持手段に格
納し、前記トレーニング受信情報保持手段に保持された情報に基づいてダイバーシチ合成
受信信号の受信状態を最良化するダイバーシチ合成情報を決定し、ダイバーシチ受信後に
該ダイバーシチ合成情報でダイバーシチ合成情報を更新し、該更新されたダイバーシチ合
成情報を設定してトレーニング信号を送信することにより、送受信を行う１組の無線通信
装置の間での伝送における伝送路行列の相関行列の最大固有値に対する固有ベクトルの組
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に漸近するベクトルの組を、該１組の無線通信装置に対するダイバーシチ合成情報の最適
値として生成することを特徴とするマルチアンテナを用いた無線通信装置。
【請求項３８】
　請求項４に記載のマルチアンテナを用いた無線通信方法を実行するために用いられるマ
ルチアンテナを用いた無線通信装置であって、
　前記複数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を生成するダイバーシ
チ合成情報生成手段と、
　前記ダイバーシチ合成情報生成手段により生成されたダイバーシチ合成情報に基づいて
前記複数のアンテナの各々の信号の振幅および位相を制御するダイバーシチ合成情報設定
手段と、
　前記ダイバーシチ合成情報設定手段との組み合わせによりビームフォーミング送信およ
びダイバーシチ受信を行う信号分配合成手段を備え、
　前記ダイバーシチ合成情報生成手段は、
　前記複数のアンテナの各々に対する初期捕捉用ダイバーシチ合成情報を生成し、初期状
態からダイバーシチ合成情報の最適値への引き込みを可能にする初期捕捉用ダイバーシチ
合成情報生成手段と、
　相手側無線通信装置との間での複数回の双方向のトレーニング信号の伝送でのダイバー
シチ受信に際し、前記複数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を順次
変更して生成するトレーニング用ダイバーシチ合成情報生成手段と、
　前記ダイバーシチ合成情報生成手段により生成された各ダイバーシチ合成情報が各々設
定された状態でダイバーシチ受信されるトレーニング信号の受信状態を示すトレーニング
受信情報を保持するトレーニング受信情報保持手段と、
　前記トレーニング受信情報保持手段に保持されたトレーニング受信情報に基づいてダイ
バーシチ合成受信信号の受信状態を最良化する合成ウエイト情報をダイバーシチ合成情報
の最適値として決定し、データ送受信時のビームフォーミングおよびダイバーシチ合成の
ためのダイバーシチ合成情報の最適値を生成するダイバーシチ合成情報最適値生成手段を
備え、
　前記トレーニング信号は、複数のトレーニングサブ信号からなり、
前記複数のトレーニングサブ信号のダイバーシチ受信に際し、無線通信装置に具備された
複数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を順次変更し、各ダイバーシ
チ合成情報に対応したトレーニング受信情報を前記トレーニング受信情報保持手段に格納
し、前記トレーニング受信情報保持手段に保持されたトレーニング受信情報に基づいてダ
イバーシチ合成受信信号の受信状態を最良化する合成ウエイト情報を決定し、ダイバーシ
チ受信後に該合成ウエイト情報でダイバーシチ合成情報を更新し、該更新されたダイバー
シチ合成情報を設定してトレーニング信号を送信することにより、送受信を行う１組の無
線通信装置の間での伝送における伝送路行列の相関行列の最大固有値に対する固有ベクト
ルの組に漸近するベクトルの組を、該１組の無線通信装置に対するダイバーシチ合成情報
の最適値として生成することを特徴とするマルチアンテナを用いた無線通信装置。
【請求項３９】
　前記トレーニング受信情報は、ダイバーシチ合成受信信号のベースバンド受信ＩＱ情報
もしくはベースバンド受信ＩＱ情報および受信レベル情報の両方であることを特徴とする
請求項３５、３７、３８のいずれかに記載のマルチアンテナを用いた無線通信装置。
【請求項４０】
　前記トレーニング受信情報は、ダイバーシチ合成受信信号と予め定められた情報系列の
相関情報もしくは該相関情報と受信レベル情報の両方であることを特徴とする請求項３５
、３７、３８のいずれかに記載のマルチアンテナを用いた無線通信装置。
【請求項４１】
　前記ダイバーシチ合成情報が１ビット情報であり、前記ダイバーシチ合成情報生成手段
は、前記複数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を順次位相反転して
生成し、前記受信状態判定手段は、前記位相反転の前後での、前記トレーニング受信情報
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としての受信レベル情報を比較してダイバーシチ受信状態を判定し、前記ダイバーシチ合
成情報最適値生成手段は、前記受信状態判定手段により判定されたダイバーシチ受信状態
に基づいて当該アンテナにおけるダイバーシチ合成情報の最適値を生成することを特徴と
する請求項３６に記載のマルチアンテナを用いた無線通信装置。
【請求項４２】
　前記ダイバーシチ合成情報がｎ（ｎは２以上の自然数）ビット情報であり、前記ダイバ
ーシチ合成情報生成手段は、前記複数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成
情報を順次位相反転して生成し、前記トレーニング受信情報保持手段は、前記位相反転の
前後の、前記受信状態を示す情報としてのベースバンド受信ＩＱ情報もしくはベースバン
ド受信ＩＱ情報および受信レベル情報の両方を保持し、前記ダイバーシチ合成情報最適値
生成手段は、前記トレーニング受信情報保持手段により保持された情報に基づいて当該ア
ンテナにおけるダイバーシチ合成情報の最適値を生成することを特徴とする請求項３７ま
たは３８に記載のマルチアンテナを用いた無線通信装置。
【請求項４３】
　前記ダイバーシチ合成情報最適値生成手段は、直前の双方向のトレーニング信号の伝送
を通じてダイバーシチ合成情報の最適値が設定されている場合には、このダイバーシチ合
成情報の最適値を初期値として新たにダイバーシチ合成情報の最適値を決定し、ダイバー
シチ合成情報の最適値が設定されていない場合にはランダムな初期値を用いて新たにダイ
バーシチ合成情報の最適値を決定することを特徴とする請求項３５ないし３８のいずれか
に記載のマルチアンテナを用いた無線通信装置。
【請求項４４】
　端末側の無線通信装置として機能するマルチアンテナを用いた無線通信装置であって、
基地局側の無線通信装置との間のデータ送受信においてビームフォーミングおよびダイバ
ーシチ合成を行うための直前の双方向のトレーニング信号の伝送において、最初のトレー
ニング信号の送信を行うことを特徴とする請求項３５ないし３８のいずれかに記載のマル
チアンテナを用いた無線通信装置。
【請求項４５】
　基地局側の無線通信装置として機能するマルチアンテナを用いた無線通信装置であって
、前記ダイバーシチ合成情報生成手段において、直前に双方向のトレーニング信号の伝送
を行った場合においても、そうでない場合においても常にランダムな初期値を用いて新た
にダイバーシチ合成情報の最適値を決定することを特徴とする請求項３５ないし３８のい
ずれかに記載のマルチアンテナを用いた無線通信装置。
【請求項４６】
　複数の無線通信装置と無線通信を行う基地局側の無線通信装置からのブロードキャスト
フレームもしくはマルチキャストフレームの送信では、互いに異なる複数のダイバーシチ
合成情報を用いて、同一フレームを複数回送信することを特徴とする請求項３５ないし３
８のいずれかに記載のマルチアンテナを用いた無線通信装置。
【請求項４７】
　複数の無線通信装置と無線通信を行う基地局側の無線通信装置からのブロードキャスト
フレームもしくはマルチキャストフレームの送信では、前記複数の無線通信装置の各々に
対して、双方向のトレーニング信号の伝送を通じて取得されたダイバーシチ合成情報の最
適値を用いて、ブロードキャストフレーム、もしくはマルチキャストフレームを各々送信
することを特徴とする請求項３５ないし３８のいずれかに記載のマルチアンテナを用いた
無線通信装置。
【請求項４８】
　複数の無線通信装置と無線通信を行う基地局側の無線通信装置において、双方向のトレ
ーニング信号の伝送を通じて取得されたダイバーシチ合成情報の最適値を、当該基地局と
無線通信を行う端末側の無線通信装置毎に記憶するためのダイバーシチ合成情報最適値記
憶手段を備え、前記ダイバーシチ合成情報設定手段は、端末側の無線通信装置との間での
データ送受信に先立ち、前記ダイバーシチ合成情報最適値記憶手段に保持された当該無線
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通信装置に対するダイバーシチ合成情報の最適値を設定することを特徴とする請求項３５
ないし３８のいずれかに記載のマルチアンテナを用いた無線通信装置。
【請求項４９】
　前記ダイバーシチ合成情報設定手段は、ＲＦ帯においてダイバーシチ合成情報を設定す
ることを特徴とする請求項３５ないし３８のいずれかに記載のマルチアンテナを用いた無
線通信装置。
【請求項５０】
　前記受信状態判定手段は、ダイバーシチ合成受信信号レベルあるいはＡＧＣアンプの利
得を指標としてダイバーシチ受信状態を判定することを特徴とする請求項３６に記載のマ
ルチアンテナを用いた無線通信装置。
【請求項５１】
　前記トレーニング信号が、前記トレーニングサブ信号として複数のフレームまたはシン
ボルを含み、前記受信状態判定手段は、各フレームまたはシンボルのベースバンドＩＱ信
号またはＩＦ信号の振幅を指標としてダイバーシチ受信状態を判定することを特徴とする
請求項３７または３８に記載のマルチアンテナを用いた無線通信装置。
【請求項５２】
　前記ダイバーシチ合成情報設定手段および前記信号分配合成手段は、ＲＦ帯で動作して
おり、１つの送受信系統だけを用いてマルチアンテナでのビームフォーミング送信および
ダイバーシチ受信を行うことを特徴とする請求項３５ないし３８のいずれかに記載のマル
チアンテナを用いた無線通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、送信および受信にそれぞれ複数のアンテナを用い、MIMO(Multiple Input Mu
ltiple Output)技術を用いて、高スループットあるいは高信頼の無線通信を実現する、マ
ルチアンテナを用いた無線通信方法、無線通信システムおよび無線通信装置に関し、特に
、送受信を行う無線通信装置間で伝送路行列に関する情報を伝送することなしに大きなMI
MO利得が得られる固有ビーム伝送を実現でき、かつ簡易な構成の移相器を少ない数の信号
の送受信で最適化して、大きなMIMO利得を得ることができる、マルチアンテナを用いた無
線通信方法、無線通信システムおよび無線通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話システムは、音声通話サービスを提供する無線システムとして実用化されてき
たが、最近では、音声通話サービスだけでなく、メールやインターネットアクセスなどの
様々なデータサービスも利用できるようになってきている。ブロードバンド無線通信が普
及すると、さらに高精細な動画情報の送受信も可能となり、新たなサービスが生み出され
ることも予測される。
【０００３】
　無線通信技術が発達するにつれて、無線通信システムの大容量化と無線通信の高スルー
プット化が進んできたが、ブロードバンド無線通信への移行にあたっては1つの大きな課
題が存在する。それは、ブロードバンド無線通信システムによるブロードバンドサービス
では、従来の音声通話が主体の通信システムと較べサービスエリアが非常に狭いものにな
ってしまうということである。
【０００４】
　これは、主に、ブロードバンド無線通信システムを用いて音声情報を伝送する場合、高
々数キロヘルツの帯域の音声情報を数十メガヘルツの帯域を用いて伝送するため、受信側
において過剰な雑音成分が生じることに起因する。ベースバンド処理を用いれば、過剰な
雑音成分を抑圧することは可能であるが、この場合には数十メガヘルツの帯域を使用して
極めて低速の無線通信を行うことになり、非常に伝送効率の悪い無線通信システムになっ
てしまう。



(13) JP 4539891 B2 2010.9.8

10

20

30

40

50

【０００５】
　ブロードバンドサービスと音声通話のようなナローバンドサービスを合わせて提供でき
るOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)技術もあるが、OFDMAにおい
ても、ブロードバンドサービスの通信エリアは非常に狭いものになってしまう。
【０００６】
　現時点において実用化されている唯一のブロードバンド無線通信システムであるIEEE80
2.11準拠の無線LANを用いて、音声通話サービスとデータサービスの両方を提供すること
も既に行われているが、音声通話サービスにおけるサービスエリアが狭いことがネックと
なり、あまり普及は進んでいない。
【０００７】
　IEEE802.11準拠の無線LANのサービスエリアを拡大する技術としては、例えば、米国の
ジラス社(Xirrus, Inc.)により開発されたものが既に存在しており、この技術を搭載した
無線基地局も既に製品化されている。
【０００８】
　図３５は、ジラス社の技術による無線基地局の構成を示すブロック図である。この無線
基地局は、16個のアクセスポイント(AP)を備え、各アクセスポイントはそれぞれ、指向性
アンテナを備えている。各アクセスポイントが備えた指向性アンテナは、互いに指向性が
異なり、16個の指向性アンテナで全方位をカバーする。各アクセスポイントには互いに無
線周波数の異なるチャネルが割り当てられる。コントローラは、16個のアクセスポイント
と指向性アンテナを制御する。図３５の構成によれば、オムニアンテナを使用する場合と
比較して12dB程度のアンテナ利得を得ることができ、サービスエリアの半径を約2倍に拡
大できることが報告されている。
【０００９】
　無線LANのサービスエリアを拡大する技術の他の一例としては、米国のラッカス・ワイ
ヤレス社(Ruckus Wireless Inc.)により開発されたものが存在し、この技術を搭載した無
線基地局も既に製品化されている。この技術は、特許文献１に記載されている。
【００１０】
　図３６は、ラッカス・ワイヤレス社の技術による無線基地局の構成を示すブロック図で
ある。この無線基地局は、16個の指向性アンテナを使用し、アンテナ利得によりサービス
エリアを拡大する点ではジラス社の技術と同じであるが、アンテナごとにアクセスポイン
トを備えておらず、高周波スイッチによりアンテナの組み合わせを適応的に切り替えて使
用する点が異なる。この構成では、無線基地局ごとに1台のアクセスポイントを備えれば
よいので、低コスト化および低消費電力化を図ることができる。
【００１１】
　上述した無線LANのサービスエリア拡大技術を、ブロードバンド無線通信システムの無
線基地局ないしはアクセスポイントに適用すれば、そのサービスエリア半径を数倍にまで
拡大することは可能である。しかし、それでも音声通話サービスが主体の現行の無線通信
システムと比較すると、そのサービスエリアは狭いものになってしまう。
【００１２】
　具体例として、IEEE802.11a準拠の無線LAN(以下、IEEE802.11aシステムと称する。)の
サービスエリアと、音声通話サービスが主体の現行の無線通信システム(PHSシステム)の
サービスエリアについて説明する。
【００１３】
　図３７は、IEEE802.11aシステムおよびPHSシステムにおける無線基地局－無線端末間距
離と受信信号電力の関係および各システムでの受信感度を示す。なお、ここでは、電波伝
搬モデルとしてITU-R P.1238-2の屋内伝播モデルを使用し、各システム緒元として製品仕
様における一般的な値を用いた。図３７に示すように、無線基地局－無線端末間距離の増
加に伴って受信信号電力は減少する。各システムのサービスエリア半径は、受信信号電力
が当該システムの受信感度と一致する時の無線基地局－無線端末間距離として得られる。
【００１４】
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　上記電波伝播モデルで与えられる受信信号電力は、受信信号電力の平均値である。実際
には、これにレイリーフェージングによる変動が重畳される。このため、サービスエリア
半径を受信信号電力の平均値を用いて決定すると、サービスエリアの境界付近では、約1/
2の確率で受信信号電力が受信感度を下回ってしまう。これを防ぐため、レイリーフェー
ジングによる変動が重畳されるものとして受信信号電力の累積確率が1%となる電力値(以
下では、1%値と称する。)を求め、これがシステムの受信感度と一致する時の無線基地局
－無線端末間距離をサービスエリア半径とするのが好ましい。
【００１５】
　図３７では、受信信号電力の平均値を破線で示し、1%値を実線で表示している。実線(1
%値)が各システムの受信感度を表す直線と交差するポイントでの無線基地局－無線端末間
距離がサービスエリア半径となる。図３７より、IEEE802.11aシステムおよびPHSシステム
のサービスエリア半径はそれぞれ、18メートルおよび114メートルとなる。各システムに
おいて、サービスエリアの内側で受信信号電力が受信感度を下回る確率は1%未満であり、
そこでは良好な通話品質が得られる。
【００１６】
　上述したことから明らかなように、IEEE802.11aシステムのサービスエリア半径は、PHS
システムと比較すると約1/6であり、面積比では約1/40となる。PHSシステムのサービスエ
リア境界(無線基地局－無線端末間距離が114メートルのポイント)におけるIEEE802.11aシ
ステムの1%値は約-111dBmであり、IEEE802.11aシステムの受信感度である-87dBmを24dB下
回っている。すなわち、IEEE802.11aシステムにおいて、現行のPHSシステムに匹敵するサ
イズのサービスエリアを実現するためには、24dBのダイナミックレンジの改善が必要とな
る。
【００１７】
　無線基地局に上述したサービスエリア拡大技術を適用した場合に得られるダイナミック
レンジの改善は、例えば、16個の指向性アンテナを使用した場合でも高々12dB(電力利得1
6に相当)である。図３７から、12dBのダイナミックレンジの改善によりサービスエリア半
径を42メートルに増大できることが分かる。このように、上述したサービスエリア拡大技
術を適用すれば、サービスエリア半径を現行IEEE802.11aシステムの2倍以上に増大するこ
とが可能であるが、それでもPHSシステムと比較すると、サービスエリア半径は約1/3、面
積比では約1/8であり、サービスエリアが狭いものであることに変わりはない。
【００１８】
　PHSシステムに匹敵するサービスエリアを得るためには無線基地局に256個(利得24dBに
相当)以上の指向性アンテナを備える必要がある。しかし、これは現実的でない。24dB程
度の大きなダイナミックレンジの改善は、無線基地局および無線端末の両方に少なくとも
16個(利得12dBに相当)の指向性アンテナを備えることでも可能であるが、12dB程度の高利
得の指向性アンテナを形成するには空間的に大きなスペースが必要であり、それを16個も
実装するためには、無線端末の容積も大きくならざるを得ない。
【００１９】
　また、マルチパス環境下において様々な方向から電波が到来する場合、その全てを受信
しようとすると、アンテナ利得が小さくなるという問題が生じる。すなわち、指向性アン
テナを組み合わせて使用し、最適な指向性を実現するラッカス・ワイヤレス社の開発した
技術では、電波の到来角度の確率分布が一様分布に近づくにつれてアンテナ利得が小さく
なり、ダイナミックレンジの改善量が24dBよりも小さくなるという問題が生じる。一方、
ジラス社の開発した技術では、上記の問題は生じないが、無線端末に、16個のアクセスポ
イントに対応して16個の無線送受信機を実装する必要があり、コストおよび消費電力が大
きくなる問題がある。
【００２０】
　以上のように、ブロードバンド無線通信システムにおいて、数十メガビット毎秒程度の
非常に高いスループットの無線通信に加えて、音声通話サービスを現行の無線通信システ
ムと同一のサービスエリアで提供するためには、24dB程度の非常に大きなダイナミックレ
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ンジの改善が必要となるが、これを可能とする技術は現時点では存在しない。
【００２１】
　近年、ブロードバンド無線通信の分野では、伝送容量の増大や信頼性の向上を目的とし
て、MIMO技術を導入したシステムが一般化しつつある。例えば、家庭やオフィスにおいて
普及が進んでいるIEEE802.11規格に準拠した無線LANは、現状ではOFDM(Orthogonal Frequ
ency Division Multiplexing)技術をベースとしたIEEE802.11aあるいはIEEE802.11gに準
拠したシステムが主流であるが、MIMO技術を導入した新しい標準であるIEEE802.11nの策
定も進められている。最近では、IEEE802.11nのドラフトに準拠したMIMO技術を搭載した
製品のリリースも始まっている。IEEE802.11nのドラフトは、非特許文献１に記載されて
いる。
【００２２】
　また、近々、サービスインが予定される2.5GHz帯広帯域移動アクセスシステムで採用予
定のモバイルWiMAXあるいは次世代PHSなどの標準規格においても、MIMO技術の導入が考え
られている。これについては非特許文献２に記載されている。
【００２３】
　さらに、携帯電話システムにおいても、ブロードバンドサービス対応となるスーパー3G
(NTTドコモの次世代携帯電話システムの名称)およびウルトラ3G(KDDIの次世代携帯電話シ
ステムの名称)以降では、MIMO技術が導入される見通しとなっている。このように、ブロ
ードバンド無線通信が普及するにつれてMIMO技術が急速に広まることが予測される。
【００２４】
　上述したように、ブロードバンド無線通信においては、今後はMIMO技術の適用が一般化
していくと考えられる。MIMO技術を大きなアンテナ数で適用すれば、非常に大きなアンテ
ナ利得とダイバーシチ利得が得られることが知られている。
【００２５】
　MIMO技術を適用した場合の無線通信システムでは、通信相手の無線通信装置の複数本の
アンテナから送信された信号を複数本のアンテナで受信し、各受信信号にダイバーシチ合
成情報(複素ウエイト)を乗算した後、加算してダイバーシチ合成受信信号を生成する。各
アンテナの信号に対する最適なダイバーシチ合成情報は、既知のトレーニング系列の受信
信号などから推定した伝送路行列に基づいて算出される。ダイバーシチ合成受信信号は、
(通信相手の無線通信装置のアンテナ数×自己の無線通信装置のアンテナ数)個の信号を合
成したものである。通信相手の無線通信装置と自己の無線通信装置のアンテナ数を共にN
とすると、ダイバーシチ合成において合成される信号の数は、N2に比例するので、Nを大
きくすることにより大きなMIMO利得を得ることができる。
【００２６】
　図３８は、無線基地局と無線端末間の無線伝送路が見通し外伝播であり、受信信号電力
がレイリー分布に従う場合におけるアンテナ数NとMIMO利得の関係を示す図である。同図
において、横軸はN=1での受信信号電力の平均値で規格化した受信信号電力であり、縦軸
は、受信信号の累積確率分布を表している。また、各アンテナからの送信信号電力の総和
は、アンテナ数Nによらず一定であるものとしている。図３８に示すように、アンテナ数N
が増大するにつれて累積確率分布のグラフは右側にシフトするだけではなく、その傾きも
急峻となっている。このグラフの右側へのシフトは、主として送受信におけるアンテナ利
得に起因し、グラフの傾きの変化は主にダイバーシチ利得に起因する。1％値でN=1の場合
と比較すると、MIMO利得は、N=2の場合で18dB、N=4の場合で27dB、N=8の場合で32dBだけ
向上する。このことから、レイリー環境においては、無線基地局および無線端末のアンテ
ナ数を共に4本以上にすることにより、24dBを上回る大きなダイナミックレンジの改善が
得られることが分かる。
【００２７】
　以上のように、ブロードバンド無線通信システムにおいて、数十メガビット毎秒程度の
高いスループットの無線通信に加えて、音声通話サービスを現行の無線通信システムと同
一のサービスエリアで提供するためには、24dB以上の非常に大きなダイナミックレンジの
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改善が必要であり、この実現のためには、無線基地局および無線端末の両方に、アンテナ
を4本以上としたMIMO技術を適用する必要がある。
【００２８】
　一方、MIMO技術では、各アンテナの信号に対するダイバーシチ合成情報を最適に設定し
、固有伝送路を形成する必要がある。この最適なダイバーシチ合成情報は、従来では、ま
ず、伝送路行列の相関行列を計算し、次に、相関行列の最大固有値に対応した固有ベクト
ルを計算し、この固有ベクトルを各アンテナの信号に対するダイバーシチ合成情報とする
という手法で求められていた。
【００２９】
　ここで、相関行列の計算における演算量は、アンテナ数の2乗に比例して増大し、固有
ベクトルの計算における演算量はアンテナ数の3乗に比例して増大する。このように、最
適なダイバーシチ合成情報を求めるための演算量は、アンテナ数の増大に伴って急激に増
大するので、アンテナ数の増大には限度がある。
【００３０】
　また、フェージングの最大周波数を50Hz(時速10キロメートルに相当)とすると、伝送路
推定誤差を小さく抑えるには、伝送路行列推定から数ミリセカンド以内に伝送を行う必要
があり、この数ミリセカンドの間に固有ベクトルまで計算する必要がある。アンテナ数が
5以上の場合には固有ベクトルを解析的に計算して求めることができず、反復処理による
解法が必要となるので、その演算時間が問題になる。
【００３１】
　また、MIMOを用いて固有ビーム伝送を行うことにより非常に大きな利得が得られるが、
固有ビーム伝送を行うためには伝送路行列の情報を送受信で共有しなければならないので
、伝送路行列の情報を伝送する必要がある。アンテナ数が大きくなるにつれて伝送路行列
の情報量も増大する。高速なフェージング環境においては伝送路行列の情報の頻繁な伝送
が必要となり、システム全体の効率を大きく劣化させてしまう。
【００３２】
　以上のような観点から、現状ではアンテナ数の上限は4程度となる。実際、現時点の最
先端のMIMO技術を取り込んだ無線通信の標準規格のIEEE802.11nあるいはIEEE802.16にお
いても、MIMO伝送における最大アンテナ数は4となっている。
【００３３】
　また、従来のMIMO技術においては、ダイバーシチ合成をベースバンド処理で行っている
ため、送受信回路の入力信号はダイバーシチ合成前の受信信号となる。すなわち、送受信
回路の入力信号においては、ダイバーシチ利得およびMIMO利得が得られない。固有ビーム
形成前の初期捕捉の段階では、送信ビームフォーミングなしで、送受信回路において受信
信号を検出する必要がある。このため、従来のMIMO技術においては、通信エリアは、初期
捕捉により固有ビームが形成できるエリアに限定されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００３４】
【特許文献１】Circuit board having a peripheral antenna apparatus with selectabl
e antenna elements(US Patent No.7,193,562)
【非特許文献】
【００３５】
【非特許文献１】IEEE802.11n Draft 5.0
【非特許文献２】IEEE802.16e-2005
【非特許文献３】Propagation data and prediction methods for the planning of indo
or radio communication systems and radio local area networks in the frequency ra
nge 900MHz to 100GHz （ITU-R P.1238-2）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００３６】
　無線通信システムにおいては、音声通話だけでなく、メールやインターネットアクセス
などの様々なデータサービスも利用できるようになってきている。今後、ブロードバンド
無線通信が普及すると、さらに高精細な動画情報の送受信も可能となり、新たなサービス
が生み出されると考えられる。しかし、従来技術によるブロードバンドサービスでは、音
声通話が主体の通信システムと較べてサービスエリアが非常に狭いものになってしまうと
いう課題がある。すなわち、数十～数百メガビット毎秒程度の非常に高いスループットの
無線通信サービスでは、現行の音声通話サービスを提供する無線通信システムと同様の広
いサービスエリアを提供することができないという課題がある。
【００３７】
　現行無線システムに匹敵するサービスエリアを得るためには、大きなアンテナ数でのMI
MO技術を無線基地局および無線端末の両方に適用し、大きなMIMO利得を得る必要がある。
しかし、従来のMIMO技術は、伝送路行列の相関行列を計算し、次に、相関行列の最大固有
値に対応した固有ベクトルを計算し、この固有ベクトルを各アンテナの信号に対するダイ
バーシチ合成情報とするという手法であり、この手法では、アンテナ数を増大させると固
有ベクトルの計算における処理量が膨大となるので、特に、高速のフェージング環境下へ
のMIMO技術の適用は困難であった。
【００３８】
　また、従来のMIMO技術においては、通信エリアが、初期捕捉により固有ビームが形成で
きるエリアに限定されているという課題もある。
【００３９】
　本発明の目的は、上記課題を解決し、現行の無線システムに匹敵するサービスエリアを
有するブロードバンド無線通信システムの構築を可能とする簡易な構成の、マルチアンテ
ナを用いた無線通信方法、無線通信システムおよび無線通信装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００４０】
　上記課題を解決するため、本発明の第１のマルチアンテナを用いた無線通信方法は、送
信および受信にそれぞれ複数のアンテナを用い、MIMO(Multiple Input Multiple Output)
技術により無線通信を行う、マルチアンテナを用いた無線通信方法であって、送受信を行
う無線通信装置間での双方向のトレーニング信号の伝送を通じて、各無線通信装置におい
て、ダイバーシチ受信状態を最良化する前記複数のアンテナの各々の信号に対するダイバ
ーシチ合成情報をそれらの最適値として各々決定する第１のステップと、前記第１のステ
ップにより決定された各ダイバーシチ合成情報の最適値を前記無線通信装置に各々設定す
る第２のステップと、前記第２のステップによりダイバーシチ合成情報の最適値が設定さ
れた状態で、各無線通信装置がデータ送受信時のビームフォーミングおよびダイバーシチ
合成を行う第３のステップを有し、前記第１のステップは、複数回の双方向のトレーニン
グ信号の伝送における各ダイバーシチ受信において、ダイバーシチ合成受信信号の受信状
態を示すトレーニング受信情報に基づいてダイバーシチ受信状態を最良化するダイバーシ
チ合成情報を取得し、ダイバーシチ受信後に該ダイバーシチ合成情報でダイバーシチ合成
情報を更新し、該更新されたダイバーシチ合成情報を設定してトレーニング信号を送信す
ることにより、送受信を行う１組の無線通信装置の間での伝送における伝送路行列の相関
行列の最大固有値に対する固有ベクトルの組に漸近するベクトルの組を、該１組の無線通
信装置に対するダイバーシチ合成情報の最適値として決定する点に特徴がある。
【００４１】
　また、本発明の第２のマルチアンテナを用いた無線通信方法は、送信および受信にそれ
ぞれ複数のアンテナを用い、MIMO(Multiple Input Multiple Output)技術により無線通信
を行う、マルチアンテナを用いた無線通信方法であって、送受信を行う無線通信装置間で
の複数回の双方向のトレーニング信号の伝送を通じて、各無線通信装置において、ダイバ
ーシチ受信状態を最良化する前記複数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成
情報をそれらの最適値として各々決定する第１のステップと、前記第１のステップにより
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決定された各ダイバーシチ合成情報の最適値を前記無線通信装置に各々設定する第２のス
テップと、前記第２のステップによりダイバーシチ合成情報の最適値が設定された状態で
、各無線通信装置がデータ送受信時のビームフォーミングおよびダイバーシチ合成を行う
第３のステップを有し、前記トレーニング信号は、複数のトレーニングサブ信号からなり
、前記第１のステップは、前記トレーニングサブ信号のダイバーシチ受信に際し、無線通
信装置に具備された複数のアンテナの各々の信号に対するダーバーシチ合成情報の１つを
順次変更し、変更の前後でのダイバーシチ合成受信信号の受信状態が良好な方のダーバー
シチ合成情報で当該アンテナの信号に対するダイバーシチ合成情報を更新し、該更新され
たダイバーシチ合成情報を設定してトレーニング信号を送信することにより、送受信を行
う１組の無線通信装置の間での伝送における伝送路行列の相関行列の最大固有値に対する
固有ベクトルの組に漸近するベクトルの組を、該１組の無線通信装置に対するダイバーシ
チ合成情報の最適値として決定する点に特徴がある。
【００４２】
　また、本発明の第３のマルチアンテナを用いた無線通信方法は、送信および受信にそれ
ぞれ複数のアンテナを用い、MIMO(Multiple Input Multiple Output)技術により無線通信
を行う、マルチアンテナを用いた無線通信方法であって、送受信を行う無線通信装置間で
の複数回の双方向のトレーニング信号の伝送を通じて、各無線通信装置において、ダイバ
ーシチ受信状態を最良化する前記複数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成
情報をそれらの最適値として各々決定する第１のステップと、前記第１のステップにより
決定された各ダイバーシチ合成情報の最適値を前記無線通信装置に各々設定する第２のス
テップと、前記第２のステップによりダイバーシチ合成情報の最適値が設定された状態で
、各無線通信装置がデータ送受信時のビームフォーミングおよびダイバーシチ合成を行う
第３のステップを有し、前記トレーニング信号は、複数のトレーニングサブ信号からなり
、前記第１のステップは、前記複数のトレーニングサブ信号のダイバーシチ受信に際し、
無線通信装置に具備された複数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を
順次変更し、各ダイバーシチ合成情報に対応した受信状態を示すトレーニング受信情報に
基づき、ダイバーシチ合成受信信号の受信状態を最良化するダイバーシチ合成情報を決定
し、ダイバーシチ受信後に該ダイバーシチ合成情報でダイバーシチ合成情報を更新し、該
更新されたダイバーシチ合成情報を設定してトレーニング信号を送信することにより、送
受信を行う１組の無線通信装置の間での伝送における伝送路行列の相関行列の最大固有値
に対する固有ベクトルの組に漸近するベクトルの組を、該１組の無線通信装置に対するダ
イバーシチ合成情報の最適値として決定する点に特徴がある。
【００４３】
　また、本発明の第４のマルチアンテナを用いた無線通信方法は、送信および受信にそれ
ぞれ複数のアンテナを用い、MIMO(Multiple Input Multiple Output)技術により無線通信
を行う、マルチアンテナを用いた無線通信方法であって、送受信を行う無線通信装置間で
の複数回の双方向のトレーニング信号の伝送を通じて、各無線通信装置において、ダイバ
ーシチ受信状態を最良化する前記複数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成
情報をそれらの最適値として各々決定する第１のステップと、前記第１のステップにより
決定された各ダイバーシチ合成情報の最適値を前記無線通信装置に各々設定する第２のス
テップと、前記第２のステップによりダイバーシチ合成情報の最適値が設定された状態で
、各無線通信装置がデータ送受信時のビームフォーミングおよびダイバーシチ合成を行う
第３のステップを有し、前記トレーニング信号は、複数のトレーニングサブ信号からなり
、前記第１のステップは、前記複数のトレーニングサブ信号のダイバーシチ受信に際し、
無線通信装置に具備された複数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を
順次変更し、各ダイバーシチ合成情報に対応した受信状態を示すトレーニング受信情報に
基づき、ダイバーシチ合成受信信号の受信状態を最良化する合成ウエイト情報を決定し、
ダイバーシチ受信後に該ダイバーシチ受信の合成ウエイト情報でダイバーシチ合成情報を
更新し、該更新されたダイバーシチ合成情報を設定してトレーニング信号を送信すること
により、送受信を行う１組の無線通信装置の間での伝送における伝送路行列の相関行列の
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最大固有値に対する固有ベクトルの組に漸近するベクトルの組を、該１組の無線通信装置
に対するダイバーシチ合成情報の最適値として決定する点に特徴がある。
【００４４】
　また、本発明の上記第１、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信方法は、前記
トレーニング受信情報が、ダイバーシチ合成受信信号のベースバンド受信IQ情報もしくは
ベースバンド受信IQ情報および受信レベル情報の両方である点に特徴がある。
　また、本発明の上記第１、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信方法は、前記
トレーニング受信情報が、ダイバーシチ合成受信信号と予め定められた情報系列の相関情
報もしくは該相関情報と受信レベル情報の両方である点に特徴がある。
【００４５】
　また、本発明の上記第２のマルチアンテナを用いた無線通信方法は、前記ダイバーシチ
合成情報が１ビット情報であり、前記第１のステップは、相手側無線通信装置からの(自
無線通信装置のアンテナ数＋１)回のトレーニングサブ信号受信によりダイバーシチ合成
情報の最適値を決定する点に特徴がある。
【００４６】
　また、本発明の上記第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信方法は、前記ダイバ
ーシチ合成情報がｎ（ｎは２以上の自然数）ビット情報であり、前記第１のステップは、
相手側無線通信装置からの(自無線通信装置のアンテナ数＋１)回のトレーニングサブ信号
受信によりダイバーシチ合成情報の最適値を決定する点に特徴がある。
【００４７】
　また、本発明の上記第２、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信方法は、前記
トレーニング信号が、複数のトレーニングサブ信号として少なくとも(自無線通信装置の
アンテナ数＋１)個のフレームを含み、この２番目以降のフレームを、前記複数のアンテ
ナ各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を順次変更して受信する点に特徴がある。
【００４８】
　また、本発明の上記第２、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信方法は、前記
トレーニング信号が、複数のトレーニングサブ信号として少なくとも(自無線通信装置の
アンテナ数＋１)個のシンボルを含み、この２番目以降のシンボルを、前記複数のアンテ
ナ各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を順次変更して受信する点に特徴がある。
【００４９】
　また、本発明の上記第１、第２、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信方法は
、前記第１のステップが、直前の双方向のトレーニング信号の伝送を通じてダイバーシチ
合成情報の最適値が設定されている場合には、このダイバーシチ合成情報の最適値を初期
値として新たにダイバーシチ合成情報の最適値を決定し、ダイバーシチ合成情報の最適値
が設定されていない場合にはランダムな初期値を用いて新たにダイバーシチ合成情報の最
適値を決定する点に特徴がある。
【００５０】
　また、本発明の上記第１、第２、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信方法は
、一方の無線通信装置には直前の双方向のトレーニング信号の伝送を通じてダイバーシチ
合成情報の最適値が設定されているが、もう一方の無線通信装置にはダイバーシチ合成情
報の最適値が設定されていない場合において、次のトレーニング信号伝送をダイバーシチ
合成情報の最適値が設定されている方の無線通信装置から開始する点に特徴がある。
【００５１】
　また、本発明の上記第１、第２、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信方法は
、複数の無線通信装置と無線通信を行う基地局側の無線通信装置における前記第１のステ
ップでは、常にランダムな初期値を用いてダイバーシチ合成情報の最適値の決定を行い、
基地局と無線通信を行う端末側の無線通信装置における前記第１のステップでは、直前の
双方向のトレーニング信号の伝送を通じてダイバーシチ合成情報の最適値が設定されてい
る場合には、このダイバーシチ合成情報の最適値を初期値として新たにダイバーシチ合成
情報の最適値を決定し、ダイバーシチ合成情報の最適値が設定されていない場合にはラン
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ダムな初期値を用いてダイバーシチ合成情報の最適値を決定する点に特徴がある。
【００５２】
　また、本発明の上記第１、第２、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信方法は
、複数の無線通信装置と無線通信を行う基地局側の無線通信装置からのブロードキャスト
フレームもしくはマルチキャストフレームの送信では、互いに異なる複数のダイバーシチ
合成情報を用いて、同一フレームを複数回送信する点に特徴がある。
【００５３】
　また、本発明の上記第１、第２、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信方法は
、複数の無線通信装置と無線通信を行う基地局側の無線通信装置からのブロードキャスト
フレームもしくはマルチキャストフレームの送信では、前記複数の無線通信装置の各々に
対して、双方向のトレーニング信号の伝送を通じて、前記第１のステップにより決定され
、前記第２のステップにより設定されたダイバーシチ合成情報の最適値を用いて、ブロー
ドキャストフレームもしくはマルチキャストフレームを各々送信する点に特徴がある。
【００５４】
　また、本発明の上記第２、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信方法は、複数
の無線通信装置と無線通信を行う基地局側の無線通信装置における前記第１のステップで
は、直前の双方向のトレーニング信号の伝送において決定されたダイバーシチ合成情報の
最適値を、当該基地局と無線通信を行う端末側の無線通信装置ごとに記憶しておき、これ
を初期値として、トレーニングサブ信号の受信における前記複数のアンテナの各々の信号
に対するダイバーシチ合成情報を順次変更し、これに対するダイバーシチ受信状態に基づ
いてダイバーシチ合成情報の最適値を決定する点に特徴がある。
　さらに、本発明の上記第１、第２、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信方法
は、前記第２のステップが、各ダイバーシチ合成情報の最適値をRF帯において前記無線通
信装置に各々設定する点に特徴がある。
【００５５】
　　本発明の第１のマルチアンテナを用いた無線通信システムは、送信および受信にそれ
ぞれ複数のアンテナを用い、MIMO(Multiple Input Multiple Output)技術により無線通信
を行う、マルチアンテナを用いた無線通信システムであって、送受信を行う各無線通信装
置は、送受信を行う無線通信装置との間での双方向のトレーニング信号の伝送を通じて、
各無線通信装置において、ダイバーシチ受信状態を最良化する前記複数のアンテナの各々
の信号に対するダイバーシチ合成情報をそれらの最適値として各々決定する第１の手段と
、前記第１の手段により決定された各ダイバーシチ合成情報の最適値を前記無線通信装置
に各々設定する第２の手段と、前記第２の手段によりダイバーシチ合成情報の最適値が設
定された状態で、各無線通信装置がデータ送受信時のビームフォーミングおよびダイバー
シチ合成を行う第３の手段を備え、前記第１の手段は、複数回の双方向のトレーニング信
号の伝送における各ダイバーシチ受信において、ダイバーシチ合成受信信号の受信状態を
示す情報に基づいてダイバーシチ受信状態を最良化するダイバーシチ合成情報を取得し、
ダイバーシチ受信後に該ダイバーシチ合成情報でダイバーシチ合成情報を更新し、該更新
されたダイバーシチ合成情報を設定してトレーニング信号を送信することにより、送受信
を行う１組の無線通信装置の間での伝送における伝送路行列の相関行列の最大固有値に対
する固有ベクトルの組に漸近するベクトルの組を、該１組の無線通信装置に対するダイバ
ーシチ合成情報の最適値として決定する点に特徴がある。
【００５６】
　また、本発明の第２のマルチアンテナを用いた無線通信システムは、送信および受信に
それぞれ複数のアンテナを用い、MIMO(Multiple Input Multiple Output)技術により無線
通信を行う、マルチアンテナを用いた無線通信システムであって、送受信を行う各無線通
信装置は、相手側無線通信装置との間での複数回の双方向のトレーニング信号の伝送を通
じて、ダイバーシチ受信状態を最良化する前記複数のアンテナの各々の信号に対するダイ
バーシチ合成情報をそれらの最適値として各々決定する第１の手段と、前記第１の手段に
より決定されたダイバーシチ合成情報の最適値を設定する第２の手段と、前記第２の手段
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によりダイバーシチ合成情報の最適値が設定された状態で、データ送受信時のビームフォ
ーミングおよびダイバーシチ合成を行う第３の手段を備え、前記トレーニング信号は、複
数のトレーニングサブ信号からなり、前記第１の手段は、前記トレーニングサブ信号のダ
イバーシチ受信に際し、無線通信装置に具備された複数のアンテナの各々の信号に対する
ダーバーシチ合成情報の１つを順次変更し、変更の前後でのダイバーシチ合成受信信号の
受信状態が良好な方のダーバーシチ合成情報でダイバーシチ合成情報を更新し、該更新さ
れたダイバーシチ合成情報を設定してトレーニング信号を送信することにより、送受信を
行う１組の無線通信装置の間での伝送における伝送路行列の相関行列の最大固有値に対す
る固有ベクトルの組に漸近するベクトルの組を、該１組の無線通信装置に対するダイバー
シチ合成情報の最適値として決定する点に特徴がある。
【００５７】
　また、本発明の第３のマルチアンテナを用いた無線通信システムは、送信および受信に
それぞれ複数のアンテナを用い、MIMO(Multiple Input Multiple Output)技術により無線
通信を行う、マルチアンテナを用いた無線通信システムであって、送受信を行う各無線通
信装置は、相手側無線通信装置との間での複数回の双方向のトレーニング信号の伝送を通
じて、ダイバーシチ受信状態を最良化する前記複数のアンテナの各々の信号に対するダイ
バーシチ合成情報をそれらの最適値として各々決定する第１の手段と、前記第１の手段に
より決定されたダイバーシチ合成情報の最適値を設定する第２の手段と、前記第２の手段
によりダイバーシチ合成情報の最適値が設定された状態で、データ送受信時のビームフォ
ーミングおよびダイバーシチ合成を行う第３の手段を備え、前記トレーニング信号は、複
数のトレーニングサブ信号からなり、前記第１の手段は、前記複数のトレーニングサブ信
号のダイバーシチ受信に際し、無線通信装置に具備された複数のアンテナの各々の信号に
対するダイバーシチ合成情報を順次変更し、各ダイバーシチ合成情報に対応した受信状態
を示す情報に基づき、ダイバーシチ合成受信信号の受信状態を最良化するダイバーシチ合
成情報を決定し、ダイバーシチ受信後に該ダイバーシチ合成情報でダイバーシチ合成情報
を更新し、該更新されたダイバーシチ合成情報を設定してトレーニング信号を送信するこ
とにより、送受信を行う１組の無線通信装置の間での伝送における伝送路行列の相関行列
の最大固有値に対する固有ベクトルの組に漸近するベクトルの組を、該１組の無線通信装
置に対するダイバーシチ合成情報の最適値として決定する点に特徴がある。
【００５８】
　また、本発明の第４のマルチアンテナを用いた無線通信システムは、送信および受信に
それぞれ複数のアンテナを用い、MIMO(Multiple Input Multiple Output)技術により無線
通信を行う、マルチアンテナを用いた無線通信システムであって、送受信を行う各無線通
信装置は、相手側無線通信装置との間での複数回の双方向のトレーニング信号の伝送を通
じて、ダイバーシチ受信状態を最良化する前記複数のアンテナの各々の信号に対するダイ
バーシチ合成情報をそれらの最適値として各々決定する第１の手段と、前記第１の手段に
より決定されたダイバーシチ合成情報の最適値を設定する第２の手段と、前記第２の手段
によりダイバーシチ合成情報の最適値が設定された状態で、データ送受信時のビームフォ
ーミングおよびダイバーシチ合成を行う第３の手段を備え、前記トレーニング信号は、複
数のトレーニングサブ信号からなり、前記第１の手段は、前記複数のトレーニングサブ信
号のダイバーシチ受信に際し、無線通信装置に具備された複数のアンテナの各々の信号に
対するダイバーシチ合成情報を順次変更し、各ダイバーシチ合成情報に対応した受信状態
を示す情報に基づき、ダイバーシチ合成受信信号の受信状態を最良化する合成ウエイト情
報を決定し、ダイバーシチ受信後に該ダイバーシチ受信の合成ウエイト情報でダイバーシ
チ合成情報を更新し、該更新されたダイバーシチ合成情報を設定してトレーニング信号を
送信することにより、送受信を行う１組の無線通信装置の間での伝送における伝送路行列
の相関行列の最大固有値に対する固有ベクトルの組に漸近するベクトルの組を、該１組の
無線通信装置に対するダイバーシチ合成情報の最適値として決定する点に特徴がある。
【００５９】
　　また、本発明の上記第１、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信システムは
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、前記トレーニング受信情報が、ダイバーシチ合成受信信号のベースバンド受信IQ情報も
しくはベースバンド受信IQ情報および受信レベル情報の両方である点に特徴がある。
　また、本発明の上記第１、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信システムは、
前記トレーニング受信情報が、ダイバーシチ合成受信信号と予め定められた情報系列の相
関情報もしくは該相関情報と受信レベル情報の両方である点に特徴がある。
【００６０】
　また、本発明の上記第２のマルチアンテナを用いた無線通信システムは、前記ダイバー
シチ合成情報が１ビット情報であり、前記第１の手段は、相手側無線通信装置からの(自
無線通信装置のアンテナ数＋１)回のトレーニングサブ信号受信によりダイバーシチ合成
情報の最適値を決定する点に特徴がある。
【００６１】
　また、本発明の上記第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信システムは、前記ダ
イバーシチ合成情報がｎ（ｎは２以上の自然数）ビット情報であり、前記第１の手段は、
相手側無線通信装置からの(自無線通信装置のアンテナ数＋１)回のトレーニングサブ信号
受信によりダイバーシチ合成情報の最適値を決定する点に特徴がある。
【００６２】
　また、本発明の上記第２、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信システムは、
前記トレーニング信号が、複数のトレーニングサブ信号として少なくとも(自無線通信装
置のアンテナ数＋１)個のフレームを含み、この２番目以降のフレームを前記複数のアン
テナ各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を順次変更して受信する点に特徴がある。
【００６３】
　また、本発明の上記第２、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信システムは、
　前記トレーニング信号が、複数のトレーニングサブ信号として少なくとも(自無線通信
装置のアンテナ数＋１)個のシンボルを含み、この２番目以降のシンボルを前記複数のア
ンテナ各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を順次変更して受信する点に特徴がある
。
【００６４】
　また、本発明の上記第１、第２、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信システ
ムは、前記第１の手段が、直前の双方向のトレーニング信号の伝送を通じてダイバーシチ
合成情報の最適値が設定されている場合には、このダイバーシチ合成情報の最適値を初期
値として新たにダイバーシチ合成情報の最適値を決定し、ダイバーシチ合成情報の最適値
が設定されていない場合にはランダムな初期値を用いて新たにダイバーシチ合成情報の最
適値を決定する点に特徴がある。
【００６５】
　また、本発明の上記第１、第２、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信システ
ムは、一方の無線通信装置には直前の双方向のトレーニング信号の伝送を通じてダイバー
シチ合成情報の最適値が設定されているが、もう一方の無線通信装置にはダイバーシチ合
成情報の最適値が設定されていない場合において、次のトレーニング信号の伝送をダイバ
ーシチ合成情報の最適値が設定されている方の無線通信装置から開始する点に特徴がある
。
【００６６】
　また、本発明の上記第１、第２、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信システ
ムは、複数の無線通信装置と無線通信を行う基地局側の無線通信装置における前記第１の
手段では、常にランダムな初期値を用いてダイバーシチ合成情報の最適値の決定を行い、
基地局と無線通信を行う端末側の無線通信装置における前記第１の手段では、直前の双方
向のトレーニング信号の伝送を通じてダイバーシチ合成情報の最適値が設定されている場
合には、このダイバーシチ合成情報の最適値を初期値として新たにダイバーシチ合成情報
の最適値を決定し、ダイバーシチ合成情報の最適値が設定されていない場合にはランダム
な初期値を用いてダイバーシチ合成情報の最適値を決定する点に特徴がある。
【００６７】
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　また、本発明の上記第１、第２、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信システ
ムは、複数の無線通信装置と無線通信を行う基地局側の無線通信装置からのブロードキャ
ストフレームもしくはマルチキャストフレームの送信では、互いに異なる複数のダイバー
シチ合成情報を用いて、同一フレームを複数回送信する点に特徴がある。
【００６８】
　また、本発明の上記第１、第２、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信システ
ムは、複数の無線通信装置と無線通信を行う基地局側の無線通信装置からのブロードキャ
ストフレームもしくはマルチキャストフレームの送信では、前記複数の無線通信装置の各
々に対して、双方向のトレーニング信号の伝送を通じて、前記第１の手段により決定され
、前記第２の手段により設定されたダイバーシチ合成情報の最適値を用いて、ブロードキ
ャストフレーム、もしくはマルチキャストフレームを各々送信する点に特徴がある。
【００６９】
　また、本発明の上記第２、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信システムは、
複数の無線通信装置と無線通信を行う基地局側の無線通信装置における前記第１の手段で
は、直前の双方向のトレーニング信号の伝送において決定されたダイバーシチ合成情報の
最適値を、当該基地局と無線通信を行う端末側の無線通信装置ごとに記憶しておき、これ
を初期値として、トレーニングサブ信号の受信における前記複数のアンテナの各々の信号
に対するダイバーシチ合成情報を順次変更し、これに対するダイバーシチ受信状態に基づ
いて、ダイバーシチ合成情報の最適値を決定する点に特徴がある。
　また、本発明の上記第１、第２、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信システ
ムは、前記第２の手段が、各ダイバーシチ合成情報の最適値をRF帯において前記無線通信
装置に各々設定する点に特徴がある。
【００７０】
　　本発明の第１のマルチアンテナを用いた無線通信装置は、上記第１のマルチアンテナ
を用いた無線通信方法を実行するために用いられるマルチアンテナを用いた無線通信装置
であって、前記複数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を生成するダ
イバーシチ合成情報生成手段と、前記ダイバーシチ合成情報生成手段により生成されたダ
イバーシチ合成情報に基づいて前記複数のアンテナの各々の信号の振幅および位相を制御
するダイバーシチ合成情報設定手段と、前記ダイバーシチ合成情報設定手段との組み合わ
せによりビームフォーミング送信およびダイバーシチ受信を行う信号分配合成手段を備え
、前記ダイバーシチ合成情報生成手段は、前記複数のアンテナの各々の信号に対する初期
捕捉用ダイバーシチ合成情報を生成し、初期状態からダイバーシチ合成情報の最適値への
引き込みを可能にする初期捕捉用ダイバーシチ合成情報生成手段と、相手側無線通信装置
との間での双方向のトレーニング信号の伝送でのダイバーシチ受信に際し、前記複数のア
ンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を順次変更して生成するトレーニング
用ダイバーシチ合成情報生成手段と、前記ダイバーシチ合成情報生成手段により生成され
た各ダイバーシチ合成情報が各々設定された状態でダイバーシチ受信されるトレーニング
信号の受信状態を示すトレーニング受信情報に基づいてダイバーシチ受信状態を最良化す
るダイバーシチ合成情報をダイバーシチ合成情報の最適値として決定し、データ送受信時
のビームフォーミングおよびダイバーシチ合成のためのダイバーシチ合成情報の最適値を
生成するダイバーシチ合成情報最適値生成手段を備え、複数回の双方向のトレーニング信
号のダイバーシチ受信において、前記ダイバーシチ合成情報生成手段により生成された各
ダイバーシチ合成情報が各々設定された状態でダイバーシチ受信されるトレーニング受信
情報に基づいてダイバーシチ合成受信信号の受信状態を最良化するダイバーシチ合成情報
を取得し、ダイバーシチ受信後に該ダイバーシチ合成情報でダイバーシチ合成情報を更新
し、該更新されたダイバーシチ合成情報を設定してトレーニング信号を送信することによ
り、送受信を行う１組の無線通信装置の間での伝送における伝送路行列の相関行列の最大
固有値に対する固有ベクトルの組に漸近するベクトルの組を、該１組の無線通信装置に対
するダイバーシチ合成情報の最適値として生成する点に特徴がある。
　また、本発明の第２のマルチアンテナを用いた無線通信装置は、上記第２のマルチアン
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テナを用いた無線通信方法を実行するために用いられるマルチアンテナを用いた無線通信
装置であって、前記複数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を生成す
るダイバーシチ合成情報生成手段と、前記ダイバーシチ合成情報生成手段により生成され
たダイバーシチ合成情報に基づいて前記複数のアンテナの各々の信号の振幅および位相を
制御するダイバーシチ合成情報設定手段と、前記ダイバーシチ合成情報設定手段との組み
合わせによりビームフォーミング送信およびダイバーシチ受信を行う信号分配合成手段を
備え、前記ダイバーシチ合成情報生成手段は、前記複数のアンテナの各々に対する初期捕
捉用ダイバーシチ合成情報を生成し、初期状態からダイバーシチ合成情報の最適値への引
き込みを可能にする初期捕捉用ダイバーシチ合成情報生成手段と、相手側無線通信装置と
の間での複数回の双方向のトレーニング信号の伝送でのダイバーシチ受信に際し、前記複
数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を順次変更して生成するトレー
ニング用ダイバーシチ合成情報生成手段と、前記ダイバーシチ合成情報生成手段により生
成された各ダイバーシチ合成情報が各々設定された状態でダイバーシチ受信されるトレー
ニング信号の受信状態を示すトレーニング受信情報に基づいて各設定におけるダイバーシ
チ受信状態を判定する受信状態判定手段と、前記受信状態判定手段により判定されたダイ
バーシチ受信状態を最良化するダイバーシチ合成情報をダイバーシチ合成情報の最適値と
して決定し、データ送受信時のビームフォーミングおよびダイバーシチ合成のためのダイ
バーシチ合成情報の最適値を生成するダイバーシチ合成情報最適値生成手段を備え、前記
トレーニング信号は、複数のトレーニングサブ信号からなり、前記トレーニングサブ信号
のダイバーシチ受信に際し、無線通信装置に具備された複数のアンテナの各々の信号に対
するダーバーシチ合成情報の１つを順次変更し、変更の前後でのダイバーシチ合成受信信
号の受信状態が良好な方のダーバーシチ合成情報でダイバーシチ合成情報を更新し、該更
新されたダイバーシチ合成情報を設定してトレーニング信号を送信することにより、送受
信を行う１組の無線通信装置の間での伝送における伝送路行列の相関行列の最大固有値に
対する固有ベクトルの組に漸近するベクトルの組を、該１組の無線通信装置に対するダイ
バーシチ合成情報の最適値として生成する点に特徴がある。
【００７１】
　　また、本発明の第３のマルチアンテナを用いた無線通信装置は、上記第３のマルチア
ンテナを用いた無線通信方法を実行するために用いられるマルチアンテナを用いた無線通
信装置であって、前記複数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を生成
するダイバーシチ合成情報生成手段と、前記ダイバーシチ合成情報生成手段により生成さ
れたダイバーシチ合成情報に基づいて前記複数のアンテナの各々の信号の振幅および位相
を制御するダイバーシチ合成情報設定手段と、前記ダイバーシチ合成情報設定手段との組
み合わせによりビームフォーミング送信およびダイバーシチ受信を行う信号分配合成手段
を備え、前記ダイバーシチ合成情報生成手段は、前記複数のアンテナの各々に対する初期
捕捉用ダイバーシチ合成情報を生成し、初期状態からダイバーシチ合成情報の最適値への
引き込みを可能にする初期捕捉用ダイバーシチ合成情報生成手段と、相手側無線通信装置
との間での複数回の双方向のトレーニング信号の伝送でのダイバーシチ受信に際し、前記
複数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を順次変更して生成するトレ
ーニング用ダイバーシチ合成情報生成手段と、前記ダイバーシチ合成情報生成手段により
生成された各ダイバーシチ合成情報が各々設定された状態でダイバーシチ受信されるトレ
ーニング信号の受信状態を示すトレーニング受信情報を保持するトレーニング受信情報保
持手段と、前記トレーニング受信情報保持手段に保持されたトレーニング受信情報に基づ
いてダイバーシチ合成受信信号の受信状態を最良化するダイバーシチ合成情報をダイバー
シチ合成情報の最適値として決定し、データ送受信時のビームフォーミングおよびダイバ
ーシチ合成のためのダイバーシチ合成情報の最適値を生成するダイバーシチ合成情報最適
値生成手段を備え、前記トレーニング信号は、複数のトレーニングサブ信号からなり、前
記複数のトレーニングサブ信号のダイバーシチ受信に際し、無線通信装置に具備された複
数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を順次変更し、各ダイバーシチ
合成情報に対応したトレーニング受信情報を前記トレーニング受信情報保持手段に格納し
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、前記トレーニング受信情報保持手段に保持された情報に基づいてダイバーシチ合成受信
信号の受信状態を最良化するダイバーシチ合成情報を決定し、ダイバーシチ受信後に該ダ
イバーシチ合成情報でダイバーシチ合成情報を更新し、該更新されたダイバーシチ合成情
報を設定してトレーニング信号を送信することにより、送受信を行う１組の無線通信装置
の間での伝送における伝送路行列の相関行列の最大固有値に対する固有ベクトルの組に漸
近するベクトルの組を、該１組の無線通信装置に対するダイバーシチ合成情報の最適値と
して生成する点に特徴がある。
　また、本発明の第４のマルチアンテナを用いた無線通信装置は、上記第４のマルチアン
テナを用いた無線通信方法を実行するために用いられるマルチアンテナを用いた無線通信
装置であって、前記複数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を生成す
るダイバーシチ合成情報生成手段と、前記ダイバーシチ合成情報生成手段により生成され
たダイバーシチ合成情報に基づいて前記複数のアンテナの各々の信号の振幅および位相を
制御するダイバーシチ合成情報設定手段と、前記ダイバーシチ合成情報設定手段との組み
合わせによりビームフォーミング送信およびダイバーシチ受信を行う信号分配合成手段を
備え、前記ダイバーシチ合成情報生成手段は、前記複数のアンテナの各々に対する初期捕
捉用ダイバーシチ合成情報を生成し、初期状態からダイバーシチ合成情報の最適値への引
き込みを可能にする初期捕捉用ダイバーシチ合成情報生成手段と、相手側無線通信装置と
の間での複数回の双方向のトレーニング信号の伝送でのダイバーシチ受信に際し、前記複
数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を順次変更して生成するトレー
ニング用ダイバーシチ合成情報生成手段と、前記ダイバーシチ合成情報生成手段により生
成された各ダイバーシチ合成情報が各々設定された状態でダイバーシチ受信されるトレー
ニング信号の受信状態を示すトレーニング受信情報を保持するトレーニング受信情報保持
手段と、前記トレーニング受信情報保持手段に保持されたトレーニング受信情報に基づい
てダイバーシチ合成受信信号の受信状態を最良化する合成ウエイト情報をダイバーシチ合
成情報の最適値として決定し、データ送受信時のビームフォーミングおよびダイバーシチ
合成のためのダイバーシチ合成情報の最適値を生成するダイバーシチ合成情報最適値生成
手段を備え、前記トレーニング信号は、複数のトレーニングサブ信号からなり、前記複数
のトレーニングサブ信号のダイバーシチ受信に際し、無線通信装置に具備された複数のア
ンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を順次変更し、各ダイバーシチ合成情
報に対応したトレーニング受信情報を前記トレーニング受信情報保持手段に格納し、前記
トレーニング受信情報保持手段に保持されたトレーニング受信情報に基づいてダイバーシ
チ合成受信信号の受信状態を最良化する合成ウエイト情報を決定し、ダイバーシチ受信後
に該合成ウエイト情報でダイバーシチ合成情報を更新し、該更新されたダイバーシチ合成
情報を設定してトレーニング信号を送信することにより、送受信を行う１組の無線通信装
置の間での伝送における伝送路行列の相関行列の最大固有値に対する固有ベクトルの組に
漸近するベクトルの組を、該１組の無線通信装置に対するダイバーシチ合成情報の最適値
として生成する点に特徴がある。
　また、本発明の上記第１、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信装置は、前記
トレーニング受信情報が、ダイバーシチ合成受信信号のベースバンド受信IQ情報もしくは
ベースバンド受信IQ情報および受信レベル情報の両方である点に特徴がある。
　また、本発明の上記第１、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信装置は、前記
トレーニング受信情報が、ダイバーシチ合成受信信号と予め定められた情報系列の相関情
報もしくは該相関情報と受信レベル情報の両方である点に特徴がある。
【００７２】
　また、本発明の上記第２のマルチアンテナを用いた無線通信装置は、前記ダイバーシチ
合成情報が１ビット情報であり、前記ダイバーシチ合成情報生成手段は、前記複数のアン
テナの各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を順次位相反転して生成し、前記受信状
態判定手段は、前記位相反転の前後での、前記トレーニング受信情報としての受信レベル
情報を比較判定してダイバーシチ受信状態を判定し、前記ダイバーシチ合成情報最適値生
成手段は、前記受信状態判定手段により判定されたダイバーシチ受信状態に基づいて当該
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アンテナにおけるダイバーシチ合成情報の最適値を決定する点に特徴がある。
【００７３】
　また、本発明の上記第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信装置は、前記ダイバ
ーシチ合成情報がｎ（ｎは２以上の自然数）ビット情報であり、前記ダイバーシチ合成情
報生成手段は、前記複数のアンテナの各々の信号に対するダイバーシチ合成情報を順次位
相反転して生成し、前記トレーニング受信状態保持手段は、前記位相反転の前後の、前記
トレーニング受信情報としてのベースバンド受信IQ情報もしくはベースバンド受信IQ情報
および受信レベル情報の両方を保持し、前記ダイバーシチ合成情報最適値生成手段は、前
記トレーニング受信情報保持手段により保持されたダイバーシチ受信状態に基づいて当該
アンテナにおけるダイバーシチ合成情報の最適値を生成する点に特徴がある。
【００７４】
　また、本発明の上記第１、第２、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信装置は
、前記ダイバーシチ合成情報生成手段は、直前の双方向のトレーニング信号の伝送を通じ
てダイバーシチ合成情報の最適値が設定されている場合には、このダイバーシチ合成情報
の最適値を初期値として新たにダイバーシチ合成情報の最適値を決定し、ダイバーシチ合
成情報の最適値が設定されていない場合にはランダムな初期値を用いて新たにダイバーシ
チ合成情報の最適値を決定する点に特徴がある。
【００７５】
　また、本発明の上記第１、第２、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信装置は
、端末側の無線通信装置として機能するマルチアンテナを用いた無線通信装置であって、
基地局側の無線通信装置との間のデータ送受信においてビームフォーミングおよびダイバ
ーシチ合成を行うための直前の双方向のトレーニング信号伝送において、最初のトレーニ
ングサブ信号の送信を行う点に特徴がある。
【００７６】
　また、本発明の上記第１、第２、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信装置は
、基地局側の無線通信装置として機能するマルチアンテナを用いた無線通信装置であって
、前記ダイバーシチ合成情報生成手段において、直前に双方向のトレーニング信号の伝送
を行った場合においても、そうでない場合においても常にランダムな初期値を用いて新た
にダイバーシチ合成情報の最適値を決定する点に特徴がある。
【００７７】
　また、本発明の上記第１、第２、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信装置は
、複数の無線通信装置と無線通信を行う基地局側の無線通信装置からのブロードキャスト
フレームもしくはマルチキャストフレームの送信では、互いに異なる複数のダイバーシチ
合成情報を用いて、同一フレームを複数回送信する点に特徴がある。
【００７８】
　また、本発明の上記第１、第２、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信装置は
、複数の無線通信装置と無線通信を行う基地局側の無線通信装置からのブロードキャスト
フレームもしくはマルチキャストフレームの送信では、前記複数の無線通信装置の各々に
対して、双方向のトレーニング信号の伝送を通じて取得されたダイバーシチ合成情報の最
適値を用いて、ブロードキャストフレーム、もしくはマルチキャストフレームを各々送信
する点に特徴がある。
【００７９】
　また、本発明の上記第１、第２、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信装置は
、双方向のトレーニング信号の伝送を通じて取得されたダイバーシチ合成情報の最適値を
、当該基地局と無線通信を行う端末側の無線通信装置毎に記憶するためのダイバーシチ合
成情報最適値記憶手段を備え、前記ダイバーシチ合成情報設定手段は、端末側の無線通信
装置との間でのデータ送受信に先立ち、ダイバーシチ合成情報最適値記憶手段に保持され
た当該無線通信装置に対するダイバーシチ合成情報の最適値を設定する点に特徴がある。
【００８０】
　また、本発明の上記第１、第２、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信装置は
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、前記ダイバーシチ合成情報設定手段が、RF帯においてダイバーシチ合成情報を設定する
点に特徴がある。
　また、本発明の上記第２のマルチアンテナを用いた無線通信装置は、前記受信状態判定
手段が、ダイバーシチ合成受信信号レベルあるいはAGCアンプの利得を指標としてダイバ
ーシチ受信状態を判定する点に特徴がある。
【００８１】
　また、本発明の上記第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信装置は、前記トレー
ニング信号が前記トレーニングサブ信号として複数のフレームまたはシンボルを含み、前
記受信状態判定手段は、各フレームまたはシンボルのベースバンドIQ信号またはIF信号の
振幅を指標としてダイバーシチ受信状態を判定する点に特徴がある。
【００８３】
　　さらに、本発明の上記第１、第２、第３、第４のマルチアンテナを用いた無線通信装
置は、前記ダイバーシチ合成情報設定手段および前記信号分配合成手段が、RF帯で動作し
ており、１つの送受信系統だけを用いてマルチアンテナでのビームフォーミング送信およ
びダイバーシチ受信を行う点に特徴がある。
【発明の効果】
【００８５】
　本発明では、送受信を行う無線通信装置間での双方向のトレーニング信号伝送を通じて
各無線通信装置でのダイバーシチ合成情報の最適値を決定するので、無線通信装置のアン
テナ数が大きい場合でも、ダイバーシチ合成情報の最適値を簡単に求めることができ、こ
のダイバーシチ合成情報の最適値を用いてデータ伝送を行うことにより大きなMIMO利得を
得ることができる。
【００８６】
　本発明において、双方向のトレーニング信号伝送を通じてダイバーシチ合成情報の最適
値を決定する処理量は、アンテナ数に比例するので、演算処理量を低減できる。
【００８７】
　また、ダイバーシチ合成を無線周波数帯で行うようにすれば、無線送受信回路および変
復調回路をトレーニング信号とデータ送信用信号の送受信に兼用できるので、構成を簡易
にし、かつコストおよび消費電力を低減できる。
【００８８】
　また、ダイバーシチ合成を無線周波数帯で行うようにすれば、1つの送受信系統だけで
マルチアンテナでのビームフォーミング送信およびダイバーシチ受信が実現でき、後述す
るように、最大固有値に対する固有ビーム伝送が近似的に実現できる。従来技術では、こ
の固有ビーム伝送をアンテナ数分の送受信系統を用いて行っているので、本発明により大
幅な低コスト化かつ低消費電力化が可能となる。
【００８９】
　送受信系統を増やすことなく固有ビーム伝送が実現できるので、大きなアンテナ数での
MIMOが可能であり、従来技術では実現困難であった大きなMIMO利得を実現できる。これに
より、従来はブロードバンド通信のエリアは狭いという制約があったが、本発明によれば
、従来の狭帯域通信と同等の広い通信エリアにおいてブロードアバンド通信が可能になる
という非常に大きな利点がある。
【００９０】
　さらに、ダイバーシチ合成を無線周波数帯で行うようにすれば、通信エリアが、初期捕
捉により固有ビームが形成できるエリアに限定されないという利点もある。
【００９１】
　図３９は、従来のMIMO技術および本発明における初期捕捉段階における受信レベル分布
の比較を示す。ここでは、無線伝送路はレイリーフェージング環境であるとし、各無線通
信装置の送受信アンテナの数が４本であるとしている。また、参考としてSISOおよび最適
ウエイトを使用した場合の受信レベル分布も合わせて示している。図３９を参照すると、
SISOと比較した場合の従来のMIMO技術での初期捕捉における受信レベルの改善は16dBであ
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り、最適ウエイトでのMIMO利得より11dB劣化していることが分かる。これは、送信ビーム
が形成されておらず、また受信でのダイバーシチ合成も行われていないためであり、SISO
よりも４ブランチ選択ダイバーシチの利得分だけ改善している。
【００９２】
　一方、本発明におけるダイバーシチ合成情報の設定を無線周波数帯で行う場合には、初
期捕捉段階においても、ほぼ最適ウエイトでのMIMO利得に近い利得を得ることができてい
る。最適ウエイトでのMIMO利得からの劣化分は、複素ウエイトとして固有ベクトルを用い
るのではなく移相器を用いて複素ウエイトを設定していることに起因する。
【００９３】
　このように、従来のMIMO技術においては、MIMO利得が通信エリアの拡大に十分活かされ
ていないが、本発明においてダイバーシチ合成情報の設定を無線周波数帯で行う場合には
、MIMO利得により通信エリアを拡大することができる。
【００９４】
　また、従来では、伝送路行列に関する情報を送信側と受信側で共有する必要があり、高
速フェージング環境下への固有ビーム伝送の適用が困難であったが、本発明によれば、伝
送路行列の共有は不要であり、高速フェージング環境下への固有ビーム伝送の適用が可能
になるという利点もある。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】本発明に係る無線通信システムの基本構成を示すブロック図である。
【図２】ウエイト処理部に1ビット移相器を用いた場合の動作を概念的に示す図である。
【図３】ウエイト処理部の具体的構成の一例を示すブロック図である。
【図４】トレーニング信号の例を示す図である。
【図５】第１実施形態における、ダイバーシチ合成情報の最適値決定処理を示すフローチ
ャートである。
【図６】本発明に係る無線通信装置の第１実施形態の構成を示すブロック図である。
【図７】第１実施形態におけるビーム形成用ウエイト生成部の具体的構成を示すブロック
図である。
【図８】図７のビーム形成用ウエイト生成部の動作の一例を示すタイミングチャートであ
る。
【図９】第１実施形態におけるダイバーシチ合成受信信号生成の様子を示す図である。
【図１０】トレーニング信号の他の例を示す図である。
【図１１】トレーニング信号のさらに他の例を示す図である。
【図１２】送信側からベースバンド送信IQ情報"１"を送信したときの受信側での受信情報
を模式的に示す図である。
【図１３】無線LANで使用されるバースト検出、AGC動作およびタイミング同期のためのプ
リアンブルにおけるベースバンドIQ信号を示す図である。
【図１４】マルチパス波が存在しない場合の、相関演算の出力信号を示す
【図１５】第２実施形態における、ダイバーシチ合成情報の最適値決定処理を示すフロー
チャートである。
【図１６】本発明に係る無線通信装置の第２実施形態の構成を示すブロック図である。
【図１７】第２実施形態におけるビーム形成用ウエイト生成部の具体的構成を示すブロッ
ク図である。
【図１８】図１７のビーム形成用ウエイト生成部の動作の一例を示すタイミングチャート
である。
【図１９】ブロードキャストフレームもしくはマルチキャストフレームの伝送を含めた場
合の、本発明の無線通信システムの動作例を示す図である。
【図２０】トレーニング開始フレームの再送の送信回数とACKフレームが送信される確率
の関係(STA側で移相器の最適設定が既知の場合)を示す図である。
【図２１】トレーニング開始フレームの再送の送信回数とACKフレームが送信される確率
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の関係(STA側で移相器の最適設定が未知の場合)を示す図である。
【図２２】STA側で移相器設定が最適化されている場合の、AP側の移相器設定とその時の
受信レベルとの関係を示す図である。
【図２３】仮想AP技術を用いた場合の、本発明の無線通信システムの動作例を示す図であ
る。
【図２４】STAがパワーセーブ動作を行う場合の動作例を示す図である。
【図２５】APからSTAへのマルチキャストフレーム、ブロードキャストフレームを伝送す
る場合の、本発明の無縁通信システムの動作例を示す図である。
【図２６】マルチキャストフレームおよびブロードキャストフレームの送信を行う場合の
、本発明の無線通信システムの動作例を示す図である。。
【図２７】アンテナ間の伝達関数の一例を示す図である。
【図２８】本発明におけるダイバーシチ合成情報(素波SＡｉＢｊ)の更新の一例を示す説
明図である。
【図２９】本発明におけるダイバーシチ合成情報(受信信号RＸ)の更新一例を示す説明図
である。
【図３０】ダイバーシチ合成情報の更新回数を変えた場合の受信信号の確率分布のシミュ
レーション結果を示す図である。
【図３１】基地局側が最初のトレーニング信号伝送を行った場合のトレーニング信号伝送
回数と受信レベル分布の改善を示す図である。
【図３２】端末側が最初のトレーニング信号伝送を行った場合のトレーニング信号伝送回
数と受信レベル分布の改善を示す図である。
【図３３】受信信号の合成をベースバンド処理で行った場合とRF帯処理で受信信号の合成
を行った場合のバースト検出での受信レベルの改善の比較を示す図である。
【図３４】IEEE802.11nのアンテナ選択用のトレーニングシーケンスを示す図である。
【図３５】従来技術による無線基地局の構成を示すブロック図である。
【図３６】従来技術による無線基地局の他の構成を示すブロック図である。
【図３７】IEEE802.11aシステムおよびPHSシステムにおける無線基地局－無線端末間距離
と受信信号電力の関係および各システムでの受信感度を示す図である。
【図３８】見通し外伝播であり、受信信号電力がレイリー分布に従う場合のアンテナ数N
とMIMO利得の関係を示す図である。
【図３９】従来のMIMO技術および本発明における初期捕捉段階における受信レベル分布の
比較を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００９６】
　以下、図面を参照して本発明を説明する。図１は、本発明に係る無線通信システムの基
本構成を示すブロック図である。なお、本発明は、無線通信システムとしてだけでなく、
無線通信方法としても実現でき、また、無線通信装置単体としても特徴がある。
【００９７】
　本発明の基本構成の無線通信システムは、無線伝送路を介して双方向の無線通信を行う
2つの無線通信装置A,Bを備える。無線通信装置A,Bは、2つの無線基地局、あるいは無線基
地局と無線端末、あるいは2つの無線端末であってもよい。
【００９８】
　無線通信装置Aは、M本(Mは2以上の整数)のアンテナA１,A２,・・・,AＭ、ウエイト処理
部11、RF信号分配・合成部12および送受信回路13を備える。無線通信装置Bは、N本(Nは2
以上の整数)のアンテナB１,B２,・・・,BＮ、ウエイト処理部21、RF信号分配・合成部22
および送受信回路23を備える。ウエイト処理部11とRF信号分配・合成部12、ウエイト処理
部21とRF信号分配・合成部22はそれぞれ、ダイバーシチ回路10,20を構成する。この例で
は、アンテナA１,A２,・・・,AＭ、B１,B２,・・・,BＮは、送受信兼用であるが、送信ア
ンテナと受信アンテナは別々であってもよい。
【００９９】
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　また、RF信号分配・合成部12とウエイト処理部11の間、あるいはウエイト処理部11とア
ンテナA１,A２,・・・,AＭの間に送信パワーアンプ、受信LNA(Low Noise Amplifier)ある
いはその両方を挿入して、送信電力の増大あるいは受信感度の向上を図ることもできる。
同様に、RF信号分配・合成部22とウエイト処理部21の間、あるいはウエイト処理部21とア
ンテナB１,B２,・・・,BＮの間に送信パワーアンプ、受信LNA(Low Noise Amplifier)ある
いはその両方を挿入して、送信電力の増大あるいは受信感度の向上を図ることもできる。
【０１００】
　ウエイト処理部11,21は、複数の乗算器を有し、各乗算器は、各アンテナA１,A２,・・
・,AＭ、B１,B２,・・・,BＮからの受信信号あるいはRF信号分配・合成部12,22からの送
信信号に複素ウエイトWＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭ、WＢ１,WＢ２,・・・,WＢＮを乗算する
。以下では、複素ウエイトをダイバーシチ合成情報と称する。各乗算器は、入力信号の振
幅と位相をダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭ、WＢ１,WＢ２,・・・,WＢＮ

に応じて変化させて出力する。乗算器として1ビット移相器を用いることができる。この
場合、ダイバーシチ合成情報は"0"，"1"の1ビットであり、入力信号は、例えば、ダイバ
ーシチ合成情報"0"，"1"に応じて、そのまま、あるいは位相反転して出力される。
【０１０１】
　図２は、ウエイト処理部11に1ビット移相器を用いた場合の動作を概念的に示す図であ
る。アンテナA１,A２,・・・,AＭからの信号あるいはRF信号分配・合成器12からの信号は
、ウエイト処理部11に入力される。ウエイト処理部11は、ダイバーシチ合成情報WＡ１,W

Ａ２,・・・,WＡＭが"0"か"1"かにより、入力信号をそのまま、あるいは位相反転して出
力する。図２は、ダイバーシチ合成情報が"0"の時、信号がそのまま出力され、ダイバー
シチ合成情報が"1"の時、信号が位相反転されて出力される場合を示している。
【０１０２】
　図３は、ウエイト処理部11の具体的構成の一例を示すブロック図である。ウエイト処理
部11の各乗算器は、2つの切替スイッチと180度遅延線で構成されている。2つの切替スイ
ッチは、ダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭに従って同時に切り替えられる
。各アンテナA１,A２,・・・,AＭあるいはRF信号合成・分配器12からの信号は、ダイバー
シチ合成情報WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭが"0"の場合、180度遅延線を通さずに出力側に送
出され、ダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭが"1"の場合、180度遅延線を通
して出力側に送出される。
【０１０３】
　図１に戻って、RF信号分配・合成部12は、送信時には、送受信回路13からの送信信号S

Ａをエネルギー的にM分配してウエイト処理部11の各乗算器に出力し、受信時には、各乗
算器からの出力信号を合成(ベクトル加算)し、ダイバーシチ合成受信信号RＡとして送受
信回路13に出力する。また、RF信号分配・合成部22は、送信時には、送受信回路23からの
送信信号SＢをエネルギー的にN分配してウエイト処理部21の各乗算器に出力し、受信時に
は、各乗算器からの出力信号を合成(ベクトル加算)し、ダイバーシチ合成受信信号RＢと
して送受信回路23に出力する。すなわち、RF信号分配・合成部12,22は、双方向のハイブ
リッド回路であり、送信時には分配器として動作し、受信時には合成器として動作する。
具体的には、ウイルキンソン型分配合成回路をRF信号分配・合成部12,22として使用でき
る。
【０１０４】
　送受信回路13,23は、送信時には、送信データを入力とし、送信信号SＡ,SＢを信号分配
・合成部12,13に出力し、受信時には、ダイバーシチ合成受信信号RＡ,RＢから受信データ
を生成する。
【０１０５】
　無線通信装置A,Bは、双方向のトレーニング信号伝送を通じて、ダイバーシチ合成情報
の最適値を各々決定し、これにより決定されたダイバーシチ合成情報の最適値をウエイト
処理部11,21の乗算器に設定して、データ送受信時のビームフォーミングおよびダイバー
シチ合成を行う。
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【０１０６】
　トレーニング信号は、無線通信装置AおよびBにおけるダイバーシチ合成情報の最適値を
決定するために用いられる。１つのトレーニング信号は、複数のトレーニングサブ信号か
ら構成される。各トレーニングサブ信号を、ウエイト処理部11,21に互いに異なるダイバ
ーシチ合成情報を設定した状態で受信し、このときの受信レベル情報、ベースバンド受信
IQ情報もしくはその両方を用いてダイバーシチ合成情報の最適値を決定する。トレーニン
グ信号としては既知の信号に対する受信レベル情報、ベースバンド受信IQ情報が取得でき
るものであればよく、任意のフレーム、シンボル、サブキャリア、拡散信号等を使用する
ことができる。トレーニング信号の具体例については、後で詳述する。
【０１０７】
　ウエイト処理部11,21は、乗算器を用いて等価的にダイバーシチ合成情報を乗算する。
このダイバーシチ合成情報は、送信及び受信の両方で用いられる。すなわち、送信時には
このダイバーシチ合成情報の乗算により送信ビームフォーミングが行われ、受信時にはこ
のダイバーシチ合成情報の乗算によりダイバーシチ合成が行われる。
【０１０８】
　図４は、無線通信装置間で1トレーニング期間内に送受信されるトレーニング信号の具
体例を示す。同図は、受信側無線通信装置のアンテナ数を4とした場合に用いられるトレ
ーニング信号の一例である。図４の例では、トレーニング信号は５つのトレーニングフレ
ーム1,2-1～2-4とACKフレーム(Acknowledgement Frame)の組み合わせからなる。トレーニ
ングサブ信号は、１つのトレーニングフレームとこれに対するACKフレームの組み合わせ
からなる。ACKフレームは、トレーニングフレームの宛先の無線通信装置においてトレー
ニングフレームが誤りなしで受信された場合に、宛先の無線通信装置から送信される。宛
先の無線通信装置でのトレーニングフレームの受信において伝送誤りが検出された場合に
はACKフレームは送信されず、その時点でトレーニング信号は終了となる。また、トレー
ニングフレームの送信元である無線通信装置でのACKフレームの受信において伝送誤りが
検出された場合には、その次のトレーニングフレームは送信されず、その時点で、トレー
ニング信号は終了となる。トレーニング信号は、現状のダイバーシチ合成情報でダイバー
シチ受信した時の受信レベル情報および現状のダイバーシチ合成情報を所定のアルゴリズ
ムで変更してダイバーシチ受信した時の受信レベル情報を得るために用いられる。各無線
通信装置は、1トレーニング期間内のトレーニング信号を受信することにより、その時点
での、ダイバーシチ受信状態を最良化するダイバーシチ合成情報の最適値を決定できる。
【０１０９】
　先頭のトレーニングフレーム1には送信元アドレス、送信先アドレスおよびフレーム種
別などの情報を含ませることができる。このトレーニングフレーム1を用いて、現状のダ
イバーシチ合成情報でダイバーシチ受信した時の受信レベル情報を取得する。トレーニン
グフレーム2-1～2-4は、ダイバーシチ合成情報を所定のアルゴリズムで変更してダイバー
シチ受信した時のダイバーシチ受信状態を測定するためものであり、既定のプリアンブル
パターンまたはその一部を用いて受信レベル情報を取得する。トレーニング信号は、相手
側無線通信装置から送信される信号を所定のダイバーシチ合成情報を用いてダイバーシチ
受信した時の受信レベル情報を取得するためのものであるので、図４に示される形式の信
号に限られない。トレーニングフレーム1,2-1～2-4は、トレーニングのために特別に用意
したものでなくてもよく、例えば、データフレームのヘッダの中のプリアンブルに含ませ
た複数のシンボルをトレーニング信号とすることもできる。
【０１１０】
　図１において、例えば、無線通信装置Aにおけるダイバーシチ合成情報の最適値を決定
する場合、無線通信装置Aは、無線通信装置Bが送信するフレーム1,2-1～2-4をダイバーシ
チ受信して各々ACKを返信する。フレーム1は、現状のダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,
・・・,WＡＭを用いてダイバーシチ受信され、フレーム2-1～2-4は、現状のダイバーシチ
合成情報WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭを所定のアルゴリズムで変更したダイバーシチ合成情
報WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭを用いてダイバーシチ受信される。この時のダイバーシチ受
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信状態に基づいてダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭの最適値が決定される
。ACKフレームが返信されない場合、そこでトレーニングは終了となる。ACKフレームを用
いないで、既定のアンテナ数M個分のフレーム2-1～2-Mを常に送信してもよい。 ACKフレ
ームを用いない例については後述する。
【０１１１】
　次に、図１の無線通信システムにおけるダイバーシチ合成情報の最適値決定動作を簡単
に説明する。ここでは、図４に示す形式のトレーニング信号を用いて無線通信装置Aにお
けるダイバーシチ合成情報の最適値を決定する場合について説明する。また、ここでは、
ウエイト処理部11に1ビット移相器を用いて等利得合成でダイバーシチ合成を行うものと
する。ダイバーシチ合成には、さらに高精度の等利得合成や最大比合成などの任意の合成
手法を使用することもできる。
【０１１２】
　まず、無線通信装置Bは、過去の直近のトレーニングで取得された、ほぼ最適のダイバ
ーシチ合成情報を用いてトレーニング信号を各アンテナB１,B２,・・・,BＮから送信する
。この無線通信装置Bのダイバーシチ合成情報は、無線通信装置Aが、その時点でのダイバ
ーシチ合成情報の最適値に更新する1トレーニング期間中で固定とする。なお、無線通信
装置A,B間の通信が全くの初期状態からである場合、無線通信装置A,Bは、後述するように
、トレーニング信号を互いに送受信してダイバーシチ合成情報の最適値への引き込みを可
能にする。
【０１１３】
　無線通信装置Aは、まず、無線通信装置Bの各アンテナB１,B２,・・・,BＮから送信され
た最初のトレーニングフレーム1をM本のアンテナA１,A２,・・・,AＭで受信し、フレーム
1に対するACKフレームを返信する。ウエイト処理部11の各乗算器は、各アンテナA１,A２,
・・・,AＭからの各受信信号にダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭを乗算す
る。各乗算器は、ダイバーシチ合成情報が"0"であれば、入力信号をそのまま出力し、ダ
イバーシチ合成情報が"1"であれば、入力信号を位相反転して出力する。最初のトレーニ
ングフレーム1を受信する時のダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭとしては
、過去の直近のトレーニングで取得されたものを用いる。この、ダイバーシチ合成情報W

Ａ１,WＡ２,・・・,WＡＭは、現状でも、ほぼ最適値となっていると考えられる。しかし
、この時に用いるダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭは、任意に設定するこ
とができる。このダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭは、後述するように、
続く複数のトレーニングフレーム2-1～2-4のダイバーシチ受信を通じてさらに最適値へと
更新される。
【０１１４】
　RF信号分配・合成部12は、ウエイト処理部11によりダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,
・・・,WＡＭが乗算された受信信号を加算してダイバーシチ合成受信信号RＡを生成する
。
【０１１５】
　次に、1つのアンテナ、例えばアンテナA１の信号に対するダイバーシチ合成情報WＡ１

だけを先のダイバーシチ合成情報の最適値WＡ１から反転(0⇔1)させる。この新しいダイ
バーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭを用いて、引き続くトレーニングフレーム2-
1をダイバーシチ受信し、このときの受信状態が先のダイバーシチ合成情報の最適値WＡ１

,WＡ２,・・・,WＡＭを用いた時より改善されたどうかを調べる。このときの受信状態が
先のダイバーシチ合成情報の最適値WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭを用いた時より改善されて
いなければ、先のダイバーシチ合成情報の最適値WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭをそのまま保
持し、改善されていれば、ダイバーシチ合成情報の最適値WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭを今
回のものに更新して保持する。以上によりアンテナA１の信号に対するダイバーシチ合成
情報の最適値WＡ１を決定する。
【０１１６】
　受信状態が改善されたかどうかは、例えば、ダイバーシチ合成受信信号RＡのレベル、
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送受信回路13の無線受信部が備えるAGCアンプの利得、あるいはそれをレベル情報に変換
したレベル、などの受信レベル情報を指標として判定できる。なお、受信レベル情報は、
必ずしも受信信号のレベルまたはその対数に比例する必要はないが、受信信号のレベルに
対して単調増加または単調減少の関係を有する必要がある。
【０１１７】
　次に、トレーニングフレーム2-1に対するACKフレームを返信した後、決定されたアンテ
ナA１の信号に対するダイバーシチ合成情報WＡ１はそのままとし、アンテナA１以外、例
えばアンテナA２の信号に対するダイバーシチ合成情報WＡ２だけを先のダイバーシチ合成
情報の最適値WＡ２から反転(0⇔1)させる。この新しいダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２

,・・・,WＡＭを用いて、引き続くトレーニングフレーム2-2をダイバーシチ受信し、この
時の受信状態が先のダイバーシチ合成情報の最適値WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭを用いた時
より改善されたどうかを調べる。この時の受信状態が先のダイバーシチ合成情報の最適値
WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭを用いた時より改善されていなければ、先のダイバーシチ合成
情報の最適値WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭをそのまま保持し、改善されていれば、ダイバー
シチ合成情報の最適値WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭを今回のものに更新して保持する。以上
によりアンテナA２の信号に対するダイバーシチ合成情報の最適値WＡ２を決定する。
【０１１８】
　同様に、トレーニングフレーム2-3,2-4を順次受信し、この時の受信レベル情報を基に
アンテナA３,A４の信号に対するダイバーシチ合成情報の最適値WＡ３,WＡ４を順次決定す
る。すなわち、無線通信装置Bの各アンテナB１,B２,・・・,BＮから送信されるトレーニ
ングフレーム2-3を受信し、この時の受信状態からアンテナA３の信号に対するダイバーシ
チ合成情報の最適値WＡ３を決定し、続いてトレーニングフレーム2-4を受信し、このとき
の受信状態からアンテナA４の信号に対するダイバーシチ合成情報の最適値WＡ４を決定す
る。
【０１１９】
　このように、トレーニングフレーム1,2-1～2-Mを順次受信し、それに対するACKフレー
ムを返信する度に、アンテナA１,A２,・・・,AＭの信号に対するダイバーシチ合成情報W

Ａ１,WＡ２,・・・,WＡＭを1つずつ順次変更(反転)し、この時の受信状態を判定して各ダ
イバーシチ合成情報の最適値WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭを順次決定する。これによれば、
(アンテナ数M+1)回のフレームの受信で、全てのアンテナA１,A２,・・・,AＭの信号に対
するダイバーシチ合成情報の最適値WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭを決定できる。以上により
、無線通信装置Aにおいて、アンテナA１,A２,・・・,AＭの信号に対するダイバーシチ合
成情報の最適値WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭが決定される。
【０１２０】
　その後、無線通信装置Aは、このダイバーシチ合成情報の最適値WＡ１,WＡ２,・・・,W

ＡＭを用いて、無線通信装置Bに対してトレーニングフレーム1,2-1～2-Nを送信する。今
度は、無線通信装置Bが、無線通信装置Aの各アンテナA１,A２,・・・,AＭから送信された
トレーニングフレーム1,2-1～2-Nを受信し、アンテナB１,B２,・・・,BＮの信号に対する
ダイバーシチ合成情報の最適値WＢ１,WＢ２,・・・,WＢＮを順次決定する。その動作は、
無線通信装置Aの動作と同じであるので、説明を省略する。さらに、無線通信装置A,B間で
双方向のトレーニング信号伝送を行って、ダイバーシチ合成情報の最適値WＡ１,WＡ２,・
・・,WＡＭおよびWＢ１,WＢ２,・・・,WＢＮをより最適化することができる。
【０１２１】
　無線通信装置A,Bは、データ送受信に際し、以上のようにして決定したダイバーシチ合
成情報の最適値WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭ、WＢ１,WＢ２,・・・,WＢＮを用いてビームフ
ォーミングおよびダイバーシチ合成を行う。
【０１２２】
　図５は、無線通信装置Aにおけるダイバーシチ合成情報の最適値決定処理を示すフロー
チャートである。ここでは、アンテナ数をMとし、ウエイト処理部11の乗算器として1ビッ
ト移相器を用いた場合のフローを示している。
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【０１２３】
　まず、ダイバーシチ合成情報の最適値W=(W１,W２,・・・,WＭ)を用いて先頭のトレーニ
ングフレーム1をダイバーシチ受信して受信レベル情報P０を取得し、P０を受信レベル情
報の最大値PＭＡＸとして保持する。また、変数iに1を代入(i←1)する(S1)。変数iは、以
下のステップからなるループをアンテナ数M回だけ行わせることを規定する。なお、ここ
でのW=(W１,W２,・・・,WＭ)はそれぞれ、ダイバーシチ合成情報の初期の最適値である。
ここではウエイト処理部11の乗算器が1ビット移相器である場合を想定しているので、ダ
イバーシチ合成情報の各々W１,W２,・・・,WＭは、1ビット("0"か"1")である。
【０１２４】
　次に、次のトレーニングフレームがあるか否かを判定する(S2)。S2で、次のトレーニン
グフレームがあると判定すれば、S3に進むが、ないと判定すれば、トレーニングを終了す
る。S3では、i番目のダイバーシチ合成情報Wｉを反転させたダイバーシチ合成情報Wでト
レーニングフレームを受信し、そのときの受信レベル情報Pｉを取得する。
【０１２５】
　次に、受信レベル情報Pｉを、これまでの受信レベル情報の最大値PＭＡＸと比較し(S4)
、Pｉ＞PＭＡＸであれば、ダイバーシチ合成情報の最適値WをS3で新たに設定されたダイ
バーシチ合成情報Wに更新する。同時に、受信レベル情報の最大値PＭＡＸをPｉに更新す
る(S5)。その後、S6に進む。S4での比較結果がPｉ＞PＭＡＸでなければ、ダイバーシチ合
成情報の最適値Wを更新せずに、S6に進む。S6では、変数iを1だけインクリメントする(i
←i+1)。次に、変数iがアンテナ数M以下か否かを判定する(S7)。S7で、変数iがアンテナ
数M以下と判定されれば、S2に戻って処理を繰り返し、変数iがアンテナ数M以下でないと
判定されれば、変数iにi-Mを代入(i←i-M)、すなわち変数iを再び1とした後、S2に戻って
処理を繰り返す。
【０１２６】
　以上のフローにより、各アンテナA１,A２,・・・,AＭの信号に対するダイバーシチ合成
情報WＡ２,WＡ３,・・・,WＡＭを、最初のトレーニングフレーム1に続くトレーニングフ
レームを受信する度に1つずつ最適化できる。したがって、アンテナ数がMの場合、合計(M
+1)個のトレーニングフレームのダイバーシチ受信によりダイバーシチ合成情報W=(W１,W

２,・・・,WＭ)を最適化できる。
【０１２７】
　無線通信装置Bにおける各アンテナB１,B２,・・・,BＮの信号に対するダイバーシチ合
成情報WＢ１,WＢ２,・・・,WＢＮも同様のフローに従って合計(N+1)個のトレーニングフ
レームのダイバーシチ受信で最適化できる。
【０１２８】
　なお、トレーニングの途中でACKフレームが返信されない場合、そこでトレーニングは
終了となるが、再びトレーニングを行う場合には、前回のトレーニング終了時点から引き
続いてトレーニングを行えばよい。これは、前回のトレーニング終了時点での変数iを保
持しておき、この変数iを次回のトレーニングの際に設定することで実現できる。
【０１２９】
　このように、本発明の無線通信システムでは、2つの無線通信装置間での双方向のトレ
ーニング信号伝送を通じてダイバーシチ合成情報の最適値を各々決定し、これにより決定
されたダイバーシチ合成情報を用いて、データ送受信時のビームフォーミングおよびダイ
バーシチ合成を行う。
【０１３０】
　なお、トレーニングにおける最初のトレーニングフレーム1は、ほぼ最適なダイバーシ
チ合成で受信できるが、それに続くトレーニングフレーム2-1以降の受信ではダイバーシ
チ合成情報をほぼ最適値から故意にずらしているので、受信レベルが低くなる可能性があ
る。特に、最適なダイバーシチ合成受信によりかろうじて通信可能となる通信エリアの周
辺部においては、トレーニングフレーム2-1以降を大部分受信できない場合が生じる。こ
の場合、図４に示すように、各トレーニングフレームに対してACKフレームを返信するも
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のとすると、トレーニングは1トレーニングフレームすなわちトレーニングフレーム1のみ
で終了してしまう。
【０１３１】
　しかし、この場合でも、トレーニングフレーム2-1以降の最初のトレーニングフレーム2
-1の受信で最適化するアンテナを1番目のアンテナに固定せず、前回にトレーニングした
アンテナの次のアンテナからトレーニングを開始するようにすれば、通信エリアの周辺部
においてもトレーニングが可能となる。ただし、この場合、1回のトレーニングでダイバ
ーシチ合成情報を最適化できず、少なくともアンテナ数以上のトレーニングフレームを含
む複数回に渡るトレーニングが必要となる。ACKフレームを用いないで、トレーニングフ
レーム1に続けて既定のアンテナ数分のトレーニングフレームを常に送信する場合あるい
はデータフレームのヘッダのプリアンブルに含ませたアンテナ数分のシンボルを使用する
場合には、当然通信エリア周辺部においてもトレーニングが可能である。
【０１３２】
　送受信を行う無線通信装置についてのダイバーシチ合成情報は、それらの間での双方向
のトレーニング信号伝送を通じて各々最適化されるので、データ送受信に際し、このダイ
バーシチ合成情報を用いてビームフォーミングおよびダイバーシチ合成を行うことにより
、2つの無線通信装置のアンテナ間の伝達関数からなる伝送路行列の最大固有値に対応し
た固有伝送路に全エネルギーを集中してデータを伝送することができ、大きなMIMO利得を
得ることができる。したがって、通信のサービスエリアを拡大できるばかりでなく、通話
のような双方向リアルタイム通信の品質を改善することもできる。なお、MIMO利得は、送
信アンテナ利得、受信アンテナ利得およびダイバーシチ利得を含む。
【０１３３】
　本発明は、無線通信において、伝送路行列の最大固有値に対応した固有伝送路に全エネ
ルギーを集中して伝送するという考え方では、従来のMIMO技術と共通する。しかし、本発
明では、伝送路行列の相関行列や相関行列の最大固有値に対応した固有ベクトルを演算す
ることなく、双方向のトレーニング信号伝送を通じてダイバーシチ合成情報の最適値を各
々決定するので、ダイバーシチ合成情報の最適値を決定するための演算量および演算時間
、双方の無線通信装置においてチャネル情報を共有化するための情報伝送および消費電力
の大きな送受信回路の数の増加なしにMIMOを実現できる。これにより、アンテナ数の制限
が緩和され、MIMO利得を容易に増大させることができる。
【０１３４】
　図６は、本発明に係る無線通信装置の第１実施形態の構成を示すブロック図である。な
お、図６において、図１と同一あるいは同等部分には同じ番号を付している。第１実施形
態では、無線通信装置のウエイト処理部11の乗算器が１ビット移相器である。ウエイト処
理部11の乗算器としてはｎ(ｎは２以上の自然数)ビット移相器を用いることができるが、
その場合の実施形態については後述する。また、ここでは、無線通信装置Aを示している
が、無線通信装置Bも同様である。
【０１３５】
　本実施形態の無線通信装置Aは、M本(Ｍは2以上の整数)のアンテナA１～AＭ、ダイバー
シチ回路10および送受信回路13を備える。ダイバーシチ回路10は、ウエイト処理部11およ
びRF信号分配・合成部12を備える。ダイバーシチ回路10は、ダイバーシチ合成情報の最適
値を用いてビームフォーミングおよびダイバーシチ合成を行ってトレーニング信号やデー
タの送受信を行う。
【０１３６】
　送受信回路13は、ベースバンド変調部31、トレーニング信号生成部32、信号合成部33、
無線送信部34、デュプレクサ35、無線受信部36、送受信制御部37、ビーム形成用ウエイト
生成部38およびベースバンド復調部39を備える。上記の各部のうち、ウエイト処理部11お
よびビーム形成用ウエイト生成部38以外は、一般的な無線通信装置が備える構成要素であ
る。ここでは、ダイバーシチ回路10をRF帯で動作させ、送受信回路13が1つだけで済むよ
うにしている。すなわち、無線通信装置Aは、1つだけの送受信系統だけを用いてマルチア
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ンテナでのビームフォーミングおよびダイバーシチ受信を行う。
【０１３７】
　ベースバンド変調部31は、送信データを入力とし、変調信号を出力する。変調信号は、
ベースバンドIQ信号である。このベースバンドIQ信号は、信号合成部33を介して無線送信
部34に入力される。
【０１３８】
　トレーニング信号生成部32は、トレーニングを実行させ、相手側無線通信装置がビーム
フォーミングするために必要なトレーニング信号を生成する。ここで生成されるトレーニ
ング信号は、ベースバンドIQ信号であり、このベースバンドIQ信号も信号合成部33を介し
て無線送信部34に入力される。
【０１３９】
　ベースバンド変調部31は、送信データの変調用としてだけでなく、トレーニング信号の
変調用としても利用でき、これにより構成を簡単にし、コストおよび消費電力を低減でき
る。
【０１４０】
　信号合成部33は、ベースバンド変調部31からのベースバンドIQ信号とトレーニング信号
生成部32からのベースバンドIQ信号を時間的に合成して出力する。信号合成部33は、ベー
スバンド変調部31からベースバンドIQ信号が出力される場合には、この信号をベースバン
ド送信IQ信号として出力し、トレーニング信号生成部32からベースバンドIQ信号が出力さ
れる場合には、この信号を出力する。実際的には、トレーニング用送信データ生成部を具
備させ、この出力信号と送信データを時間的に合成した信号をベースバンド変調部31に印
加し、この出力信号を直接無線送信部34へ与えてよい。
【０１４１】
　無線送信部34は、信号合成部33を通して入力される信号をRF帯に周波数変換し、RF送信
信号としてデュプレクサ35に入力する。すなわち、無線送信部34は、送信データおよびト
レーニング信号をRF帯に周波数変換する。
【０１４２】
　デュプレクサ35は、TDD(Time Division Duplex)伝送におけるRF送信信号の送信とRF受
信信号の受信を切り替える。例えば、送受信制御部37から送信期間に"1"となり、受信期
間に"0"となる送受信制御情報を受け、送受信制御情報が"1"の場合には無線送信部34から
のRF送信信号をRF信号分配・合成部12に出力し、送受信制御情報が"0" の場合にはRF信号
分配・合成部12からのRF受信信号を無線受信部36に出力する。
【０１４３】
　無線受信部36は、デュプレクサ35からのRF受信信号を入力とし、これを周波数変換して
出力する。また、無線受信部36は、RF受信信号の各トレーニングフレームについての受信
レベル情報を出力する。すなわち、無線受信部36は、RF受信データをベースバンドIQ信号
に復調し、また、トレーニング信号の各トレーニングフレームから受信レベル情報を取得
する。トレーニング信号をベースバンドIQ信号に復調してから受信レベル情報を取得する
場合には、RF受信データの復調およびRFトレーニング信号の復調を1つの復調器で行うこ
とができる。
【０１４４】
　受信レベル情報は、ビーム形成用ウエイト生成部38に入力される。受信レベル情報は、
ダイバーシチ合成受信信号の各トレーニングフレームについての受信レベルに関連する情
報ならば如何なるものでもよく、例えば、RSSI(Received Signal Strength Information)
情報、あるいはそれをレベルに変換した情報、無線受信部36が備えるAGCアンプの利得、
あるいはそれをレベルに変換した情報などを用いることができる。これらの情報は、無線
受信部36から得られる。
【０１４５】
　送受信制御部37は、無線通信装置の必須の構成要素である無線アクセス制御部の一部で
あり、例えば、送信期間に"1"となり、受信期間に"0"となる送受信制御情報をデュプレク
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サ35およびビーム形成用ウエイト生成部38に出力する。
【０１４６】
　ビーム形成用ウエイト生成部38は、送受信制御部37から出力される送受信制御情報に基
づき、トレーニング信号の各トレーニングフレームに対して異なるダイバーシチ合成情報
WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭを生成し、無線受信部36から出力される受信レベル情報に基づ
いてダイバーシチ合成情報の最適値WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭを決定する。ここで生成さ
れたダイバーシチ合成情報の最適値WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭは、ウエイト処理部11の各
乗算器に与えられる。ビーム形成用ウエイト生成部38の詳細は、後述する。ビーム形成用
ウエイト生成部38は、"ダイバーシチ合成情報生成手段"として機能し、それには"初期捕
捉用ダイバーシチ合成情報生成手段"、"トレーニング用ダイバーシチ合成情報生成手段"
、"受信状態判定手段"および"ダイバーシチ合成情報最適値生成手段"が含まれている。
【０１４７】
　ベースバンド復調部39は、無線受信部36からのベースバンド(BB)受信IQ信号を復調し、
受信データを送出する。ベースバンド復調部39は、受信データの復調用としてだけでなく
、トレーニング信号の復調用としても利用でき、これにより構成を簡単にし、コストおよ
び消費電力を低減できる。
【０１４８】
　ウエイト処理部11は、ビーム形成用ウエイト生成部38から与えられるダイバーシチ合成
情報の最適値WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭに従って、RF受信信号およびRF送信信号にウエイ
ト処理を施す。すなわち、ウエイト処理部11は、各アンテナA１～AＭのRF受信信号にウエ
イト処理を施してRF信号分配・合成部12に出力し、また、RF信号分配・合成部12からのRF
送信信号にウエイト処理を施して各アンテナA１～AＭに出力する。ウエイト処理部11にお
けるウエイト処理は、1ビット移相器による0度あるいは180度の移相処理で実現できる。
ウエイト処理部11は、"ダイバーシチ合成情報設定手段"として機能する。
【０１４９】
　RF信号分配・合成部12は、RF送受信信号の分配および合成を行う。すなわち、ウエイト
処理部からのM個のRF受信信号を入力とし、それらを合成した信号をデュプレクサ35に出
力し、また、デュプレクサ35からのRF送信信号を入力とし、これをM分配してウエイト処
理部11に出力する。RF信号分配・合成部12で合成されてデュプレクサ35に出力されるRF受
信信号のレベルは、ウエイト処理部11でのインピーダンス変換で1/√Mになり、M分配され
てウエイト処理部11に出力されるRF送信信号のレベルは、デュプレクサ35からのRF送信信
号のレベルに対して1/√Mになる。RF信号分配・合成部12は、"信号分配合成手段"として
機能する。
【０１５０】
　図７は、ビーム形成用ウエイト生成部38の具体的構成を示すブロック図である。ビーム
形成用ウエイト生成部38は、受信レベル情報保持部40、移相器制御部50およびタイミング
部60を備え、双方向のトレーニング信号伝送を通じて、ビームフォーミングおよびダイバ
ーシチ合成のためのダイバーシチ合成情報の最適値を決定する。
【０１５１】
　受信レベル情報保持部40は、"受信状態判定手段"として機能し、受信レベル情報比較部
41および1トレーニング期間内最大受信レベル情報保持部42を備える。
【０１５２】
　受信レベル情報比較部41は、トレーニング信号の各トレーニングフレームについての受
信レベル情報を、1トレーニング期間内最大受信レベル情報保持部42が保持している受信
レベル情報と比較する。そして、新たに入力された受信レベル情報の方が大きければ、1
トレーニング期間内最大受信レベル情報保持部42が保持している受信レベル情報を該受信
レベル情報に更新するとともに、最適ウエイト更新信号を移相器制御部50のトレーニング
時ウエイト生成部52に出力する。なお、最大の受信レベル情報を求める際の初期値として
は、トレーニング信号の先頭のトレーニングフレームの受信レベル情報を用いる。
【０１５３】
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　1トレーニング期間内最大受信レベル情報保持部42が保持する受信レベル情報は、大き
い受信レベル情報へと順次更新され、トレーニングの終了時点では、最大の受信レベル情
報となる。
【０１５４】
　移相器制御部50は、非ビーム形成時ウエイト生成部51、トレーニング時ウエイト生成部
52およびウエイト選択部53を備える。非ビーム形成時ウエイト生成部51、トレーニング時
ウエイト生成部52はそれぞれ、"初期捕捉用ダイバーシチ合成情報生成手段"、"トレーニ
ング用ダイバーシチ合成情報生成手段"として機能し、トレーニング時ウエイト生成部52
は、受信レベル情報比較部41と組み合わされて"ダイバーシチ合成情報最適値生成手段"と
しても機能する。
【０１５５】
　全くの初期状態からダイバーシチ合成情報の最適値への引き込みには、まず、相手側無
線通信装置から少なくとも(アンテナ数+1)個のトレーニングフレームを含むトレーニング
信号を受信することが必要である。しかし、当初から、相手側無線通信装置が送信するト
レーニング信号を受信できるとは限らない。そこで、全くの初期状態でも、自無線通信装
置が送信する少なくとも1個のトレーニング信号((アンテナ数+1)個のトレーニングフレー
ム)を相手側無線通信装置が受信できるようにする。これは、異なるダイバーシチ合成情
報WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭを用いて複数のトレーニング信号を送信し、相手側無線通信
装置がいずれかのトレーニング信号を受信できるようにすることにより実現できる。非ビ
ーム形成時ウエイト生成部51は、このような非ビーム形成時のダイバーシチ合成情報WＡ
１(NB),WＡ２(NB),・・・,WＡＭ(NB)を生成する。このトレーニング信号を送信する際の
ダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭは、任意であるが、トレーニング信号の
送信ごとに変化させることが望ましい。CSMA(Carrier Sense Multiple Access)システム
においては、非ビーム形成時かつ非送受信時のダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,・・・
,WＡＭを時間的にランダムに変化させ、トレーニング信号の送信開始時点でのダイバーシ
チ合成情報WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭを当該トレーニング信号の送信で使用することがで
きる。具体的には、アンテナ数がMの場合、Mビットカウンタを自走クロックで動作させ、
そのM個のカウンタ値を各ダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭとして用いる
ことができる。このランダム変化の時間間隔は、例えば1μs程度に設定すればよい。
【０１５６】
　相手側無線通信装置がいずれかのトレーニング信号を受信してダイバーシチ合成情報の
最適値を決定し、その最適値を設定してトレーニング信号をビームフォーミングして送信
すれば、自無線通信装置は、そのトレーニング信号を受信できる。なお、相手側無線通信
装置から同様にランダムに変化されたダイバーシチ合成情報を用いて送信されるいずれか
のトレーニング信号を受信できれば、自無線通信装置でそのままダイバーシチ合成情報の
最適値への引き込みが行われる。
【０１５７】
　トレーニング時ウエイト生成部52は、トレーニングカウント部64からのトレーニングカ
ウンタ情報に従ってダイバーシチ合成情報WＡ１(TR),WＡ２(TR),・・・,WＡＭ(TR)の各々
WＡｉ(TR)をフレームごとに順次変更し、受信レベル情報比較部41から最適ウエイト更新
信号が出力された時の各ダイバーシチ合成情報WＡｉ(TR)を保持する。なお、ダイバーシ
チ合成情報WＡ１(TR),WＡ２(TR),・・・,WＡＭ(TR)の初期の最適値は、過去の直近のトレ
ーニングによって得られたものとするのが好ましい。そのダイバーシチ合成情報は、ほぼ
最適なものとなっていると考えられるからである。
【０１５８】
　ウエイト選択部53は、非ビーム形成時ウエイト生成部51から出力されるダイバーシチ合
成情報WＡ１(NB),WＡ２(NB),・・・,WＡＭ(NB)あるいはトレーニング時ウエイト生成部52
から出力されるダイバーシチ合成情報WＡ１(TR),WＡ２(TR),・・・,WＡＭ(TR)をビーム形
成有効フラグに基づいて選択し、ダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭとして
出力する。
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【０１５９】
　ビーム形成有効フラグは、初期状態では"無効"(例えば"0")であるが、所定回数、例え
ば(アンテナ数+1)回のトレーニングフレームの受信で"有効"(例えば"1")となる。また、
所定の期間、例えば100msの間にトレーニングフレームを十分に(例えば(アンテナ数+1)回
以上)受信できなかった場合には、ビーム形成有効フラグを"無効"としてもよい。
【０１６０】
　この結果、ウエイト選択部53は、所定回数のトレーニングフレームが受信されるまでは
ダイバーシチ合成情報WＡ１(NB),WＡ２(NB),・・・,WＡＭ(NB)を選択し、それ以降では、
ダイバーシチ合成情報WＡ１(TR),WＡ２(TR),・・・,WＡＭ(TR)を選択する。
【０１６１】
　タイミング部60は、フレーム受信検出部61、フレーム終了検出部62、シーケンス終了検
出部63、トレーニングカウント部64およびビーム形成有効フラグ生成部65を備える。
【０１６２】
　フレーム受信検出部61は、送受信制御情報および受信レベル情報を入力とし、フレーム
受信検出信号を出力する。送受信制御情報は、例えば、無線送信部34がイネーブルとなる
期間に"1"となり、無線受信部36がイネーブルとなる期間に"0"となる信号であり、受信レ
ベル情報は、RSSI(Received Signal Strength Information)情報あるいは無線受信部36が
備えるAGCアンプの利得などの情報である。フレーム受信検出部61は、無線受信部36のイ
ネーブル期間における受信レベルの増加の検出に基づきフレーム受信検出信号を生成する
。
【０１６３】
　フレーム受信検出信号は、1トレーニング期間内最大受信レベル情報保持部42、シーケ
ンス終了検出部63およびトレーニングカウンタ部64に与えられる。フレーム受信検出信号
は、各トレーニングフレームの受信開始を示す信号であり、例えば、受信レベル情報の増
大に基づいて検出された各トレーニングフレームの受信開始タイミングをトリガとして発
生させた所定幅(例えば、1μs)のパルスである。
【０１６４】
　フレーム終了検出部62は、送受信制御情報および受信レベル情報を入力とし、フレーム
終了検出信号をトレーニング時ウエイト生成部52へ出力する。フレーム終了検出信号は、
各トレーニングフレームの受信終了を示す信号であり、例えば、受信レベル情報の減少に
基づいて検出された各トレーニングフレームの受信終了タイミングをトリガとして発生さ
せた所定幅(例えば、1μs)のパルスである。トレーニングシーケンスにおいてACKフレー
ムを用いる場合には、ACKフレームの送信完了を送受信制御情報を用いて検出し、これを
トリガとして前記所定幅のパルスを生成してもよい。
【０１６５】
　送受信制御情報は、送信状態、受信状態、パワーセーブ状態などの無線通信装置の状態
を表す情報である。フレーム受信検出部61およびフレーム終了検出部62は、送受信制御情
報が受信状態になっている場合の受信レベル情報を用いてトレーニングフレームの受信開
始およびトレーニングフレームの受信終了を検出することができる。
【０１６６】
　シーケンス終了検出部63は、シーケンス終了検出信号をトレーニング時ウエイト生成部
52へ出力する。シーケンス終了検出信号は、トレーニングの終了を示す信号であり、例え
ば、フレーム終了検出信号のパルスが発生してから一定期間(例えば、30μs)内にフレー
ム受信検出信号のパルスが発生しないことが検出された時点のタイミングで発生させた所
定幅(例えば、1μs)のパルスである。トレーニングシーケンスにおいてACKフレームを用
いる場合には、ACKフレームの送信完了を送受信制御情報を用いて検出し、これをトリガ
として前記所定幅のパルスを生成することができる。
【０１６７】
　図４に示した例のように、各トレーニングフレームに対してACKフレームを返信するも
のとすると、受信したトレーニングフレームでエラーが発生し、これに対してACKフレー
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ムを返信しない場合、その時点でトレーニングは終了する。これに対応して、ACKフレー
ムの返信タイミングになっても送受信制御情報が受信状態のままであり送信状態に遷移し
ない場合にもシーケンス終了検出信号のパルスを生成してもよい。
【０１６８】
　トレーニングカウント部64は、トレーニングカウンタ情報をトレーニング時ウエイト生
成部52およびビーム形成フラグ生成部65へ出力する。トレーニングカウンタ情報は、トレ
ーニング信号におけるフレーム数のカウント情報であり、例えば、フレーム終了検出信号
によりカウンタのカウント値を1ずつインクリメントし、シーケンス終了検出信号により
該カウンタのカウント値を"0"にクリアすることにより生成される。
【０１６９】
　ビーム形成有効フラグ生成部65は、所定回数のトレーニングフレームが受信されたこと
を示すビーム形成有効フラグをウエイト選択部53へ出力する。ビーム形成有効フラグは、
トレーニングカウンタ部64からのトレーニングカウンタ情報に基づいて生成される。ウエ
イト選択部53は、ビーム形成有効フラグが無効の場合、非トレーニング時ウエイト生成部
51からのダイバーシチ合成情報WＡ１(NB),WＡ２(NB),・・・,WＡＭ(NB)を選択し、ビーム
形成有効フラグが有効の場合、トレーニング時ウエイト生成部52からのダイバーシチ合成
情報WＡ１(TR),WＡ２(TR),・・・,WＡＭ(TR)を選択する。
【０１７０】
　移相器制御部50は、基本的には、トレーニングを通じて受信レベル情報が最大となるダ
イバーシチ合成情報WＡ１(TR),WＡ２(TR),・・・,WＡＭ(TR)を見つけ出すように動作する
。すなわち、受信側の無線通信装置では、トレーニングフレームごとにダイバーシチ合成
情報WＡ１(TR),WＡ２(TR),・・・,WＡＭ(TR)の各ダイバーシチ合成情報WＡｉ(TR)を変更
し、その過程で受信レベル情報が大きくなった時のダイバーシチ合成情報WＡ１(TR),WＡ
２(TR),・・・,WＡＭ(TR)を保持する。トレーニングが終了した時、受信レベル情報が最
大となった時のダイバーシチ合成情報WＡ１(TR),WＡ２(TR),・・・,WＡＭ(TR)が保持され
ている。トレーニングに続くデータの双方向伝送では、保持されているダイバーシチ合成
情報WＡ１(TR),WＡ２(TR),・・・,WＡＭ(TR)を読み出してウエイト処理部に与える。
【０１７１】
　図８は、図７のビーム形成用ウエイト生成部38の動作の一例を示すタイミングチャート
であり、図９は、各アンテナA１,A２,A３,A４の信号A1,A2,A3,A4がダイバーシチ合成(ベ
クトル加算)されてダイバーシチ合成受信信号が生成される様子を示す図である。ここで
は、無線通信装置のアンテナ数が4であり、各アンテナA１,A２,A３,A４の信号に対するダ
イバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,WＡ３,WＡ４が1ビットである場合を想定している。また
、受信レベルが大きいほど受信レベル情報の値が大きくなるとしている。この場合、ウエ
イト処理部は、アンテナ数分の1ビット移相器で構成され、各移相器は各1ビットのダイバ
ーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,WＡ３,WＡ４に応じて、例えば、ダイバーシチ合成情報が"0"
の場合には移相量0度、"1"の場合には移相量180度に制御される。
【０１７２】
　無線通信装置は、通信相手の無線通信装置からのトレーニングフレーム1を現状のダイ
バーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,WＡ３,WＡ４を用いてダイバーシチ受信し、トレーニング
フレーム2-1～2-4を、ダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,WＡ３,WＡ４の各ダイバーシチ
合成情報WＡｉを変更しながら順次ダイバーシチ受信する。そして、そのときの受信レベ
ル情報に基づいて最終的にダイバーシチ合成情報の最適値WＡ１,WＡ２,WＡ３,WＡ４を決
定する。これにより決定されたダイバーシチ合成情報の最適値WＡ１,WＡ２,WＡ３,WＡ４

をデータ送受信時のビームフォーミングおよびダイバーシチ合成に用いる。
【０１７３】
　トレーニングフレーム1は、実際にトレーニングが実行される先頭フレームであり、こ
れを受信してからトレーニングが開始されると共に、そのときの受信レベル情報が測定さ
れる。トレーニングフレーム1には送信元アドレス、送信先アドレスおよびフレーム種別
などの情報を含ませることができ、これを用いて現状のダイバーシチ合成情報でダイバー
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シチ受信した時の受信レベル情報が取得される。後続するトレーニングフレーム2-1～2-4
は、ダイバーシチ合成情報を所定のアルゴリズムで変更してダイバーシチ受信した時の受
信レベル情報を測定するために用いられる。
【０１７４】
　受信レベル情報は、無線受信部のAGCアンプにおいて利得調整が起動された場合、通常
、比較的短時間(例えば、10μs)に変化する。AGCアンプの利得調整は、トレーニングフレ
ームの受信開始または受信終了でも発生するが、それ以外にも、例えば、ノイズの影響に
より発生する場合もある。また、トレーニングフレームの受信開始でAGCアンプの利得調
整が起動された後、フレームヘッダの受信に失敗した場合では、該フレーム受信期間にお
いてAGCアンプの利得調整が複数回起動される場合もある。受信レベル情報の測定では、
これらの点を考慮する。
【０１７５】
　まず、トレーニングカウンタ情報が"0"の時、トレーニング時ウエイト生成部52は、ダ
イバーシチ合成情報0(W１=1,W２=0,W３=1,W４=1)を生成し、通信相手の無線通信装置から
のトレーニングフレーム1をこのダイバーシチ合成情報0を用いてをダイバーシチ受信する
。ダイバーシチ合成情報0は、例えば、過去の直近のトレーニングによって得られ、前の
データフレームの受信時に用いられたものが好ましい。過去においてビームフォーミング
がなされている場合、その時のダイバーシチ合成情報は、今回でもほぼ最適となっている
と考えられるからである。過去においてビームフォーミングがなされていない場合には、
任意のダイバーシチ合成情報を用いることができる。このときの受信レベル情報(100)が1
トレーニング期間内最大受信レベル情報保持部42で保持される。図９(a)は、このときの
各アンテナA１,A２,A３,A４の受信信号のダイバーシチ合成(ベクトル加算)を示している
。なお、フレーム1を受信する前の受信レベル情報は"5"である。これは、熱雑音レベルに
相当する。また、トレーニングフレーム1を受信してから次のトレーニングフレーム2-1を
受信するまでの期間の受信レベル情報は"3"に低下する。これも熱雑音レベルに相当する
。以下同様に、トレーニングフレームの受信間で熱雑音が発生する。
【０１７６】
　次に、トレーニングフレーム1のフレーム終了が検出され、トレーニングカウンタ情報
が"1"になると、トレーニング時ウエイト生成部52は、ダイバーシチ合成情報1(W１=0,W２
=0,W３=1,W４=1)を生成する。ダイバーシチ合成情報1は、ダイバーシチ合成情報W１だけ
が反転されたものである。ダイバーシチ合成情報1を用いてトレーニングフレーム2-1を受
信した時の受信レベル情報(88)は、ダイバーシチ合成情報0の時の受信レベル情報(100)よ
り低下している。図９(b)は、このときの各アンテナA１,A２,A３,A４の受信信号のダイバ
ーシチ合成を示している。この受信レベル情報の変化は、伝送路の変化によるものではな
く、ダイバーシチ合成情報を変化させたことによるものである。ダイバーシチ合成情報1
の時の受信レベル情報(88)は、ダイバーシチ合成情報0の時の受信レベル情報(100)より低
下しているので、ダイバーシチ合成情報W１を"1"に決定する。1トレーニング期間内最大
受信レベル情報保持部42で保持される受信レベル情報は、"100"のまま更新されない。
【０１７７】
　次に、トレーニングカウンタ情報が"2"になると、トレーニング時ウエイト生成部52は
、ダイバーシチ合成情報2(W１=1,W２=1,W３=1,W４=1)を生成する。ダイバーシチ合成情報
2は、ダイバーシチ合成情報0においてダイバーシチ合成情報W2だけが反転されたものであ
る。ダイバーシチ合成情報2を用いてトレーニングフレーム2-2を受信した時の受信レベル
情報(70)も、ダイバーシチ合成情報0の時の受信レベル情報(100)より低下している。図９
(c)は、このときの各アンテナA１,A２,A３,A４の受信信号のダイバーシチ合成を示してい
る。ダイバーシチ合成情報2の時の受信レベル情報(70)も、ダイバーシチ合成情報0の時の
受信レベル情報(100)より低下しているので、ダイバーシチ合成情報W２を"0"に決定する
。1トレーニング期間内最大受信レベル情報保持部42で保持される受信レベル情報は、"10
0"のまま更新されない。
【０１７８】



(42) JP 4539891 B2 2010.9.8

10

20

30

40

50

　次に、トレーニングカウンタ情報が"3"になると、トレーニング時ウエイト生成部52は
、ダイバーシチ合成情報3(W１=1,W２=0,W３=0,W４=1)を生成する。ダイバーシチ合成情報
3は、ダイバーシチ合成情報0においてダイバーシチ合成情報W３だけが反転されたもので
ある。ダイバーシチ合成情報3を用いてトレーニングフレーム2-3を受信した時の受信レベ
ル情報(102)は、ダイバーシチ合成情報0の時の受信レベル情報(100)より増大している。
図９(d)は、このときの各アンテナA１,A２,A３,A４の受信信号のダイバーシチ合成を示し
ている。ダイバーシチ合成情報3の時の受信レベル情報(102)は、ダイバーシチ合成情報0
の時の受信レベル情報(100)より増大しているので、ダイバーシチ合成情報W３を"0"に決
定する。1トレーニング期間内最大受信レベル情報保持部42で保持される受信レベル情報
は、"102"に更新される。また、最適ウエイト更新信号は、トレーニングフレーム2-1以降
のフレーム受信検出信号が出力された後、当該トレーニングフレームの受信レベル情報が
それまでの最大受信レベル情報を上回った時点で出力される。トレーニングフレーム2-3
の受信中に、受信レベル情報比較部41から最適ウエイト更新信号が出力されるので、トレ
ーニング時ウエイト生成部52は、ダイバーシチ合成情報3(W１=1,W２=0,W３=0,W４=1)を記
憶する。
【０１７９】
　次に、トレーニングカウンタ情報が"4"になると、トレーニング時ウエイト生成部52は
、ダイバーシチ合成情報4(W１=1,W２=0,W３=0,W４=0)を生成する。ダイバーシチ合成情報
4は、ダイバーシチ合成情報3においてダイバーシチ合成情報W４だけが反転されたもので
ある。ダイバーシチ合成情報4を用いてトレーニングフレーム2-4を受信した時の受信レベ
ル情報(90)は、ダイバーシチ合成情報3の時の受信レベル情報(102)より低下している。図
９(e)は、このときの各アンテナA１,A２,A３,A４の受信信号のダイバーシチ合成を示して
いる。ダイバーシチ合成情報4の時の受信レベル情報(90)は、ダイバーシチ合成情報3の時
の受信レベル情報(102)より低下しているので、ダイバーシチ合成情報W４を"1"に決定す
る。1トレーニング期間内最大受信レベル情報保持部42で保持される受信レベル情報は、"
102"のまま更新されない。
【０１８０】
　トレーニングフレーム2-4に対するフレーム終了検出信号が出力された時、トレーニン
グカウンタ情報が"5"になり、次のトレーニングフレームの受信に備えて、ダイバーシチ
合成情報3においてダイバーシチ合成情報W１だけが反転されたダイバーシチ合成情報W１=
0,W２=0,W３=0,W４=1に変更される。しかし、直後のトレーニングフレームはなく、シー
ケンス終了検出信号が出力されるので、次のデータフレームの送信および受信に備えてダ
イバーシチ合成情報は、W１=1,W２=0,W３=0,W４=1が最適値として設定される。
【０１８１】
　以上のトレーニングにより、ダイバーシチ合成情報3(W１=1,W２=0,W３=0,W４=1)が受信
レベル情報を最大とすること、すなわち、ダイバーシチ合成情報3がダイバーシチ合成情
報の最適値であることが分かる。このダイバーシチ合成情報の最適値3(W１=1,W２=0,W３=
0,W４=1)をウエイト処理部へ出力し、ダイバーシチ合成情報の最適値3を用いて、続くデ
ータフレーム送受信時のビームフォーミングおよびダイバーシチ合成を行う。
【０１８２】
　伝送路の状況は時間とともに変化するので、ダイバーシチ合成情報W１,W２,W３,W４は
常に最適化しつづける必要がある。トレーニングでは、以上のようにして、複数のトレー
ニングフレームを受信し、大きな受信レベル情報が得られるダイバーシチ合成情報が見つ
かれば、このダイバーシチ合成情報を最適なダイバーシチ合成情報として設定し直す。
【０１８３】
　このように、トレーニング中に各アンテナの信号に対するダイバーシチ合成情報を順次
変更し、そのときの受信レベル情報を調べるというアルゴリズムに従って常にダイバーシ
チ合成情報の最適値を見つけ出し、これをデータ送受信時のダイバーシチ合成情報の最適
値として用いる。これによれば、最短で、(アンテナ数+１)個のトレーニングフレームに
より各アンテナの信号に対するダイバーシチ合成情報の最適値を決定できる。
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【０１８４】
　以上では、無線通信装置のウエイト処理部の乗算器が1ビット移相器であり、等利得合
成でダイバーシチ合成を行う場合の、ダイバーシチ合成情報の最適値決定動作について説
明した。
【０１８５】
　しかし、ウエイト処理部の乗算器は、1ビット移相器に限られるものではなく、ｎ(ｎは
２以上の自然数)ビット移相器でもよい。例えば、ｎ＝２の場合、ダイバーシチ合成情報
は"00" ("0")，"01" ("1") ，"10" ("2")，"11" ("3")の２ビットであり、入力信号は、
例えば、ダイバーシチ合成情報"00"，"01" ，"10"，"11"に応じて、そのまま、＋９０度
回転、位相反転あるいは－９０度回転して出力される。
【０１８６】
　ｎ(ｎは２以上の自然数)ビット移相器を用いる場合でも、第１実施形態と同様に、ダイ
バーシチ合成情報を順次変更し、そのときの受信レベル情報を調べるというアルゴリズム
に従って常にダイバーシチ合成情報の最適値を見つけ出し、これをデータ送受信時のダイ
バーシチ合成情報の最適値とすることができる。
【０１８７】
　以下に説明する第２実施形態では、ウエイト処理部11の乗算器にｎ（ｎは２以上の自然
数）ビット移相器を用い、等利得合成でダイバーシチ合成を行う場合のダイバーシチ合成
情報の最適値を決定する。
【０１８８】
　上述したように、ウエイト処理部11の乗算器にｎ（ｎは２以上の自然数）ビット移相器
を用いる場合でも、ダイバーシチ合成情報を順次変更し、そのときの受信レベル情報を調
べるというアルゴリズムに従って常にダイバーシチ合成情報の最適値を見つけ出すことが
できる。しかし、以下に説明する第２実施形態では、(アンテナ数+１)個のトレーニング
サブ信号により各アンテナの信号に対するダイバーシチ合成情報の最適値を決定できるよ
うにしている。
【０１８９】
　ダイバーシチ合成情報の最適値決定動作はｎの値にはよらないが、簡単のためｎ＝２と
し、図１０に示すトレーニング信号を用いるものとする。トレーニング信号は、現状のダ
イバーシチ合成情報でダイバーシチ受信した時のベースバンド受信IQ情報もしくはベース
バンド受信IQ情報と受信レベル情報の両方、および現状のダイバーシチ合成情報を所定の
アルゴリズムで変更してダイバーシチ受信した時のベースバンド受信IQ情報もしくはベー
スバンド受信IQ情報と受信レベル情報の両方を得るために用いられる。
【０１９０】
　ここで、ベースバンド受信IQ情報とは、ベースバンド送信IQ信号とベースバンド受信IQ
信号の間における複素伝達関数となる情報であり、例えば、各トレーニングフレームに含
まれるプリアンブルに対応したベースバンド受信IQ信号そのものである。後述するように
、ベースバンド受信IQ信号に代えて、ベースバンド受信IQ信号と予め定められた特定情報
系列の相関情報を用いることもできる。
【０１９１】
　各無線通信装置は、1トレーニング期間内のトレーニング信号を受信することにより、
その時点での、ダイバーシチ受信状態を最良化するダイバーシチ合成情報の最適値を決定
できる。
【０１９２】
　本例のトレーニング信号(図１０)は、1トレーニング期間内に、複数のトレーニングフ
レーム1,2-1～2-4を含む。この場合、トレーニングサブ信号は、各々のトレーニングフレ
ームである。
【０１９３】
　このような信号の具体例としては、IEEE802.11n (Draft 5.0)におけるアンテナ選択信
号があり、トレーニング信号としてこのような信号を用いることができる。本例のトレー
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ニング信号では、ACKフレームは使用されず、常に(受信側の無線通信装置のアンテナ数＋
１)個のトレーニングフレームが断続的に送信される。
【０１９４】
　先頭のトレーニングフレーム1には送信元アドレス、送信先アドレスおよびフレーム種
別などの情報を含ませることができる。このトレーニングフレーム1を用いて、現状のダ
イバーシチ合成情報でダイバーシチ受信した時のベースバンド受信IQ情報もしくはベース
バンド受信IQ情報と受信レベル情報の両方を取得する。
【０１９５】
　トレーニングフレーム2-1～2-4は、ダイバーシチ合成情報を所定のアルゴリズムで変更
してダイバーシチ受信した時のベースバンド受信IQ情報もしくはベースバンド受信IQ情報
と受信レベル情報の両方を取得するためものである。
【０１９６】
　以下では、ベースバンド受信IQ情報と受信レベル情報の両方を取得してダイバーシチ合
成情報の最適値を決定する場合について説明する。
【０１９７】
　第２実施形態の無線通信システムの構成は図１と同じである。図１において、例えば、
無線通信装置Aにおけるダイバーシチ合成情報の最適値を決定する場合、無線通信装置Aは
、無線通信装置Bが送信するトレーニングフレーム1,2-1～2-4をダイバーシチ受信する。
トレーニングフレーム1は、現状のダイバーシチ合成情報WＡ１, WＡ２,・・・, WＡＭを
用いてダイバーシチ受信され、トレーニングフレーム2-1～2-4は、現状のダイバーシチ合
成情報WＡ１, WＡ２,・・・, WＡＭを所定のアルゴリズムで変更したダイバーシチ合成情
報WＡ１, WＡ２,・・・, WＡＭを用いてダイバーシチ受信される。これらのダイバーシチ
受信で得られるベースバンド受信IQ情報と受信レベル情報の両方に基づいてダイバーシチ
合成情報WＡ１, WＡ２,・・・, WＡＭの最適値が決定される。
【０１９８】
　また、無線通信装置Bは、過去の直近のトレーニングで取得された、ほぼ最適のダイバ
ーシチ合成情報を用いてトレーニング信号を各アンテナB１, B２,・・・, B Ｎから送信
する。この無線通信装置Bのダイバーシチ合成情報は、無線通信装置Aが、その時点でのダ
イバーシチ合成情報の最適値に更新する1トレーニング期間中で固定とする。なお、無線
通信装置A,B間の通信が全くの初期状態からである場合、無線通信装置A,Bは、後述するよ
うに、トレーニング信号を互いに送受信してダイバーシチ合成情報の最適値への引き込み
を可能にする。
【０１９９】
　無線通信装置Aは、まず、無線通信装置Bの各アンテナB１,B２,・・・,BＮから送信され
た最初のトレーニングフレーム1をM本のアンテナA１,A２,・・・,AＭで受信する。ウエイ
ト処理部11の各乗算器は、各アンテナA１,A２,・・・,AＭからの各受信信号にダイバーシ
チ合成情報WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭを乗算する。
【０２００】
　各乗算器は、ダイバーシチ合成情報が"00"であれば、入力信号をそのまま出力し、ダイ
バーシチ合成情報が"01"であれば、入力信号を＋９０度回転して出力する。また、ダイバ
ーシチ合成情報が"10"あるいは"11"の場合には、各々、入力信号を位相反転、－９０度回
転して出力する。最初のトレーニングフレーム1を受信する時のダイバーシチ合成情報WＡ
１,WＡ２,・・・,WＡＭとしては、過去の直近のトレーニングで取得されたものを用いる
。この、ダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭは、現状でも、ほぼ最適値とな
っていると考えられる。しかし、この時に用いるダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,・・
・,WＡＭは、任意に設定することができる。このダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,・・
・,WＡＭは、後述するように、続く複数のトレーニングフレーム2-1～2-4のダイバーシチ
受信後にさらに最適値へと更新される。
【０２０１】
　RF信号分配・合成部12は、ウエイト処理部11によりダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,
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・・・,WＡＭが乗算された受信信号を加算してダイバーシチ合成受信信号RＡを生成する
。
【０２０２】
　次に、1つのアンテナ、例えばアンテナA１の信号に対するダイバーシチ合成情報WＡ１

だけを先のダイバーシチ合成情報の最適値WＡ１から位相反転させる。この新しいダイバ
ーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭを用いて、引き続くトレーニングフレーム2-1
をダイバーシチ受信し、このときのベースバンド受信IQ情報と受信レベル情報の両方を取
得する。
【０２０３】
　次に、アンテナA１以外の1つのアンテナ、例えばアンテナA２の信号に対するダイバー
シチ合成情報WＡ２だけを先のダイバーシチ合成情報の最適値WＡ２から位相反転させる。
この新しいダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭを用いて、引き続くトレーニ
ングフレーム2-2をダイバーシチ受信し、この時のベースバンド受信IQ情報と受信レベル
情報の両方を取得する。
【０２０４】
　同様に、トレーニングフレーム2-3,2-4を順次受信し、この時のベースバンド受信IQ情
報と受信レベル情報の両方を取得する。
【０２０５】
　このように、トレーニングフレーム1,2-1～2-Mを順次受信し、その度に、アンテナA１,
A２,・・・,AＭの信号に対するダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭを1つず
つ順次変更(位相反転)し、この時のベースバンド受信IQ情報と受信レベル情報の両方を取
得する。
【０２０６】
　以上では、トレーニング信号として複数のトレーニングフレームを用いる場合について
説明した。ただし、トレーニング信号としては、それを用いてベースバンド受信IQ情報と
受信レベル情報の両方を取得できるものであればよく、任意のフレーム、シンボル、サブ
キャリア、拡散信号等を用いることができる。図１１は、複数のトレーニングシンボルか
らなるトレーニング信号の例を示す。この場合、トレーニングサブ信号は、各々のトレー
ニングシンボルであり、それらのシンボルは受信側において既知である。この場合、トレ
ーニングシンボル1を用いて、現状のダイバーシチ合成情報でダイバーシチ受信した時の
ベースバンド受信IQ情報と受信レベル情報の両方を取得する。また、トレーニングシンボ
ル2-1～2-4を用い、ダイバーシチ合成情報を所定のアルゴリズムで変更してダイバーシチ
受信した時のベースバンド受信IQ情報と受信レベル情報の両方を取得する。
【０２０７】
　図１２は、送信側からベースバンド送信IQ情報"１"を送信したときの受信側での受信情
報を模式的に表したものである。ここでは、無線通信装置のアンテナ数を４本とし、各ア
ンテナA１,A２,・・・,A4の受信情報をA1,A2,・・・,A4と表記している。これは、図９と
同様である。
【０２０８】
　同図(ａ)は、トレーニングフレーム１に対する受信情報rA1の一例であり、同図(ｂ)～(
ｅ)は、トレーニングフレーム2-1～2-4 の受信情報rA2-1, rA2-2,・・・, rA2-4の一例で
ある。各トレーニングフレームに含まれるプリアンブル等の既知パターンに対するベース
バンド受信IQ信号から受信情報rA1, rA2-1, rA2-2,・・・, rA2-4を求めることができる
。また、各フレーム受信におけるAGC利得の情報等を用いて各フレームの受信レベル情報
、すなわち、受信情報rA1, rA2-1, rA2-2,・・・, rA2-4の振幅の情報を得ることができ
る。
【０２０９】
　トレーニングフレーム１では、受信信号A1,A2,・・・,A4をベクトル加算したものが受
信される。トレーニングフレーム2-1では受信信号-A1（A1の反転ベクトル）,A2,・・・,A
4をベクトル加算したものが受信される。トレーニングフレーム2-2では受信信号A1, -A2
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（A2の反転ベクトル）,・・・,A4をベクトル加算したものが受信される。トレーニングフ
レーム2-3、2-4についても同様である。無線通信装置Aにおいて、トレーニング信号の各
トレーニングフレームに対するベースバンド受信IQ情報と受信レベル情報の両方を用いて
アンテナA１,A２,・・・,AＭの信号に対するダイバーシチ合成情報の最適値WＡ１,WＡ２,
・・・,WＡＭを決定する。その決定手法については後述する。
【０２１０】
　その後、無線通信装置Aは、このダイバーシチ合成情報の最適値WＡ１,WＡ２,・・・,W

ＡＭを用いて、無線通信装置Bに対してトレーニングフレーム1,2-1～2-4を送信する。今
度は、無線通信装置Bが、無線通信装置Aの各アンテナA１,A２,・・・,AＭから送信された
トレーニングフレーム1,2-1～2-4を受信し、アンテナB１,B２,・・・,BＮの信号に対する
ダイバーシチ合成情報の最適値WＢ１,WＢ２,・・・,WＢＮを決定する。その動作は、無線
通信装置Aの動作と同じである。　さらに、無線通信装置A,B間で双方向のトレーニング信
号伝送を行って、ダイバーシチ合成情報の最適値WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭおよびWＢ１,
WＢ２,・・・,WＢＮをより最適化することができる。
【０２１１】
　無線通信装置A,Bは、データ送受信に際し、以上のようにして決定したダイバーシチ合
成情報の最適値WＡ１,WＡ２,・・・,WＡ４およびWＢ１,WＢ２,・・・,WＢ４を用いて、ビ
ームフォーミングおよびダイバーシチ合成を行う。
【０２１２】
　さて、アンテナA１,A２,・・・,AＭの信号に対するダイバーシチ合成情報の最適値WＡ
１,WＡ２,・・・,WＡＭは、以上のようにして得られたベースバンド受信IQ情報および受
信レベル情報の両方を用いて、以下のようにして決定できる。
【０２１３】
　トレーニングフレーム１の受信におけるベースバンド受信IQ情報rA1は、式(1)で表され
る。
【０２１４】
【数１】

【０２１５】
　ここで、C1は、トレーニングフレーム１の受信における無線通信装置Aの受信系での利
得である。C1による規格化により、ベースバンド受信IQ情報rA1は、受信レベルによらず
、ほぼ一定の大きさとなる。
【０２１６】
　一方、トレーニングフレーム2-1～2-4受信におけるベースバンド受信IQ情報rA2-1, rA2
-2,・・・, rA2-4は、式(2)で表される。
【０２１７】
【数２】

【０２１８】
　ここで、C2-1,C2-2,・・・,C2-4は、トレーニングフレーム2-1～2-4の受信における無
線通信装置Aの受信系での利得である。C2-1,C2-2,・・・,C2-4による規格化により、ベー
スバンド受信IQ情報rA2-1,rA2-2,・・・,rA2-4は、受信レベルによらず、ほぼ一定の大き
さとなる。
【０２１９】
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　受信系での利得CX は、受信レベル情報PXから式(3)で求めることができる。
【０２２０】
【数３】

【０２２１】
　ここで、kは定数である。式(3)を式(1),(2)に代入することにより、式(4)が得られる。
【０２２２】

【数４】

【０２２３】
　式(4)より、式(5)が得られる。
【０２２４】
【数５】

【０２２５】
　ここで、A1,A2,・・・,A4は複素ベクトルであり、これらの位相をそれぞれθ1,θ2,・
・・,θ4とする。
【０２２６】
　４つのベクトルA1,A2,・・・,A4の位相が同一となるように、ダイバーシチ合成情報WＡ
１,WＡ２,・・・,WＡ4を更新することにより、ダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,・・・
,WＡ4を最適化できる。
【０２２７】
　例えば、トレーニングフレーム１の受信情報rA1に、これらの４つのベクトルの向きを
合わせることにより、ダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,・・・,WＡ4を最適化できる。
この場合、受信情報rA1の位相をθ0とすると、ダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,・・・
,WＡ4を式(6)により更新すればよい。
【０２２８】

【数６】

【０２２９】
　θ0,θ1, θ2,・・・, θ4は、式(7)で与えられる。ただし、実際には、θ0,θ1, θ2,
・・・, θ4をｎビットで量子化した位相がダイバーシチ合成情報として使用される。
【０２３０】
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【数７】

【０２３１】
　以上では、ダイバーシチ合成情報の最適値WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭを決定するために
ベースバンド受信IQ情報と受信レベル情報の両方を得ているが、受信レベル情報を用いな
くてもダイバーシチ合成情報の最適値WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭを決定できる。例えば、
図１１のトレーニング信号を用いる場合、フレーム先頭のトレーニングフィールドの一部
を用いて受信AGC動作は完了するので、トレーニングシンボル1,2-1～2-4受信時の利得は
同一(C1=C2-1=C2-2= C2-３=C2-4)となる。トレーニングシンボル1,2-1～2-4受信における
ベースバンド受信IQ情報rA1,rA2-1,rA2-2,・・・,rA2-4は、式(8)で表され、ベースバン
ド受信IQ情報rA1,rA2-1,rA2-2,・・・,rA2-4のみから各アンテナの相対的な受信信号を求
めることができる。
【０２３２】
【数８】

【０２３３】
　また、ダイバーシチ合成受信信号と予め定められた情報系列の相関情報もしくは該相関
情報と受信レベル情報の両方に基づいてダイバーシチ合成情報の最適値WＡ１,WＡ２,・・
・,WＡＭを決定することもできる。
【０２３４】
　例えば、図１０のトレーニング信号を用いる場合、ダイバーシチ合成受信信号と予め定
められた情報系列の相関情報と受信レベル情報の両方を用いてダイバーシチ合成情報の最
適値WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭを決定することができる。
【０２３５】
　図１３は、無線LANで使用されるバースト検出、AGC動作およびタイミング同期のための
プリアンブルにおけるベースバンドIQ信号を示す。ここでは、基本パターンの約4周期分
を図示しているが、無線LANでは基本パターンの10周期分がプリアンブルとして送信され
る。受信側では、バースト検出後に、まず、AGC動作を行う。また、タイミング同期のた
めに、ベースバンド受信IQ信号と、基本パターンの複素共役となる信号との相関演算を行
う。図１４は、マルチパス波が存在しない場合の、相関演算の出力信号を示す。
【０２３６】
　例えば、図１０のトレーニング信号を用いる場合には、相関ピークのタイミングでの上
記相関演算の出力信号を式(5)におけるベースバンド受信IQ情報rA1,rA2-1,rA2-2,・・・,
rA2-4の代わりに用いることができる。
【０２３７】
　相関ピークのタイミングでの上記相関演算の出力信号をrA1,rA2-1,rA2-2,・・・,rA2-4
とし、出力信号rA1の位相をθ0とすると、この場合でも、ダイバーシチ合成情報WＡ１,W

Ａ２,・・・,WＡ4を式(6)により更新すればよい。
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【０２３８】
　また、例えば、図１１のトレーニング信号を用いる場合、フレーム先頭のトレーニング
フィールドの一部を用いて受信AGC動作は完了するので、トレーニングシンボル1,2-1～2-
4受信時の利得は同一(C1=C2-1=C2-2= C2-３=C2-4)となる。したがって、トレーニングシ
ンボル1,2-1～2-4受信における、相関ピークのタイミングでの上記相関演算の出力信号rA
1,rA2-1,rA2-2,・・・,rA2-4から各アンテナの相対的な受信信号を求めることができる。
【０２３９】
　相関ピークのタイミングでの上記相関演算の出力信号は、時間的に積分された情報であ
り、これを用いることにより、熱雑音あるいは干渉信号の影響を低減しつつ、ダイバーシ
チ合成情報の最適値WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭを決定することができる。
【０２４０】
　図１５は、無線通信装置Aにおけるダイバーシチ合成情報の最適値決定処理を示すフロ
ーチャートである。ここでは、アンテナ数をMとし、ウエイト処理部11の乗算器としてｎ(
ｎは２以上の自然数)ビット移相器を用いた場合のフローを示している。
【０２４１】
　先頭のトレーニングフレーム1が受信されると(S11)、まず、ダイバーシチ合成情報の最
適値W=(W１, W２,・・・, WＭ)を用いて先頭のトレーニングフレーム1をダイバーシチ受
信してベースバンド受信IQ情報r1および受信レベル情報P1を取得する。また、変数iに1を
代入(i←1)する(S12)。変数iは、以下のステップからなるループをアンテナ数M回だけ行
わせることを規定する。なお、ここでのW=(W１, W２,・・・, WＭ)はそれぞれ、ダイバー
シチ合成情報の初期値である。ここではウエイト処理部11の乗算器がｎビット移相器であ
る場合を想定しているので、ダイバーシチ合成情報の各々W１,W２,・・・,WＭは、ｎビッ
ト情報である。
【０２４２】
　次に、トレーニングフレーム2-i が受信されると(S13)、i番目のダイバーシチ合成情報
Wｉを反転させたダイバーシチ合成情報Wでトレーニングフレーム2-iを受信してベースバ
ンド受信IQ情報r2-iおよび受信レベル情報P2-iを取得する(S14)。また、S14では、さらに
変数iを1だけインクリメントする(i←i+1)。次に、変数iがアンテナ数M以下か否かを判定
する(S15)。S15で、変数iがアンテナ数M以下と判定されれば、S13に戻って処理を繰り返
し、変数iがアンテナ数M以下でないと判定されれば、S12およびS14で取得したベースバン
ド受信IQ情報 r1,r2-1,r2-2,・・・,r2-4および受信レベル情報 P1,P2-1,Pr2-2,・・・,P

2-4を用いてダイバーシチ合成情報WＡ２,WＡ３,・・・,WＡＭを更新する(S16)。トレーニ
ングフレーム2-i が受信されなければ、ベースバンド受信IQ情報r2-iを0とし、受信レベ
ル情報P2-iを1とし、また、変数iに1+1を代入(i←i+1)する(S17)
【０２４３】
　以上のフローにより、各アンテナA１,A２,・・・,AＭの信号に対するダイバーシチ合成
情報WＡ２,WＡ３,・・・,WＡＭを最適化できる。したがって、アンテナ数がMの場合、ｎ(
ｎは２以上の自然数)ビット移相器を用いた場合においても、合計(M+1)個のフレームのダ
イバーシチ受信によりダイバーシチ合成情報W=(W１,W２,・・・,WＭ)を最適化できる。
【０２４４】
　図１６は、本発明に係る無線通信装置の第２実施形態の構成を示すブロック図である。
なお、図１６において、図６と同一あるいは同等部分には同じ符号を付してある。
【０２４５】
　第２実施形態の無線通信装置Aは、M本(Mは2以上の整数)のアンテナA１～AＭ、ダイバー
シチ回路10および送受信回路13を備える。ダイバーシチ回路10は、ウエイト処理部11およ
びRF信号分配・合成部12を備える。ダイバーシチ回路10は、ダイバーシチ合成情報の最適
値を用いてビームフォーミングおよびダイバーシチ合成を行ってトレーニング信号やデー
タの送受信を行う。
【０２４６】
　送受信回路13は、ベースバンド変調部31、トレーニング信号生成部32、信号合成部33、
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無線送信部34、デュプレクサ35、無線受信部36、送受信制御部37、ビーム形成用ウエイト
生成部38およびベースバンド復調部39を備える。上記の各部のうち、ウエイト処理部11お
よびビーム形成用ウエイト生成部38以外は、一般的な無線通信装置が備える構成要素であ
る。ここでは、ダイバーシチ回路10をRF帯で動作させ、送受信回路13が1つだけで済むよ
うにしている。すなわち、無線通信装置Aは、1つだけの送受信系統だけを用いてマルチア
ンテナでのビームフォーミングおよびダイバーシチ受信を行う。
【０２４７】
　ベースバンド変調部31は、送信データを入力とし、変調信号を出力する。変調信号は、
ベースバンドIQ信号である。このベースバンドIQ信号は、信号合成部33を介して無線送信
部34に入力される。
【０２４８】
　トレーニング信号生成部32は、トレーニングを実行させ、相手側無線通信装置がビーム
フォーミングするために必要なトレーニング信号を生成する。ここで生成されるトレーニ
ング信号は、ベースバンドIQ信号であり、このベースバンドIQ信号も信号合成部33を介し
て無線送信部34に入力される。
【０２４９】
　信号合成部33は、ベースバンド変調部31からのベースバンドIQ信号とトレーニング信号
生成部32からのベースバンドIQ信号を時間的に合成して出力する。信号合成部33は、ベー
スバンド変調部31からベースバンドIQ信号が出力される場合には、この信号をベースバン
ド送信IQ信号として出力し、トレーニング信号生成部32からベースバンドIQ信号が出力さ
れる場合には、この信号を出力する。実際的には、トレーニング用送信データ生成部を具
備させ、この出力信号と送信データを時間的に合成した信号をベースバンド変調部31に印
加し、この出力を直接無線送信部34へ与えてよい。このようにすると、ベースバンド変調
部31は、送信データの変調用としてだけでなく、トレーニング信号の変調用としても利用
でき、これにより構成を簡単にし、コストおよび消費電力を低減できる。
【０２５０】
　無線送信部34は、信号合成部33を通して入力される信号をRF帯に周波数変換し、RF送信
信号としてデュプレクサ35に入力する。すなわち、無線送信部34は、送信データおよびト
レーニング信号をRF帯に周波数変換する。
【０２５１】
　デュプレクサ35は、TDD(Time Division Duplex)伝送におけるRF送信信号の送信とRF受
信信号の受信を切り替える。例えば、送受信制御部37から送信期間に"1"となり、受信期
間に"0"となる送受信制御情報を受け、送受信制御情報が"1"の場合には無線送信部34から
のRF送信信号をRF信号分配・合成部12に出力し、送受信制御情報が"0" の場合にはRF信号
分配・合成部12からのRF受信信号を無線受信部36に出力する。
【０２５２】
　無線受信部36は、デュプレクサ35からのRF受信信号を入力とし、これを周波数変換して
出力する。また、無線受信部36は、RF受信信号の各トレーニングフレームについての受信
レベル情報を出力する。すなわち、無線受信部36は、RF受信データをベースバンドIQ信号
に復調し、また、トレーニング信号の各トレーニングフレームから受信レベル情報を取得
する。トレーニング信号をベースバンドIQ信号に復調してから受信レベル情報を取得する
場合には、RF受信データの復調およびRFトレーニング信号の復調を1つの復調器で行うこ
とができる。このベースバンド受信IQ信号は、ベースバンド復調部39およびビーム形成用
ウエイト生成部38の両方に入力される。
【０２５３】
　一方、受信レベル情報は、ビーム形成用ウエイト生成部38に入力される。受信レベル情
報は、ダイバーシチ合成受信信号の各トレーニングフレームについての受信レベルに関連
する情報ならば如何なるものでもよく、例えば、RSSI(Received Signal Strength Inform
ation)情報、あるいはそれをレベルに変換した情報、無線受信部36が備えるAGCアンプの
利得、あるいはそれをレベルに変換した情報などを用いることができる。受信レベル情報
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としてRSSI情報を用いる場合は、受信レベル情報は無線受信部36から出力されるが、AGC
アンプの利得、あるいはそれをレベルに変換した情報などを用いる場合は、受信レベル情
報はベースバンド復調部39から出力される。図１６は、受信レベル情報としてRSSI情報を
用いる場合について示している。
【０２５４】
　送受信制御部37は、無線通信装置の必須の構成要素である無線アクセス制御部の一部で
あり、例えば、送信期間に"1"となり、受信期間に"0"となる送受信制御情報をデュプレク
サ35およびビーム形成用ウエイト生成部38に出力する。
【０２５５】
　ビーム形成用ウエイト生成部38は、送受信制御部37から出力される送受信制御情報およ
び受信レベル情報に基づき、トレーニング信号の各トレーニングフレームに対して異なる
ダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭを生成し、無線受信部36から出力される
受信レベル情報に基づいてダイバーシチ合成情報の最適値WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭを決
定する。ここで生成されたダイバーシチ合成情報の最適値WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭは、
ウエイト処理部11の各乗算器に与えられる。ビーム形成用ウエイト生成部38の詳細は、後
述する。ビーム形成用ウエイト生成部38は、"ダイバーシチ合成情報生成手段"として機能
し、それには"初期捕捉用ダイバーシチ合成情報生成手段"、"トレーニング用ダイバーシ
チ合成情報生成手段"、"トレーニング受信情報保持手段"および"ダイバーシチ合成情報最
適値生成手段"が含まれている。
【０２５６】
　ベースバンド復調部39は、無線受信部36からのベースバンド(BB)受信IQ信号を復調し、
受信データを送出する。ベースバンド復調部39は、受信データの復調用としてだけでなく
、トレーニング信号の復調用としても利用でき、これにより構成を簡単にし、コストおよ
び消費電力を低減できる。
【０２５７】
　ウエイト処理部11は、ビーム形成用ウエイト生成部38から与えられるダイバーシチ合成
情報の最適値WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭに従って、RF受信信号およびRF送信信号にウエイ
ト処理を施す。すなわち、ウエイト処理部11は、各アンテナA１～AＭのRF受信信号にウエ
イト処理を施してRF信号分配・合成部12に出力し、また、RF信号分配・合成部12からのRF
送信信号にウエイト処理を施して各アンテナA１～AＭに出力する。ウエイト処理部11にお
けるウエイト処理は、ｎビット移相器による移相処理で実現できる。例えば、ｎ＝２の場
合におけるウエイト処理は、0度、90度、180度あるいは270度の移相処理で実現できる。
ウエイト処理部11は、"ダイバーシチ合成情報設定手段"として機能する。
【０２５８】
　RF信号分配・合成部12は、RF送受信信号の分配および合成を行う。すなわち、ウエイト
処理部からのM個のRF受信信号を入力とし、それらを合成した信号をデュプレクサ35に出
力し、また、デュプレクサ35からのRF送信信号を入力とし、これをM分配してウエイト処
理部11に出力する。RF信号分配・合成部12で合成されてデュプレクサ35に出力されるRF受
信信号のレベルは、ウエイト処理部11でのインピーダンス変換で1/√Mになり、M分配され
てウエイト処理部11に出力されるRF送信信号のレベルは、デュプレクサ35からのRF送信信
号のレベルに対して1/√Mになる。RF信号分配・合成部12は、"信号分配合成手段"として
機能する。
【０２５９】
　図１７は、図１６のビーム形成用ウエイト生成部38の具体的構成を示すブロック図であ
る。なお、図１７において、図７と同一あるいは同等部分には同じ符号を付してある。
【０２６０】
　ビーム形成用ウエイト生成部38は、トレーニング受信情報保持部43、最適ウエイト決定
部46、移相器制御部50およびタイミング部60を備え、双方向のトレーニング信号伝送を通
じて、ビームフォーミングおよびダイバーシチ合成のためのダイバーシチ合成情報の最適
値を決定する。
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【０２６１】
　トレーニング受信情報保持部43は、ベースバンド受信IQ信号保持部44および受信レベル
情報保持部45を備える。トレーニング受信情報保持部43は、"受信情報保持判定手段"とし
て機能する。
【０２６２】
　ベースバンド受信IQ信号保持部44は、トレーニングシーケンス受信に際して、各トレー
ニングフレームに含まれる既知パターンに対応したベースバンド受信信号であるベースバ
ンド受信IQ信号を保持する。
【０２６３】
　具体的には、既知パターン"1"(複素数)に対応したベースバンド受信信号を保持するも
のとすると、ベースバンド受信IQ信号は、送信ベースバンド部と受信ベースバンド部の間
における位相回転を表す複素伝達関数(ベクトル)となる。
【０２６４】
　既知パターンとして、例えば802.11nにおけるLTFを使用し、これに対応したベースバン
ド受信信号とLTFとの相関演算出力をベースバンド受信IQ信号とすることにより、複素伝
達関数の推定における雑音の影響を軽減することができる。トレーニングシーケンスのす
べてのトレーニングフレームに既知パターンが含まれていれば、それを用いて複素伝達関
数の推定値となるベースバンド受信IQ信号を求めることができる。各トレーニングフレー
ムに含まれる既知パターンは、すべて同一でもよいし、すべてが互いに異なっていてもよ
い。
【０２６５】
　これを実現するために、ベースバンド受信IQ信号保持部44には、ベースバンド受信信号
およびタイミング部60からのフレーム受信検出信号が印加されている。例えば、フレーム
受信に際して、ヘッダ部分に、当該フレームがトレーニングフレームであることを示す情
報要素が含まれている場合にパルスを出力し、それ以外では"0"となる信号をフレーム受
信検出信号として用いることができる。トレーニングフレームの判別には、ヘッダ部分の
情報要素を用いることができる。あるいはフレーム受信検出信号の時間間隔が所定値以下
の場合のフレームをトレーニングフレームと判別することもできる。
【０２６６】
　一方、受信レベル情報保持部45は、トレーニングシーケンスの受信に際して、各トレー
ニングフレームに含まれる既知パターンに対応した受信レベル情報を保持する。受信レベ
ル情報としてRSSI値を用いる場合には、例えば既知パターンに対応したRSSI値を受信レベ
ル情報として保持してもよい。あるいは、一般に先頭フレームは既知パターンであるので
、これを受信した時の受信AGC利得を受信レベル情報として用いてもよい。
【０２６７】
　複素伝達関数の情報からは、受信AGCの働きにより振幅情報が失われている。受信レベ
ル情報を用いることにより、この振幅情報を復元して、位相情報だけではない真の複素伝
達関数の情報を得ることができる。
【０２６８】
　フレーム受信検出信号はトレーニングフレーム毎に出力され、各トレーニングフレーム
におけるベースバンド受信IQ信号および受信レベル情報がトレーニング受信情報保持部43
において保持される。これらの情報は、最適ウエイト決定部46に印加される。最適ウエイ
ト決定部46は、式(6)に基づいて最適なダイバーシチ合成情報WＡ１(B),WＡ２(B),・・・,
WＡＭ(B)を計算し、トレーニング時ウエイト生成部52に出力する。なお、最適ウエイト決
定部46からの最適なダイバーシチ合成情報WＡ１(B),WＡ２(B),・・・,WＡＭ(B)の出力は
、タイミング部60からの最適ウエイト更新信号で示されたタイミングで行われる。トレー
ニングシーケンス受信が終了した直後にパルスを出力し、それ以外では"0"となる信号を
最適ウエイト更新信号としてもよい。
【０２６９】
　移相器制御部50は、非ビーム形成時ウエイト生成部51、トレーニング時ウエイト生成部
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52およびウエイト選択部53を備える。非ビーム形成時ウエイト生成部51、トレーニング時
ウエイト生成部52はそれぞれ、"初期捕捉用ダイバーシチ合成情報生成手段"、"トレーニ
ング用ダイバーシチ合成情報生成手段"として機能し、トレーニング時ウエイト生成部52
は、最適ウエイト決定部46と組み合わされて"ダイバーシチ合成情報最適値生成手段"とし
ても機能する。
【０２７０】
　全くの初期状態からダイバーシチ合成情報の最適値への引き込みには、まず、相手側無
線通信装置から少なくとも(アンテナ数+1)個のフレームを含むトレーニング信号を受信す
ることが必要である。しかし、当初から、相手側無線通信装置が送信するトレーニング信
号を受信できるとは限らない。そこで、全くの初期状態でも、自無線通信装置が送信する
少なくとも1個のトレーニング信号((アンテナ数+1)個のフレーム)を相手側無線通信装置
が受信できるようにする。これは、異なるダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,・・・,WＡ
Ｍを用いて複数のトレーニング信号を送信し、相手側無線通信装置がいずれかのトレーニ
ング信号を受信できるようにすることにより実現できる。
【０２７１】
　非ビーム形成時ウエイト生成部51は、このような非ビーム形成時のダイバーシチ合成情
報WＡ１(NB),WＡ２(NB),・・・,WＡＭ(NB)を生成する。このトレーニング信号を送信する
際のダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭは、任意であるが、トレーニング信
号の送信ごとに変化させることが望ましい。CSMA(Carrier Sense Multiple Access)シス
テムにおいては、非ビーム形成時かつ非送受信時のダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,・
・・,WＡＭを時間的にランダムに変化させ、トレーニング信号の送信開始時点でのダイバ
ーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭを当該トレーニング信号の送信で使用すること
ができる。
【０２７２】
　具体的には、アンテナ数がMの場合、Mビットカウンタを自走クロックで動作させ、その
M個のカウンタ値を各ダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭとして用いること
ができる。このランダム変化の時間間隔は、例えば1μs程度に設定すればよい。
【０２７３】
　相手側無線通信装置がいずれかのトレーニング信号を受信してダイバーシチ合成情報の
最適値を決定し、その最適値を設定してトレーニング信号をビームフォーミングして送信
すれば、自無線通信装置は、そのトレーニング信号を受信できる。なお、相手側無線通信
装置から同様にランダムに変化されたダイバーシチ合成情を用いて送信されるいずれかの
トレーニング信号を受信できれば、自無線通信装置でそのままダイバーシチ合成情報の最
適値への引き込みが行われる。
【０２７４】
　トレーニング時ウエイト生成部52は、トレーニングカウント部64からのトレーニングカ
ウンタ情報に従ってダイバーシチ合成情報WＡ１(TR),WＡ２(TR),・・・,WＡＭ(TR)の各々
WＡｉ(TR)をフレームごとに順次変更し、受信レベル情報比較部41から最適ウエイト更新
信号が出力された時の各ダイバーシチ合成情報WＡｉ(TR)を保持する。なお、ダイバーシ
チ合成情報WＡ１(TR),WＡ２(TR),・・・,WＡＭ(TR)の初期の最適値は、過去の直近のトレ
ーニングによって得られたものとするのが好ましい。そのダイバーシチ合成情報は、ほぼ
最適なものとなっていると考えられるからである。
【０２７５】
　ウエイト選択部53は、非ビーム形成時ウエイト生成部51から出力されるダイバーシチ合
成情報WＡ１(NB),WＡ２(NB),・・・,WＡＭ(NB)あるいはトレーニング時ウエイト生成部52
から出力されるダイバーシチ合成情報WＡ１(TR),WＡ２(TR),・・・,WＡＭ(TR)をビーム形
成有効フラグに基づいて選択し、ダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,・・・,WＡＭとして
出力する。
【０２７６】
　ビーム形成有効フラグは、初期状態では"無効"(例えば"0")であるが、所定回数、例え
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ば(アンテナ数+1)回のフレームの受信で"有効"(例えば"1")となる。また、所定の期間、
例えば100msの間にフレームを十分に(例えば(アンテナ数+1)回以上)受信できなかった場
合には、ビーム形成有効フラグを"無効"としてもよい。
【０２７７】
　この結果、ウエイト選択部53は、所定回数のフレームが受信されるまではダイバーシチ
合成情報WＡ１(NB),WＡ２(NB),・・・,WＡＭ(NB)を選択し、それ以降では、ダイバーシチ
合成情報WＡ１(TR),WＡ２(TR),・・・,WＡＭ(TR)を選択する。
【０２７８】
　タイミング部60は、フレーム受信検出部61、フレーム終了検出部62、最適ウエイト更新
信号生成部66、トレーニングカウント部64およびビーム形成有効フラグ生成部65を備える
。
【０２７９】
　フレーム受信検出部61は、送受信制御情報、ベースバンド受信IQ信号および受信レベル
情報を入力とし、フレーム受信検出信号を出力する。送受信制御情報は、例えば、無線送
信部34がイネーブルとなる期間に"1"となり、それ以外で"0"となる信号であり、受信レベ
ル情報は、RSSI (Received Signal Strength Information) 情報あるいは無線受信部36が
備えるAGCアンプの利得などの情報であり、フレーム受信検出部61は、無線受信部36がイ
ネーブルとなる期間での受信レベル変化、またはベースバンド受信信号の振幅変化、ある
いは既定のプリアンブルパターン、例えば802.11nにおけるLTFを検出し、かつヘッダ情報
等により当該フレームがトレーニングフレームであると判定した場合に、フレーム受信検
出信号を生成する。要するに、トレーニングシーケンス受信のみで、最適ウエイト更新を
行い、それ以外の場合には最適ウエイト更新を行わなければよい。
【０２８０】
　例えば、フレーム受信検出信号はトレーニングフレーム以外でも生成するが、最適ウエ
イト更新信号は、当該フレームがトレーニングシーケンスであると判定した場合にのみ行
うようにしてもよい。また、トレーニングフレーム2-M（Mは無線通信装置のアンテナ数）
におけるダイバーシチ合成情報は一般には最適値ではないので、受信レベル変化、ベース
バンド受信信号の振幅変化、既定のプリアンブルパターンのいずれもが検出できない可能
性もある。このような場合に備えて、ヘッダ情報等により当該フレームがトレーニングフ
レームであると判定した場合には、受信レベル変化、ベースバンド受信信号の振幅変化、
既定のプリアンブルパターンのいずれもが検出できない場合でも、所定のタイミングでパ
ルスを生成してもよい。なお、このような場合の当該トレーニングフレームに対応した複
素伝達関数を"0"としてもよい。
【０２８１】
　フレーム受信検出信号はベースバンド受信IQ信号保持部44および受信レベル情報保持部
45に与えられる。フレーム受信検出信号は、各トレーニングフレームの受信開始を示す信
号であり、例えば無線受信部36がイネーブルとなる期間での受信レベル変化、またはベー
スバンド受信信号の振幅変化、あるいは既定のプリアンブルパターン、例えば802.11nに
おけるLTFを検出し、かつヘッダ情報に等により当該フレームがトレーニングフレームで
あると判定した場合に発生させた所定幅(例えば、1μs)のパルスである。
【０２８２】
　フレーム終了検出部62は、送受信制御情報、ベースバンド受信IQ信号および受信レベル
情報を入力とし、フレーム終了検出信号をトレーニングカウント部64へ出力する。フレー
ム終了検出信号は、各フレームの受信終了を示す信号であり、例えば、無線受信部36がイ
ネーブルとなる期間での受信レベル変化あるいはベースバンド受信信号の振幅変化の検出
に基づく各フレームの受信終了タイミングをトリガとして発生させた所定幅(例えば、1μ
s)のパルスである。また、トレーニングフレーム2-M（Mは無線通信装置のアンテナ数）に
おけるダイバーシチ合成情報は一般には最適値ではないので、受信レベル変化、ベースバ
ンド受信信号の振幅変化、既定のプリアンブルパターンのいずれもが検出できない可能性
もある。このような場合に備えて、ヘッダ情報等により当該フレームがトレーニングフレ
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ームであると判定した場合には、受信レベル変化、ベースバンド受信信号の振幅変化、既
定のプリアンブルパターンのいずれもが検出できない場合でも、所定のタイミングでパル
スを生成してもよい。
【０２８３】
　送受信制御情報は、送信状態、受信状態、パワーセーブ状態などの無線通信装置の状態
を表す情報である。フレーム受信検出部61およびフレーム終了検出部62は、送受信制御情
報が受信状態になっている場合の受信レベル情報を用いてフレームの受信開始およびフレ
ームの受信終了を検出することができる。
【０２８４】
　最適ウエイト更新信号生成部66は、最適ウエイト更新信号をトレーニング時ウエイト生
成部52へ出力する。最適ウエイト更新信号はトレーニングシーケンス受信完了後に、当該
トレーニングシーケンス受信で新たに決定された最適ウエイトを設定するためのタイミン
グ信号であり、例えば、当該トレーニングシーケンスの最終フレームのフレーム終了検出
信号のパルスが発生してから一定期間(例えば、3μs)後に発生させた所定幅(例えば、1μ
s)のパルスである。
【０２８５】
　トレーニングカウント部64は、トレーニングカウンタ情報を、トレーニング時ウエイト
生成部52、最適ウエイト更新信号生成部66およびビーム形成フラグ生成部65へ出力する。
トレーニングカウンタ情報は、トレーニングシーケンスにおけるフレーム数のカウント情
報であり、例えば、フレーム終了検出信号によりカウンタのカウント値を1ずつインクリ
メントし、最適ウエイト更新信号により該カウンタのカウント値を"0"にクリアすること
により生成される。
【０２８６】
　ビーム形成有効フラグ生成部65は、所定回数のフレームが受信されたことを示すビーム
形成有効フラグをウエイト選択部53へ出力する。ビーム形成有効フラグは、トレーニング
カウンタ部64からのトレーニングカウンタ情報に基づいて生成される。ウエイト選択部53
は、ビーム形成有効フラグが無効の場合、非トレーニング時ウエイト生成部51からのダイ
バーシチ合成情報WＡ１(NB),WＡ２(NB),・・・,WＡＭ(NB)を選択し、ビーム形成有効フラ
グが有効の場合、トレーニング時ウエイト生成部52からのダイバーシチ合成情報WＡ１(TR
),WＡ２(TR),・・・,WＡＭ(TR)を選択する。
【０２８７】
　移相器制御部50は、基本的には、トレーニングを通じて受信レベル情報が最大となるダ
イバーシチ合成情報WＡ１(TR),WＡ２(TR),・・・,WＡＭ(TR)を見つけ出すように動作する
。すなわち、受信側の無線通信装置では、フレームごとにダイバーシチ合成情報WＡ１(TR
),WＡ２(TR),・・・,WＡＭ(TR)の各ダイバーシチ合成情報WＡｉ(TR)を変更し、各各ダイ
バーシチ合成情報WＡｉ(TR)でのベースバンド受信IQ信号および受信レベル情報を保持す
る。これらの保持情報から、式（6）に基づいて最適なダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２

,・・・,WＡＭを求めて、最適ウエイトを更新する。
【０２８８】
　トレーニングに続くデータの双方向伝送では、保持されているダイバーシチ合成情報W

Ａ１(TR),WＡ２(TR),・・・,WＡＭ(TR)を読み出してウエイト処理部に与える。
【０２８９】
　図１８は、図１７のビーム形成用ウエイト生成部38の動作の一例を示すタイミングチャ
ートである。各アンテナA１,A２,A３,A４の信号A1,A2,A3,A4がダイバーシチ合成(ベクト
ル加算)されてダイバーシチ合成受信信号が生成される様子は、図１２で示される。ここ
では、無線通信装置のアンテナ数が4であり、各アンテナA１,A２,A３,A４の信号に対する
ダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,WＡ３,WＡ４がｎビット（ｎは２以上の自然数）であ
る場合を想定している。また、受信レベルが大きいほど受信レベル情報の値が大きくなる
としている。この場合、ウエイト処理部は、アンテナ数分のｎビット移相器で構成され、
各移相器は各ｎビットのダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,WＡ３,WＡ４に応じて制御さ



(56) JP 4539891 B2 2010.9.8

10

20

30

40

50

れる。ｎ＝２の場合、例えば、ダイバーシチ合成情報が"0"の場合には移相量0度、"1"の
場合には移相量90度、"2"の場合には移相量180度、"3"の場合には移相量270度に、制御さ
れる。
【０２９０】
　無線通信装置は、通信相手の無線通信装置からのトレーニングフレーム1を現状のダイ
バーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,WＡ３,WＡ４を用いてダイバーシチ受信し、複数のトレー
ニングフレーム2-1～2-4を、ダイバーシチ合成情報WＡ１,WＡ２,WＡ３,WＡ４の各ダイバ
ーシチ合成情報WＡｉを変更しながら順次ダイバーシチ受信する。そして、得られた受信
レベル情報およびベースバンド受信IQ信号を保持しておき、トレーニングシーケンス受信
の終了後に、これらの保持された情報に基づいて最終的にダイバーシチ合成情報の最適値
WＡ１,WＡ２,WＡ３,WＡ４を決定する。これにより決定されたダイバーシチ合成情報の最
適値WＡ１,WＡ２,WＡ３,WＡ４をデータ送受信時のビームフォーミングおよびダイバーシ
チ合成に用いる。
【０２９１】
　トレーニングフレーム1は、実際にトレーニングが実行される先頭フレームであり、こ
れを受信してからトレーニングが開始されると共に、そのときの受信レベル情報およびベ
ースバンド受信IQ信号が測定される。例えば、IEEE802.11nのアンテナ選択シーケンスを
トレーニングシーケンスとして使用する場合には、受信フレームのMACヘッダの解析を行
い、当該受信フレームがアンテナ選択シーケンスである場合にトレーニングを開始しても
よい。ベースバンド受信IQ信号としては、PLCP（Physical Layer Convergence Protocol
）ヘッダに含まれる既知パターンに対応したベースバンド受信IQを用いることができる。
例えば、IEEE802.11nの場合には、PLCPヘッダに含まれるLTF（Long Training Field）の
ベースバンド受信IQをベースバンド受信IQ信号として用いることができる。この場合には
、ベースバンド受信IQ信号は、送信側無線通信装置のベースバンド送信IQと受信側無線通
信装置のベースバンド受信IQ間の伝達関数を表す。
【０２９２】
　トレーニングフレーム1には送信元アドレス、送信先アドレスおよびフレーム種別など
の情報を含ませることができる。トレーニングフレーム1を用いて、現状のダイバーシチ
合成情報でダイバーシチ受信した時の受信レベル情報が取得される。後続するトレーニン
グフレーム2-1～2-4は、ダイバーシチ合成情報を所定のアルゴリズムで変更してダイバー
シチ受信した時のベースバンド受信IQ信号および受信レベル情報を測定するために用いら
れる。
【０２９３】
　受信レベル情報は、無線受信部のAGCアンプにおいて利得調整が起動された場合、通常
、比較的短時間(例えば、10μs)に変化する。AGCアンプの利得調整は、トレーニングフレ
ームの受信開始または受信終了でも発生するが、それ以外にも、例えば、ノイズの影響に
より発生する場合もある。また、トレーニングフレームの受信開始でAGCアンプの利得調
整が起動された後、フレームヘッダの受信に失敗した場合では、該フレーム受信期間にお
いてAGCアンプの利得調整が複数回起動される場合もある。受信レベル情報の測定では、
これらの点を考慮する。
【０２９４】
　まず、トレーニングカウンタ情報が"0"の時、トレーニング時ウエイト生成部52は、ダ
イバーシチ合成情報0(W１="01",W２="00",W３="10",W４="11")を生成し、通信相手の無線
通信装置からのトレーニングフレーム1をこのダイバーシチ合成情報0を用いてをダイバー
シチ受信する。ダイバーシチ合成情報0は、例えば、過去の直近のトレーニングによって
得られ、前のデータフレームの受信時に用いられたものが好ましい。過去においてビーム
フォーミングがなされている場合、その時のダイバーシチ合成情報は、今回でもほぼ最適
となっていると考えられるからである。過去においてビームフォーミングがなされていな
い場合には、任意のダイバーシチ合成情報を用いることができる。このときのベースバン
ド受信IQ信号および受信レベル情報(100)が1トレーニング期間内最大受信レベル情報保持
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部42で保持される。図１２(a)は、このときの各アンテナA１,A２,A３,A４の受信信号のダ
イバーシチ合成(ベクトル加算)を示している。なお、トレーニングフレーム1を受信する
前の受信レベル情報は"5"である。これは、熱雑音レベルに相当する。また、トレーニン
グフレーム1を受信してから次のトレーニングフレーム2-1を受信するまでの期間の受信レ
ベル情報は"3"に低下する。これも熱雑音レベルに相当する。以下同様に、トレーニング
フレームの受信間で熱雑音が発生する。
【０２９５】
　次に、トレーニングフレーム1のフレーム終了が検出され、トレーニングカウンタ情報
が"1"になると、トレーニング時ウエイト生成部52は、ダイバーシチ合成情報1(W１="11",
W２="00",W３="10",W４="11")を生成する。ダイバーシチ合成情報1は、ダイバーシチ合成
情報W１だけが反転されたものである。ダイバーシチ合成情報1を用いてトレーニングフレ
ーム2-1を受信した時の受信レベル情報(88)は、ダイバーシチ合成情報0の時の受信レベル
情報(100)より低下している。図１２(b)は、このときの各アンテナA１,A２,A３,A４の受
信信号のダイバーシチ合成を示している。この受信レベル情報の変化は、伝送路の変化に
よるものではなく、ダイバーシチ合成情報を変化させたことによるものである。
【０２９６】
　次に、トレーニングカウンタ情報が"2"になると、トレーニング時ウエイト生成部52は
、ダイバーシチ合成情報2(W１="01",W２="10",W３="10",W４="11")を生成する。ダイバー
シチ合成情報2は、ダイバーシチ合成情報0においてダイバーシチ合成情報W2だけが反転さ
れたものである。ダイバーシチ合成情報2を用いてトレーニングフレーム2-2を受信した時
のベースバンド受信IQ信号および受信レベル情報(70)が取得され、保持される。なお、こ
のときの受信レベルはダイバーシチ合成情報0の時の受信レベル情報(100)より低下してい
る。図１２(c)は、このときの各アンテナA１,A２,A３,A４の受信信号のダイバーシチ合成
を示している。
【０２９７】
　次に、トレーニングカウンタ情報が"3"になると、トレーニング時ウエイト生成部52は
、ダイバーシチ合成情報3(W１="01",W２="00",W３="00",W４="11")を生成する。ダイバー
シチ合成情報3は、ダイバーシチ合成情報0においてダイバーシチ合成情報W３だけが反転
されたものである。ダイバーシチ合成情報3を用いてトレーニングフレーム2-3を受信した
時のベースバンド受信IQ信号および受信レベル情報(102) が取得され、保持される。なお
、このときの受信レベルはダイバーシチ合成情報0の時の受信レベル情報(100)より増大し
ている。図１２(d)は、このときの各アンテナA１,A２,A３,A４の受信信号のダイバーシチ
合成を示している。
【０２９８】
　次に、トレーニングカウンタ情報が"4"になると、トレーニング時ウエイト生成部52は
、ダイバーシチ合成情報4(W１="01",W２="00",W３="10",W４=" 00")を生成する。ダイバ
ーシチ合成情報4は、ダイバーシチ合成情報0においてダイバーシチ合成情報W４だけが反
転されたものである。ダイバーシチ合成情報4を用いてトレーニングフレーム2-4を受信し
た時のベースバンド受信IQ信号および受信レベル情報(90) が取得され、保持される。な
お、このときの受信レベルはダイバーシチ合成情報0の時の受信レベル情報(100)より低下
している。図１２(e)は、このときの各アンテナA１,A２,A３,A４の受信信号のダイバーシ
チ合成を示している。
【０２９９】
　ダイバーシチ合成情報4を用いてトレーニングフレーム2-4を受信した時のベースバンド
受信IQ信号および受信レベル情報(90) の取得し保持した後に、これらの保持された情報
に基づいて最終的にダイバーシチ合成情報の最適値WＡ１,WＡ２,WＡ３,WＡ４を決定する
。
【０３００】
　新しいダイバーシチ合成情報の最適値WＡ１,WＡ２,WＡ３,WＡ４は、式(6)に基づいて決
定される。式(6)において、WＡ１,WＡ２,WＡ３,WＡ４はトレーニング信号受信前のダイバ
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ーシチ合成情報の最適値を表し、WＡ１
‘,WＡ２

‘,WＡ３
‘,WＡ４

‘はトレーニング信号
受信後の新しく決定されたダイバーシチ合成情報の最適値を表す。
【０３０１】
　新しく決定されたダイバーシチ合成情報の最適値WＡ１

‘,WＡ２
‘,WＡ３

‘,WＡ４
‘は

、トレーニングフレーム2-4に対するフレーム終了検出信号が出力された後で、次のデー
タフレームの送信および受信に備えて設定される。
【０３０２】
　次に、ブロードキャストフレームもしくはマルチキャストフレームの伝送を含めた場合
の、本発明の無線通信システムの動作について説明する。
【０３０３】
　図１９は、この場合のAPおよび複数STA間でのトレーニングおよびデータ伝送時の動作
例を示す図である。同図は、AP-STA間で伝送される無線フレームおよびそのときのAPおよ
びSTAの移相器の動作を示している。なお、ここでは、APおよびSTAが各４本のアンテナを
具備し、それらのアンテナに各々１ビットの移相器が接続されるとしている。また、４本
のアンテナに対する移相器設定の状態を0から15までの整数で表している。例えば、移相
器設定が5の場合、これは２進数表示では"0101"であることから、アンテナ１およびアン
テナ３に対する移相器設定が"0度"であり、アンテナ２およびアンテナ４に対する移相器
設定が"180度"であることを表している。
【０３０４】
　APは、一定周期、例えば100msごとにビーコンを送信し、無線ネットワークの存在をそ
の周辺に報知する。ビーコン送信時のAPにおける移相器設定は、0～15の中からランダム
に決定される。この場合、移相器設定は、ビーコンの送信ごとに互いに異なる確率が大き
い。
【０３０５】
　CSMA/CAシステムにおいて、ランダムに移相器設定を決定する１つの方法として、無線
機がアイドル状態、すなわち無線機が送信も受信も行っていない場合に、移相器設定を、
例えば1usごとに変化させ、フレーム送信またはフレーム受信時に、送受信の開始時点で
の移相器設定とする方法がある。
【０３０６】
　APは、ビーコンの送信に引き続き、STA1宛てのトレーニング開始フレームを送信する。
このトレーニング開始フレーム送信時のAPにおける移相器設定は、0～15の中からランダ
ムに決定される。このときの移相器設定は、最適であるとは限らないので、STA1がトレー
ニング開始フレームを正常に受信できる場合もあれば、そうでない場合もある。STA1がト
レーニング開始フレームを正常に受信した場合、STA1からAPにACKフレームが送信される
。STA1がトレーニング開始フレームを正常に受信しなかった場合、STA1からAPにACKフレ
ームが送信されない。この場合、APは、先ほどとは異なる移相器設定を用いてSTA1宛ての
トレーニング開始フレームを再送する。このトレーニング開始フレームの再送は、基本的
にはSTA1からAPにACKフレームが送信されるまで繰り返される。
【０３０７】
　図２０、図２１は、再送を含めたトレーニング開始フレームの送信回数と、これに対す
るACKフレームが送信される確率の関係を示す。図２０は、STA側で移相器の最適設定が既
知の場合であり、図２１は、STA側で移相器の最適設定が未知の場合である。図２０を参
照すると、再送を含めたトレーニング開始フレームの送信数の平均値は2.3であり、合計
で最大10フレームまで送信するようにすれば99.9%以上の確率でトレーニング開始フレー
ムに対するACKフレームが送信されることが分かる。また、図２１を参照すると、再送を
含めたトレーニング開始フレームの送信数の平均値は2.9であり、合計で最大20フレーム
まで送信するようにすれば、99.9%以上の確率でトレーニング開始フレームに対するACKフ
レームが送信されることが分かる。実際には、フェージングの状況に応じて、図２０、図
２１あるいはその中間の状況が発生する。
【０３０８】
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　APは、STA1へのトレーニング開始フレームに対するACKを受信すると、STA1に対する双
方向のトレーニング信号伝送を開始する。図１９の例では、まず、STA1側からトレーニン
グ信号を送信してAP側の移相器設定を最適化する。その後、AP側からトレーニング信号を
送信してSTA側の移相器設定を最適化する。AP側の移相器設定の最適化においては、トレ
ーニング開始フレームに対するSTA1からのACKフレームを受信したときのAP側の移相器設
定を初期値としてトレーニングを行う。
【０３０９】
　図１９の例では、APは、1個目、2個目のトレーニング開始フレームに対するACKフレー
ムを受信しない。このため、APは、移相器設定をランダム移相にする。次に、APは、３番
目のトレーニング開始フレームに対するACKフレームを受信する。APは、３番目のトレー
ニング開始フレーム送信時の移相器設定14（"1110"）をトレーニング初期値とする。
【０３１０】
　本例では、APは、STA1に対してNull Data（ペイロードのデータ長0のフレーム）を送信
し、これに対するSTA1からのACKフレームをトレーニング用の移相器設定で受信し、その
時の受信レベルからAP側の最適な移相器設定を求める。
【０３１１】
　具体的には、図１９に示すように、APは、まず、トレーニング開始フレームに対するAC
Kフレームの受信レベルを、トレーニング初期設定14（"1110"）での受信レベルとして保
持する。
【０３１２】
　次に、APは、移相器設定は14（"1110"）のままとしてSTA1に対してNull Dataを送信し
た後、移相器設定をトレーニング用に変更する。APは、例えば、アンテナ１に対する移相
器設定を反転した6（"0110"）に変更してACKフレームを受信し、その受信レベルを調べる
。この場合、移相器設定が14（"1110"）の場合の方が受信レベルは高いので、APは、移相
器設定を14（"1110"）に戻して、さらにNull Dataを送信する。その後、APは、アンテナ
２に対する移相器設定を反転した10（"1010"）に変更してACKフレームを受信し、その受
信レベルを調べる。この場合も、移相器設定が14（"1110"）の場合の方が受信レベルは高
いので、APは、移相器設定を14（"1110"）に戻して、さらにNull Dataを送信する。この
後、APは、さらにアンテナ３に対する移相器設定を反転した12（"1100"）に変更してACK
フレームを受信して、その受信レベルを調べる。この場合の受信レベルは移相器設定が14
（"1110"）の場合よりも大きいので、移相器設定を12（"1100"）とし、この移相器設定で
次のNull Dataを送信する。この後、APは、アンテナ４に対する移相器設定を反転した13
（"1101"）に変更してACKフレームを受信して、その受信レベルを調べる。本例では、移
相器設定が12（"1100"）のとき受信レベルが最大であるので、APは、移相器設定12（"110
0"）を用いて、その後のトレーニング信号送信およびデータの送受信を行う。
【０３１３】
　AP側の４本のアンテナに対する移相器設定の最適化が完了すると、今度は、APは、最適
化された移相器設定12（"1100"）を用いてトレーニング信号をSTA1に送信する。ここでは
、トレーニング用にNo-AckのNull Dataフレームを使用している。STA1では、過去のトレ
ーニングにおいて獲得した最適な移相器設定を保持しておき、この移相器設定を、直後の
データ伝送だけでなくその後のトレーニング伝送において使用する。フェージング等によ
り最適な移相器設定は時々刻々と変化するが、この場合でも、以前に獲得した最適な移相
器設定を初期値としてトレーニングを行うことにより、短時間で最適な移相器設定を決定
することができる。
【０３１４】
　図１９において、STA1は、以前に獲得した最適な移相器設定2（"0010"）を保持してい
るが、さらにAP側からのトレーニング信号を受信し、移相器設定をさらに最適に更新する
。STA1は、まず、以前の移相器設定2（"0010"）を用いて最初のNo-AckのNull Dataフレー
ムを受信し、移相器設定2（"0010"）での受信レベルを獲得する。STA1は、自端末宛のNo-
AckのNull Dataフレームを受信することで、自端末のためのトレーニングが開始されたと
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判断し、引き続くNo-AckのNull Dataフレームを、トレーニング用に変更された移相器設
定を用いて受信し、その受信レベルを調べる。
【０３１５】
　具体的には、STA1は、最初のNo-AckのNull Dataフレームの受信後、アンテナ１に対す
る移相器設定を反転した10（"1010"）に変更して、次のNo-AckのNull Dataフレームを受
信し、その受信レベルを調べる。次に、STA1は、2番目のNo-AckのNull Dataフレームの受
信後、アンテナ２に対する移相器設定を反転した6（"0110"）に変更して、次のNo-AckのN
ull Dataフレームを受信し、その受信レベルを調べる。次に、STA1は、３番目のNo-Ackの
Null Dataフレームの受信後、アンテナ３に対する移相器設定を反転した0（"0000"）に変
更して、次のNo-AckのNull Dataフレームを受信し、その受信レベルを調べる。さらに、S
TA1は、４番目のNo-AckのNull Dataフレームの受信後、アンテナ４に対する移相器設定を
反転した3（"0011"）に変更して、次のNo-AckのNull Dataフレームを受信し、その受信レ
ベルを調べる。本例では、移相器設定2（"0010"）のとき受信レベルが最大であるので、S
TA1は、移相器設定2（"0010"）を用いて引き続くデータの送受信を行う。
【０３１６】
　なお、他のSTA（STA1以外のSTA）がトレーニング信号を受信してもトレーニング動作を
行わないようにするため、自端末宛ではないフレームを受信してもトレーニング動作を行
わないようにする。これは、STAは、MACアドレスが自端末宛ではないフレームを受信して
もトレーニング動作を行わないようにする、あるいは、自端末宛のフレームに対してのみ
ACKフレームを送信し、ACKフレーム送信後の一定期間のみでトレーニング動作を行うよう
にすることにより実現できる。
【０３１７】
　以上の動作により、AP側の移相器設定が12（"1100"）に最適化され、STA1側の移相器設
定が2（"0010"）に最適された後、これらの移相器設定でAPとSTA1間での双方向のデータ
伝送が行われる。
【０３１８】
　また、図１９の例では、APは、STA1とのデータ伝送の終了後に、STA1に対する移相器設
定12（"1100"）を用いてSTA2宛てのトレーニング開始フレームを送信する。このときのAP
側の移相器設定は、STA2に対して最適であるとは限らないので、STA2は、トレーニング開
始フレームを正しく受信できる場合もあればそうでない場合もある。STA2は、このトレー
ニング開始フレームを正しく受信した場合、APにACKフレームを送信する。STA2は、トレ
ーニング開始フレームを正しく受信しない場合、STA2は、APにACKフレームを送信しない
。この場合、APは、先ほどとは異なる移相器設定を用いてSTA2宛てのトレーニング開始フ
レームを再送する。このトレーニング開始フレームの再送は、STA2からAPにACKフレーム
が送信されるまで繰り返される。なお、このトレーニング開始フレームの再送では、ラン
ダムな移相器設定を用いる。
【０３１９】
　本例では、STA2は、2番目のトレーニング開始フレームに対してACKフレームを送信する
。ビーコン後におけるSTA2に対する最初の送信においてランダムな移相器設定とするため
に、例えば、AP側において、送信先のMACアドレスが変化した場合に、その次のフレーム
からランダムな移相器設定にするようにしてもよい。あるいは、ビーコン後での各STAへ
の送信の開始前に固有パターンの伝送を行い、この固有パターンを検出したときに、その
次のフレームからランダムな移相器設定にするようにしてもよい。
【０３２０】
　本例では、APは、２番目のトレーニング開始フレームに対してACKフレームを受信する
。そこで、２番目のトレーニング開始フレームの送信で用いた移相器設定5（"0101"）を
、AP側の移相器設定のトレーニング初期値とする。APは、STA2に対してNull Data（ペイ
ロードのデータ長0のフレーム）を送信し、これに対するSTA2からのACKフレームをトレー
ニング用の移相器設定にて受信し、その受信レベルを調べることにより、AP側の移相器設
定を最適化する。
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【０３２１】
　具体的には、APは、まず、トレーニング開始フレームに対するACKフレームの受信レベ
ルを、トレーニング初期設定5（"0101"）での受信レベルとして保持する。次に、APは、S
TA2に対して、移相器設定を5（"0101"）としたままでNull Dataを送信し、その後、移相
器設定をトレーニング用に変更する。
【０３２２】
　例えば、APは、アンテナ１に対する移相器設定を反転した13（"1101"）に変更してACK
フレームを受信し、その受信レベルを調べる。移相器設定が5（"0101"）の場合の方が受
信レベルは高いので、APは、移相器設定を5（"0101"）に戻して、さらにNull Dataを送信
する。この後、APは、アンテナ２に対する移相器設定を反転した1（"0001"）に変更してA
CKフレームを受信し、その受信レベルを調べる。このときの受信レベルは移相器設定が5
（"0101"）の場合よりも大きいので、移相器設定を1（"0001"）とし、次のNull Dataをこ
の移相器設定で送信する。この後、APは、アンテナ３に対する移相器設定を反転した3（"
0011"）に変更してACKフレームを受信し、その受信レベルを調べる。移相器設定が1（"00
01"）の場合の方が受信レベルは高いので、移相器設定を1（"0001"）に戻して、さらにNu
ll Dataを送信する。この後、APは、アンテナ４に対する移相器を反転した0（"0000"）に
変更してACKフレームを受信し、その受信レベルを調べる。本例では、移相器設定が1（"0
001"）のとき受信レベルが最大であるのでり、APは、移相器設定1（"0001"）を用いて引
き続くトレーニング信号送信およびデータの送受信を行う。
【０３２３】
　AP側の４本のアンテナに対する移相器設定の最適化が完了すると、APは、その最適化さ
れた移相器設定1（"0001"）を用いてトレーニング信号をSTA2に送信する。ここでは、ト
レーニング信号として、No-AckのNull Dataフレームを使用している。STA2では、過去の
トレーニングにおいて獲得した最適な移相器設定を保持しておき、この移相器設定を、直
後のデータ伝送だけでなくその後のトレーニング伝送において使用する。フェージング等
により最適な移相器設定は時々刻々と変化するが、この場合でも、以前に獲得した最適な
移相器設定を初期値としてトレーニングを行うことにより、短時間で最適な移相器設定を
決定することができる。
【０３２４】
　図１９において、STA2は、以前に獲得した最適な移相器設定15（"1111"）を保持してい
るが、さらにAP側からのトレーニング信号を受信し、移相器設定をさらに最適化する。ST
A2は、まず、以前の移相器設定15（"1111"）を用いて最初のNo-AckのNull Dataフレーム
を受信し、移相器設定15（"1111"）での受信レベルを獲得する。STA2は、自端末宛のNo-A
ckのNull Dataフレームを受信することで、自端末のためのトレーニングが開始されたと
判断し、引き続くNo-AckのNull Dataフレームを、トレーニング用に変更された移相器設
定を用いて受信し、その受信レベルを調べる。
【０３２５】
　具体的には、STA2は、最初のNo-AckのNull Dataフレームの受信後、アンテナ１に対す
る移相器設定を反転した7（"0111"）に変更して次のNo-AckのNull Dataフレームを受信し
、その受信レベルを調べる。次に、STA2は、2番目のNo-AckのNull Dataフレームの受信後
、アンテナ２に対する移相器設定を反転した11（"1011"）に変更して次のNo-AckのNull D
ataフレームを受信し、その受信レベルを調べる。次に、STA2は、３番目のNo-AckのNull 
Dataフレームの受信後、アンテナ３に対する移相器設定を反転した13（"1101"）に変更し
て次のNo-AckのNull Dataフレームを受信し、その受信レベルを調べる。さらに、STA2は
、４番目のNo-AckのNull Dataフレームの受信後、アンテナ４に対する移相器設定を反転
した14（"1110"）に変更して次のNo-AckのNull Dataフレームを受信し、その受信レベル
を調べる。本例では、移相器設定が15（"1111"）のとき受信レベルが最大であるので、ST
A2は、移相器設定15（"1111"）を用いて引き続くデータを送受信は行う。
【０３２６】
　図１９の例では、STA2とのデータ伝送が終了して無線機がアイドル状態へ移行してから
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一定時間が経過した時点で、AP側の各アンテナの移相器設定をランダム移相にしている。
【０３２７】
　なお、本例の場合、ビーコンの送信時、各STAの移相器設定は最適化されないが、ビー
コンは、ビーコンごとにランダムな移相器設定を用いて送信されるので、各STAでは、少
なくともビーコンフレームの一部を受信することができ、これにより無線ネットワークへ
の接続確認を行うことができる。
【０３２８】
　図２２は、STA側で移相器設定が最適化されている場合の、AP側の移相器設定とその時
の受信レベルとの関係を示す。同図を参照すると、最適化された移相器設定を用いた場合
には約20dBのMIMO利得が得られること、移相器設定をランダムとした場合に20dBのMIMO利
得が得られる確率は1/8であること、および移相器設定をランダムとした場合でも約50%の
確率で15dB以上のMIMO利得が得られることが分かる。すなわち、20dBのMIMO利得を考慮し
てエリア設計を行った場合のエリア周辺部においても1/8以上の確率でビーコンを受信す
ることができることが分かる。
【０３２９】
　実際には、受信レベルが低下するにつれてビーコンの受信確率は徐々に劣化する。この
点を考慮すると、エリア周辺部におけるビーコンの受信確率は、1/8よりも大きな値にな
る。ビーコンフレームは、無線ネットワークへの接続確認のために使用されるので、必ず
しもすべてのビーコンフレームを受信する必要はなく、ビーコンの受信確率は、この程度
で問題ない。また、無線環境に応じて適用的に無線伝送速度を選択する無線通信システム
においては、通信エリア内におけるスループットを高めるために、最低無線伝送速度では
なく、より高速の無線伝送速度を想定してエリア設計を行う場合もある。この場合には、
エリア周辺部においても、より高い受信確率でビーコンフレームを受信できる。
【０３３０】
　上述のように、各STAに対して、まず、双方向のトレーニング伝送を行い、これに引き
続いて、そのSTAとのデータ伝送を行うためには、集中制御での無線伝送のアクセス制御
を行う必要がある。TDMA(Time Division Multiple Access)方式を採用した無線システム
では、TDMAシステムにおけるスケジューラの機能を用いてこれを実現することができる。
一方、CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/ Collision Avoidance)方式のような分
散制御を採用する無線システムでは、例えば、PCF(Point Coordination Function)機能を
用いることにより、上述の一連のシーケンスを実現することができる。図１９は、CSMA/C
A方式においてPCF機能を用いた場合の例であり、ビーコンフレームにおいて宣言されたCF
P(Contention Free Period)期間において、各STAに対する双方向のトレーニング伝送およ
びデータ伝送を行う。
【０３３１】
　以上の説明では、ビーコンを送信した後に各STAとのトレーニング伝送およびデータ伝
送をシーケンシャルに行う場合について説明したが、このようなトレーニング伝送および
データ伝送は、仮想APと呼ばれる技術を用いて実現することもできる。仮想APとは、ハー
ドウェア的には１台のAPが、複数の異なるネットワーク情報を含むビーコンを送信し、論
理的には複数のAPが存在するかのように振舞うことにより、１台のAPを用いて複数のネッ
トワークの収容を可能とする技術である。
【０３３２】
　以下では、仮想AP技術を用いた場合の、本発明の無線通信システムの動作について説明
する。図２３は、この場合のAPおよび複数STA間でのトレーニングおよびデータ伝送時の
動作例を示す図である。
【０３３３】
　この場合の動作は、図１９に示した動作とほぼ同様であるが、各STAに対して別個のビ
ーコンを使用している点が異なる。すなわち、APは、STA1に対するトレーニング伝送およ
びデータ伝送の終了後、移相器設定をランダムにし、次のビーコンの送信後に、STA2に対
するトレーニング伝送およびデータ伝送を行う。APは、STA2に対するトレーニング伝送お
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よびデータ伝送の終了後、再び移相器設定をランダムにする。STAの数が３以上の場合、
各STAのための３つ以上のビーコンを送信してもよい。また、マルチアンテナを具備しな
いSTA、すなわちシングルアンテナのSTAをシステム内に収容するために、シングルアンテ
ナのSTAのためのビーコンを送信してもよい。図２３において、１つ、または複数のSTAが
パワーセーブ動作を行う場合には、STAごとのビーコンを用いてパワーセーブ動作を行わ
せることができる。
【０３３４】
　図２４は、STA１およびSTA2の両方がパワーセーブ動作を行う場合の動作例を示す。パ
ワーセーブ動作を行うSTAは、各ビーコンを受信あるいはビーコンをｋ個（Kは２以上の整
数）間隔で受信し、それ以外の期間はスリープ状態となる。通常、ビーコンが送信される
間隔は、ほぼ一定である。STAは、ビーコンを受信した後から次に受信を予定するビーコ
ンの直前までスリープ状態となる。APは、その配下にパワーセーブ動作を行うSTAがある
場合、当該STA宛てのトラフィック(フレーム)は、一旦、内部メモリに保持し、ビーコン
に含まれるTIM(Traffic Indication Map)情報を用いて、当該STA宛てのトラフィックがあ
ることを予め通知する。APは、当該STAからの応答を受けて、初めて当該STA宛てのフレー
ムを無線伝送路上に送信する。
【０３３５】
　図２４は、STA１は、ビーコンを受信するが、STA2は、スリープ状態にあってビーコン
を受信しない場合の例である。この場合の動作は、トレーニング伝送の終了後、データ伝
送の開始前に、APがSTA１に対してTIM情報を送信することを除けば、図２３と同じである
。
【０３３６】
　ビーコンフレームは、トレーニング伝送の前に送信されるため、この中に含まれるTIM
情報は、STA側において受信されるとは限らない。このため、本例では、トレーニング伝
送の終了後にTIM情報を再送している。なお、通常のビーコンは、すべてのSTAで受信でき
るように、最低の無線伝送速度で送信されるのが一般的であるが、このTIM情報の再送に
おいては、必ずしも最低の無線伝送速度とする必要はなく、より高速の伝送速度を用いる
ことができる。
【０３３７】
　図２４において、STA2は、スリープ状態にあり、ビーコンを受信しない。この場合、ST
A2は、APからのトレーニング開始信号に対して応答しないので、トレーニングシーケンス
は、ここで終了し、データ伝送も行われない。
【０３３８】
　図２５は、APからSTAへのマルチキャストフレーム、ブロードキャストフレームを伝送
する場合の、本発明の無縁通信システムの動作例を示す図である。同図に示すように、AP
からのマルチキャストフレーム、ブロードキャストフレームあるいはその両方は、ビーコ
ンを送信した直後に、異なる移相器設定を用いて、複数回送信される。既に説明したよう
に、STA側の移相器設定が最適化されている場合、APが異なる移相器設定を用いて10回程
度の再送を行うことにより、99.9%程度の確率でマルチキャストフレームあるいはブロー
ドキャストフレームを各STAに伝送することができる。
【０３３９】
　無線環境に応じて適用的に無線伝送速度を選択する無線通信システムにおいては、通信
エリア内におけるスループットを高めるために、最低無線伝送速度ではなく、より高速の
無線伝送速度を想定してエリア設計を行う場合もある。この場合には、マルチキャストフ
レームあるいはブロードキャストフレームの再送回数を少なくした場合でも、これらのフ
レームが各STAに正しく伝送される確率を十分に高くすることができる。
【０３４０】
　APからSTAへのマルチキャストフレーム、ブロードキャストフレームを伝送する方法と
しては、上述の方法以外にも、例えば、各STAに対してトレーニング信号を伝送した後で
、かつデータを伝送する前に、トレーニングにおいて得られた最適の移相器設定を用いて
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。
【０３４１】
　図２６は、この場合の、APからSTAへのマルチキャストフレーム、ブロードキャストフ
レームの伝送を示す。本例では、仮想AP技術を用い、各STAに対して個別のビーコンを使
用している。また、各STAに対してトレーニング信号を伝送した後に、トレーニングにお
いて得られた当該STAに対する最適の移相器の設定を用いて同一のマルチキャストフレー
ム、ブロードキャストフレームを、送信する。
【０３４２】
　次に、ダイバーシチ合成情報が最適となる状態について説明する。なお、以下の説明で
は、図１での符号を適宜引用する。
【０３４３】
　無線通信装置A,Bのアンテナ数が共に2本であり、アンテナA1,A2とアンテナB1,B2の間に
おける伝達関数が各々HＡ１Ｂ１，HＡ１Ｂ２，HＡ２Ｂ１，HＡ２Ｂ２であり、無線通信装
置Aと無線通信装置B間の無線伝送路がフラットフェージング環境であるとすると、伝達関
数HＡ１Ｂ１，HＡ１Ｂ２，HＡ２Ｂ１，HＡ２Ｂ２は複素数となり、ベクトルで表現できる
。図２７は、伝達関数HＡ１Ｂ１，HＡ１Ｂ２，HＡ２Ｂ１，HＡ２Ｂ２の一例を示す。
【０３４４】
　各アンテナA1，A2，B1，B2に接続されている乗算器は、各アンテナA1，A2，B1，B2から
の受信信号にそれぞれダイバーシチ合成情報WＡ１，WＡ２，WＢ１，WＢ２を乗算する。送
信時に送信信号に乗算するダイバーシチ合成情報は、受信時に受信信号に乗算するダイバ
ーシチ合成情報と基本的には同じである。しかし、厳密には、双方向伝送における送信系
統と受信系統が異なることに起因した補正が必要になる。
【０３４５】
　信号分配・合成部12,22は、送信時には、送信信号SＡ，SＢをエネルギー的に2分配した
信号を2つの乗算器に出力し、受信時には、2つの乗算器からの出力信号を合成(ベクトル
加算)した信号を受信信号RＡ，RＢとして出力する。
【０３４６】
　いま、無線通信装置Aから無線通信装置Bへの伝送を考えると、無線通信装置Aのアンテ
ナA1，A2からそれぞれ、SＡ・WＡ１/√2、SＡ・WＡ２/√2 が送信される。これらの信号
は、無線通信装置BのアンテナB1，B2で受信される。アンテナB1，B2の受信信号はそれぞ
れ、SＡ・(WＡ１・HＡ１Ｂ１+WＡ２・HＡ２Ｂ１)/√2、SＡ・(WＡ１・HＡ１Ｂ２+WＡ２・
HＡ２Ｂ２)/√2 となる。これらの信号にダイバーシチ合成情報を乗算した後、加算する
ことで受信信号RＢが生成される。受信信号RＢは、式(9)で示される。
【０３４７】
【数９】

【０３４８】
　次に、無線通信装置Bから無線通信装置Aへの伝送を考える。無線通信装置BのアンテナB
1，B2からそれぞれ、SＢ・WＢ１/√2、SＢ・WＢ２/√2 が送信される。これらの信号は、
無線通信装置AのアンテナA1，A2で受信される。アンテナA1，A2の受信信号はそれぞれ、S

Ｂ・(WＢ１・HＡ１Ｂ１+WＢ２・HＡ１Ｂ２)/√2、SＢ・(WＢ１・HＡ２Ｂ１+WＢ２・HＡ２

Ｂ２)/√2 となる。これらの信号にダイバーシチ合成情報を乗算した後、加算することで
受信信号RＡが生成される。受信信号RＡは、式(10)で示され、受信信号RＢと同じである
。
【０３４９】
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【数１０】

【０３５０】
　ダイバーシチ合成情報WＡ１，WＡ２，WＢ１，WＢ２が最適となる状態とは、受信信号R

Ａ，RＢのレベルが最大となり、MIMO利得が最大となる状態である。各ダイバーシチ合成
情報WＡ１，WＡ２，WＢ１，WＢ２における振幅を各アンテナの受信信号の振幅に比例させ
ると最大比合成となり、各ダイバーシチ合成情報WＡ１，WＡ２，WＢ１，WＢ２における振
幅を一定値、例えば1とすると等利得合成となる。
【０３５１】
　一般に、無線通信装置Aのアンテナ数をMとし、無線通信装置Bのアンテナ数をNとすると
、受信信号RＡ，RＢは、(M×N)個のWＡｉ・HＡｉＢｊ・WＢｊ成分を含む。以下では、こ
の各成分を素波SＡｉＢｊと称する。各素波SＡｉＢｊは、送信アンテナAiと受信アンテナ
Bj間の伝達関数HＡｉＢｊ、送信アンテナAiに対応したダイバーシチ合成情報WＡｉおよび
受信アンテナBjに対応したダイバーシチ合成情報WＢｊの3つの複素数の積で表現される。
【０３５２】
　各素波SＡｉＢｊは、ベクトル量であり、(M×N)個の素波SＡｉＢｊの向きを同一にする
ことにより、受信信号RＡ，RＢのレベルを最大化でき、その時のダイバーシチ合成情報W

Ａ１，WＡ２，WＢ１，WＢ２が最適となる。
【０３５３】
　図２８および図２９は、2つの無線通信装置A,B間での伝送を通じて素波SＡｉＢｊ(i=1,
2、j=1,2)の向きをI軸方向に揃えるものとした場合の動作の一例を示す説明図である。図
２８は、素波SＡｉＢｊの更新を示し、図２９は、受信信号RＸの更新を示す。図２９では
、各アンテナの受信信号RＸ(k)の位相をθＸ(k)で示している。説明を簡単にするため、
以下では、伝達関数HＡｉＢｊは常に一定であり、時間的変化がないものとする。
【０３５４】
　初期状態における素波SＡｉＢｊをSＡｉＢｊ(0)とし、ｋ回(ｋは１以上の整数)のダイ
バーシチ合成情報の更新後における素波SＡｉＢｊをSＡｉＢｊ(k)とする。また、初期状
態における受信信号RＸをRＸ(0)とし、ダイバーシチ合成情報のｋ回(ｋは１以上の整数)
更新後における受信信号RＸをRＸ(k)とする。なお、ダイバーシチ合成情報の更新は、受
信側のみで行われるが、素波SＡｉＢｊは、無線通信装置A,Bの両方のダイバーシチ合成情
報WＡ１，WＡ２，WＢ１，WＢ２を含むので、素波SＡｉＢｊは、伝送の向きによらず、伝
送が行われる度に更新される。受信信号RＡ，RＢは、受信側の無線通信装置の2本のアン
テナからの受信信号をダイバーシチ合成した信号であるが、素波SＡｉＢｊが更新される
度に各アンテナA1,A2、B1,B2の受信信号RＡ１，RＡ２、RＢ１，RＢ２も更新される。
【０３５５】
　図２８(a)は、初期状態における素波SＡｉＢｊ(0)を示す。初期状態でのダイバーシチ
合成情報WＡ１，WＡ２，WＢ１，WＢ２は全て1としているため、素波SＡｉＢｊ(0)は、図
２７の伝達関数HＡｉＢｊと一致する。
【０３５６】
　初期状態において、無線通信装置Aから無線通信装置Bへの伝送が行われた時、無線通信
装置Bのダイバーシチ合成情報が更新される。図１２(a)は、初期状態において無線通信装
置Aから無線通信装置Bへの伝送が行われた時の、無線通信装置BのアンテナB1,B2による受
信信号RＢ１(1)，RＢ２(1)を示す。
【０３５７】
　アンテナB1による受信信号RＢ１(1)は、2つの素波SＡ１Ｂ１(0)，SＡ２Ｂ１(0)の合成
信号であり、アンテナB2による受信信号RＢ２(1)は、2つの素波SＡ１Ｂ２(0)，SＡ２Ｂ２

(0)の合成信号である。無線通信装置Bでは、2つの受信信号RＢ１(1)，RＢ２(1)に対して
、そのベクトルの向きをI軸に向けるような移相処理を行うことにより、ダイバーシチ合
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成を行う。すなわち、受信信号RＢ１(1)のベクトルを、-θＢ１(1)(θＢ１(1)は正)だけ
回転させ、受信信号RＢ２(1)のベクトルを-θＢ２(1)(θＢ２(1)は負)だけ回転させてダ
イバーシチ合成を行う。この処理は、ダイバーシチ合成情報WＢ１，WＢ２をそれぞれ、ex
p{-jθＢ１(1)}、exp{-jθＢ２(1)}とすることに相当する。これにより、素波SＡ１Ｂ１(
0)，SＡ２Ｂ１(0)は-θＢ１(1)だけ回転し、素波SＡ１Ｂ２(0)，SＡ２Ｂ２(0)は-θＢ２(
1)だけ回転する。図２８(b)は、この様子を示す。
【０３５８】
　無線通信装置Aから無線通信装置Bへの伝送に引き続いて無線通信装置Bから無線通信装
置Aへの伝送が行われた時、無線通信装置Aのダイバーシチ合成情報が更新される。無線通
信装置Aから無線通信装置Bへの伝送によりダイバーシチ合成情報WＡ１，WＡ２，WＢ１，W

Ｂ２が更新された後では、素波SＡｉＢｊは、素波SＡｉＢｊ(1)(図２８(b))に更新されて
いる。無線通信装置Bから無線通信装置Aへの伝送は、素波SＡｉＢｊ(1)を用いて行われる
。図２９(b)は、このときの無線通信装置Aの各アンテナA1,A2による受信信号RＡ１(1)，R

Ａ２(1)を示す。アンテナA1による受信信号RＡ１(1)は、2つの素波素波SＡ１Ｂ１(1)，S

Ａ１Ｂ２(1)の合成信号であり、アンテナA2による受信信号RＡ２(1)は、2つの素波SＡ２

Ｂ１(1)，SＡ２Ｂ２(1)の合成信号である。
【０３５９】
　無線通信装置Aでは、２つの受信信号RＡ１(1)，RＡ２(1)に対して、そのベクトルの向
きをI軸に向けるような移相処理を行うことにより、ダイバーシチ合成を行う。すなわち
、受信信号RＡ１(1)のベクトルを-θＡ１(1)だけ回転させ、受信信号RＡ２(1)のベクトル
を-θＡ２(1)だけ回転させてダイバーシチ合成を行う。この処理は、ダイバーシチ合成情
報WＡ１，WＡ２をそれぞれ、exp{-jθＡ１(1)}、exp{-jθＡ２(1)}とすることに相当する
。これにより、素波SＡ１Ｂ１(1)，SＡ１Ｂ２(1)は-θＡ１(2)だけ回転し、素波SＡ２Ｂ

１(1)，SＡ２Ｂ２(1)は-θＡ２(2)だけ回転する。図２１(c)は、この様子を示す。
【０３６０】
　図２８(a)～(c)を参照すると、双方向に1回ずつ伝送を行ってダイバーシチ合成情報WＡ
１，WＡ２，WＢ１，WＢ２を更新することにより、各素波SＡｉＢｊはI軸に近い向きに揃
ってくることが分かる。双方向の伝送を繰り返し行ってダイバーシチ合成情報を逐次更新
すれば、各素波SＡｉＢｊの向きを、よりI軸に近づけることができる。ただし、(M×N)個
の数の素波SＡｉＢｊに対して、制御可能な位相は(M+N)個しかないので、一般的には、す
べての素波SＡｉＢｊをI軸の向きに完全に一致させることはできない。本発明では、結果
的には、素波SＡｉＢｊの向きが同一あるいはそれに近い状態を双方向のトレーニングを
通じて得ている。
【０３６１】
　受信信号RＡ，RＢのレベルを最大化するためには、伝送路行列の相関行列における固有
値が最大の固有ベクトルをダイバーシチ合成情報とすればよいことが知られている。しか
し、上述したように、アンテナ数が大きな場合に受信信号を最大化するダイバーシチ合成
情報を計算上で求めるには、演算量が問題になる。そこで、本発明では、双方向のトレー
ニング信号伝送を通じて、結果的に、ダイバーシチ合成情報の最適値を見つけ出す。この
ときの指標として受信レベル情報を用いる。ただし、(M×N)個の素波SＡｉＢｊが存在す
るにもかかわらず、制御できる移相量の数は(M+N)個しかないので、実際には、全ベクト
ルの向きを同一化できるのは、伝送路行列が特定の条件を満足する特殊な場合に限定され
る。
【０３６２】
　以下では、無線通信装置A,B間の双方向伝送での受信レベル情報を指標としてダイバー
シチ合成情報の最適値を各々見つけ出すことができることを数式を用いて説明する。なお
、ここでは、一般化して、無線通信装置AがM本のアンテナ数を備え、無線通信装置BがN本
のアンテナ数を備えるとする。
【０３６３】
　まず、無線通信装置A,B間の伝送での受信信号の電力(受信レベル情報)を数式上で求め
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る。いま、無線通信装置Aから無線通信装置Bへの伝送における伝送路行列HＡＢは、式(11
)で表現される。
【０３６４】
【数１１】

【０３６５】
　ここで、hｉ,ｊは複素数であり、無線通信装置AのアンテナAjと無線通信装置Bのアンテ
ナBi間の伝達関数を表している。また、無線通信装置A,Bにおけるダイバーシチ合成情報W

Ａ,WＢはそれぞれ、式(12),(13)で表現される。なお、XＴは、行列Xの転置行列を表す。
【０３６６】

【数１２】

【０３６７】
【数１３】

【０３６８】
　無線通信装置Aから無線通信装置Bへの伝送が行われる時、無線通信装置Aの信号分配・
合成部12に入力される送信信号をSＡＢとし、無線通信装置Bの信号分配・合成部22から出
力される受信信号をRＡＢとすると、式(14)が成り立つ。なお、NＢは無線通信装置Bの各
アンテナB１～BＮにおける熱雑音を表している。
【０３６９】

【数１４】

【０３７０】
　このときの無線通信装置Bにおける平均受信信号電力PＢは、式(15)で表される。なお、
E[X]は、Xのアンサンブル平均を表している。
【０３７１】
【数１５】

【０３７２】
　式(14)を式(15)へ代入すると、式(16)が得られる。なお、X†は、Xの複素共役転置を表
している。
【０３７３】

【数１６】

【０３７４】
　ここで、PＳは、無線通信装置Aにおける平均送信信号電力であり、式(17)で表される。
また、無線通信装置Bの各アンテナB１～BＮにおける平均雑音電力は同一であると仮定し
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、これをPＮとしている。すなわち、式(18)が成り立つとしている。なお、IＮはN次元の
単位行列を表している。
【０３７５】
【数１７】

【０３７６】
【数１８】

【０３７７】
　一方、無線通信装置Bから無線通信装置Aへの伝送が行われる時、無線通信装置Bの信号
分配・合成部22に入力される送信信号をSＢＡ、無線通信装置Aの信号分配・合成部12から
出力される受信信号をRＢＡとすると、式(19)が成り立つ。なお、NＡは無線通信装置Aの
各アンテナA１～AＭにおける熱雑音を表している。
【０３７８】

【数１９】

【０３７９】
　このときの無線通信装置Aにおける平均受信信号電力PＡは、式(20)で表される。
【０３８０】

【数２０】

【０３８１】
　ここで、無線通信装置Bにおける平均送信電力は、無線通信装置Aにおける平均送信電力
PＳと同一であると仮定している。また、無線通信装置Aの各アンテナA１～AＭにおける平
均雑音電力も、無線通信装置Bの各アンテナB１～BＮにおける平均雑音電力PＮと同一であ
ると仮定している。
【０３８２】
　以上のように、無線通信装置A,Bにおける平均受信信号電力PＡ,PＢはそれぞれ、式(20)
,(16)で表される。
【０３８３】
　次に、受信信号RＡ，RＢの電力(式(20),(16))を最大化する条件を求める。ダイバーシ
チ合成情報WＡ,WＢの大きさを共に1としても一般性は失われないので、式(21)とおくと、
式(16),(20)は、式(22)に集約できる。
【０３８４】

【数２１】

【０３８５】
【数２２】

【０３８６】
　式(22)のPを最大化する条件は、ラグランジュの未定乗数法を用いて求めることができ
る。すなわち、ダイバーシチ合成情報WＡ,WＢの大きさが共に1であるという条件下でλが
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【０３８７】
　いま、式(23)で関数U(WＡ,WＢ,λＡ,λＢ)を定義する。なお、X＊は、Xの複素共役を表
す。
【０３８８】
【数２３】

【０３８９】
　このとき、λが最大となる条件は、式(24)で表される。
【０３９０】
【数２４】

【０３９１】
　式(24)における後半の2つの条件は、ダイバーシチ合成情報WＡ,WＢの大きさが1である
ための条件である。一方、式(24)における前半の2つの条件を整理すると、式(25),(26)が
得られる。
【０３９２】

【数２５】

【０３９３】
【数２６】

【０３９４】
　式(25),(26)を式(21)に代入すると、式(27)が得られる。λＡとλＢは等しいので、以
下ではλＡ,λＢを共にλと表記する。
【０３９５】
【数２７】

【０３９６】
　ところで、無線通信装置Aから無線通信装置Bへの伝送において、送信信号SＡＢが1の時
の、無線通信装置BのN本のアンテナB１～BＮによる受信信号のベクトルをRＢ0とすると、
RＢ0は、式(28)で表される。
【０３９７】
【数２８】

【０３９８】
　式(28)を式(26)に代入すると、式(29)が得られる。
【０３９９】
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【数２９】

【０４００】
　式(29)は、無線通信装置Bにおいて、最大比合成ダイバーシチ動作を行う場合、すなわ
ち、ダイバーシチ合成情報WＢがWＢ=RＢ0

＊/√λとなる場合に成立する。
【０４０１】
　同様に、無線通信装置Bから無線通信装置Aへの伝送において、送信信号SＢＡが１の時
の、無線通信装置AのＭ本のアンテナA１～AＭによる受信信号のベクトルをRＡ0とすると
、RＡ0は、式(30)で表される。
【０４０２】
【数３０】

【０４０３】
　式(30)を式(25)に代入すると、式(31)が得られる。
【０４０４】
【数３１】

【０４０５】
　式(31)は、無線通信装置Aにおいて、最大比合成ダイバーシチ動作を行う場合、すなわ
ち、ダイバーシチ合成情報WＡがWＡ=RＡ0

＊/√λとなる場合に成立する。
【０４０６】
　以上のように、MIMO伝送において、平均受信信号電力が最大となるように送受信のダイ
バーシチ合成情報を設定した場合、WＡ=RＡ0

＊/√λ,WＢ=RＢ0
＊/√λが成り立つ。これ

は、平均受信信号電力が最大となる条件下におけるダイバーシチ合成情報が、最大比合成
ダイバーシチのダイバーシチ合成情報と一致することを示している。すなわち、トレーニ
ング信号の伝送におけるダイバーシチ受信の後に、当該ダイバーシチ受信の合成ウェイト
情報でダイバーシチ合成情報を更新することにより、１組の無線通信装置に対するダイバ
ーシチ合成情報の最適値、すなわち送受信を行う１組の無線通信装置の間での伝送におけ
る伝送行列の相関行列の最大固有値に対する固有ベクトルの組を決定することができる。
【０４０７】
　無線通信装置A,B間での双方向伝送を通じてダイバーシチ合成情報が収束するアルゴリ
ズムは、数式表現を用いると、式(32),(33)で表される。
【０４０８】
【数３２】

【０４０９】

【数３３】

【０４１０】
　式(32),(33)において、WＸ(k)(XはAまたはB)は、無線通信装置Xにおける、ダイバーシ
チ合成情報の更新回数がk回の時のダイバーシチ合成情報を表している。式(32)は、無線
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通信装置Aから無線通信装置Bへの伝送における、無線通信装置Bでのダイバーシチ合成情
報の更新動作を表しており、式(33)は、無線通信装置Bから無線通信装置Aへの伝送におけ
る、無線通信装置Aでのダイバーシチ合成情報の更新動作を表している。
【０４１１】
　式(32),(33)は、送信信号SＡＢ,SＢＡが1であるフレームまたは拡張プリアンブルに含
ませたシンボルなどがアンテナA１～AＭ,B１～BＮで受信されたときの受信信号に対して
、受信側の無線通信装置において最大比合成となるようにダイバーシチ合成情報を逐次更
新していく動作を表している。
【０４１２】
　ダイバーシチ合成情報の初期値としては、例えば、全ての要素の大きさが等しく、かつ
全ての要素がI軸方向を向いた、式(34),(35)で表されるベクトルを使用することができる
。
【０４１３】
【数３４】

【０４１４】
【数３５】

【０４１５】
　最後に、式(32),(33)で表されるアルゴリズムの適用により、式(25),(26)を満足するダ
イバーシチ合成情報を求めることができることについて説明する。
【０４１６】
　式(25)は、M次正方行列[HＡＢ

Ｔ・WＢ・WＢ
†・HＡＢ

＊]の固有ベクトルがWＡ
＊である

ことを表している。一方、式(26)は、N次正方行列[HＡＢ・WＡ・WＡ
†・HＡＢ

Ｈ]の固有
ベクトルがWＢ

＊であることを表している。これらの固有ベクトルはそれぞれ、式(36),(3
7)で表現できる。
【０４１７】

【数３６】

【０４１８】
【数３７】

【０４１９】
　式(36),(37)を用いると、式(32),(33)のアルゴリズムは式(38),(39)で表現できる。
【０４２０】
【数３８】

【０４２１】
【数３９】
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【０４２２】
　式(38),(39)より、ダイバーシチ合成情報WＡ,WＢに関する漸化式が得られる。この漸化
式を式(40),(41)で示す。
【０４２３】
【数４０】

【０４２４】
【数４１】

【０４２５】
　式(40),(41)より、ダイバーシチ合成情報WＡ,WＢを求めるアルゴリズムは、式(42),(43
)で表現される。
【０４２６】

【数４２】

【０４２７】
【数４３】

【０４２８】
　ところで、式(36),(37)より、式(44),(45)が成り立つ。
【０４２９】

【数４４】

【０４３０】
【数４５】

【０４３１】
　式(44),(45)より、ダイバーシチ合成情報WＡ,WＢはそれぞれ、相関行列[HＡＢ

†・HＡ
Ｂ]，[HＡＢ

＊・HＡＢ
Ｔ]の固有ベクトルであることが分かる。さらに、ダイバーシチ合

成情報WＡ,WＢは、式(24)の条件も満足するので、最大固有値に対する固有ベクトルであ
ることが分かる。すなわち、式(44),(45)を満足する固有ベクトルの最大数は、各々M個お
よびN個であるが、式(42),(43)で表されるダイバーシチ合成情報WＡ,WＢは、最大固有値
に対する固有ベクトルであり、[HＡＢ

†・HＡＢ]ｋ・WＡ(0)，[HＡＢ
＊・HＡＢ

Ｔ]ｋ・W

Ｂ(0)は、kが大きくなるにつれて、最大固有値に対する固有ベクトルに収束することが分
かる。
【０４３２】
　したがって、平均受信電力が最大となるように受信側のダイバーシチ合成情報を決定す
る漸近アルゴリズムにより、最適なダイバーシチ合成情報WＡ,WＢを求めることができる
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ことが分かる。
【０４３３】
　図３０は、ダイバーシチ合成情報の更新回数を変えた場合の受信信号の確率分布のシミ
ュレーション結果の例を示す図である。同図(a),(b),(c)はそれぞれ、その更新回数を1回
、2回、32回とした場合である。ここでは、各アンテナ間における電波伝搬は互いに独立
なレイリーフェージングであると仮定している。図３０から、わずか1回、2回程度の更新
でも図３８とほぼ同等のMIMO利得を得ることができることが分かる。すなわち、非常に簡
単なトレーニングで最大固有値に対する固有ビーム伝送が近似的に実現できることが分か
る。
【０４３４】
　ところで、一方の無線通信装置では最適なダイバーシチ合成情報が得られているが、も
う一方の無線通信装置では最適なダイバーシチ合成情報が得られていない場合において、
最初のトレーニングシーケンスをどちらの無線通信装置から送信するかにより、最適な固
有ビームを形成するのに必要なトレーニング信号伝送の回数は異なる。
【０４３５】
　図３１は、基地局(AP)側の無線通信装置では最適なダイバーシチ合成情報が得られてい
ないが、端末(STA)側の無線通信装置では最適なダイバーシチ合成情報が得られている場
合に、基地局(AP)側が最初のトレーニング信号伝送を行った場合のトレーニング信号伝送
回数と受信レベル分布の改善を示す。トレーニング信号伝送回数が１回、すなわち１往復
のトレーニング信号伝送では最適な固有ビーム伝送と比較して4dB程度の劣化が生じてお
り、４回のトレーニング信号伝送を行うとほぼ最適な固有ビーム伝送が実現できることが
分かる。
【０４３６】
　図３２は、端末(STA)側が最初のトレーニング信号伝送を行った場合のトレーニング信
号伝送回数と受信レベル分布の改善を示す。この場合には、１回、すなわち１往復のトレ
ーニング信号伝送でほぼ最適な固有ビーム伝送が実現できることが分かる。
【０４３７】
　すなわち、本発明において、トレーニング信号伝送を最適なダイバーシチ合成情報が得
られている無線通信装置、例えば端末(STA)側が最初のトレーニング信号伝送を行うよう
にすることにより、１往復のトレーニング信号伝送でほぼ最適な固有ビーム伝送が実現で
きる。このように、本発明によれば、ごく短時間のトレーニング信号伝送によりほぼ最適
な固有ビーム伝送が実現できるので、高速フェージング環境においても通信エリアを大き
く拡大することができる。
【０４３８】
　本発明では、伝送路行列の情報を求めることなしに、トレーニング信号伝送における複
数のアンテナからの受信信号を合成した信号の受信状態の最適化処理だけで最大固有値に
対応した固有ビーム伝送を実現しており、RF帯処理で実現できる。一方、通常の固有ビー
ム伝送においては、受信側ではアンテナ毎に受信機を備えており、受信信号の合成をベー
スバンド処理にて行っている。このため、各アンテナでの受信レベルは十分に大きくない
ため、通信エリアの周辺部では、バースト検出、すなわち、受信信号の到来を検出できな
い場合がある。
【０４３９】
　図３３は、通常の固有ビーム伝送のように、受信信号の合成をベースバンド処理で行っ
た場合とRF帯処理で受信信号の合成を行った場合のバースト検出での受信レベルの改善の
比較を示す。
【０４４０】
　ベースバンド処理での固有ビーム伝送においては、バースト検出における受信レベルの
改善は理想的なMIMO伝送と比較して12dB程度劣化している。一方、本発明をRF帯の処理で
実現する場合には、理想的なMIMO伝送からの劣化量は2dB程度である。なお、この2dBの劣
化の原因は、複素ウエイト処理を移相器で実現することに起因する。このように、従来の
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ベースバンド処理での固有ビーム伝送を実現する方法あるいは装置では、バースト検出が
可能なエリアにおいては大きなMIMO利得が得られ、これにより例えば多値QAMの使用によ
る高速伝送が可能となる。しかし、通信エリアそのものは、バースト検出が可能なエリア
に制限されるので、通信エリアにおける改善量はMIMO利得と比較すると、12dB程度小さく
なってしまう。これに対して、本発明をRF帯の処理で実現する場合には、通信エリアにお
ける改善量はMIMO利得に等しい。すなわち、本発明によると、MIMO利得による通信エリア
の大幅な改善を実現することができる。
【０４４１】
　以上、実施形態を説明したが、本発明は、上記実施形態に限られるものではなく、種々
に変形することができる。例えば、ウエイト処理部の乗算器は、1ビット移相器に限らず
、ダイバーシチ合成に際しての重み付けを行うものであればよく、例えば、2ビット移相
器を用いることもできる。2ビット移相器を用いる場合には、ダイバーシチ合成情報"00",
"01","10","11"により各アンテナの信号に対する移相あるいは複素ウエイトを4通りに変
更して付与できるので、より細かいダイバーシチ制御ができる。
【０４４２】
　また、トレーニング信号は、受信レベル情報を測定するために用いられるものであり、
ダイバーシチ受信したときの受信レベル情報を測定できるものであればどのようなもので
もよい。例えば、データフレームのヘッダ中のプリアンブルのみ、拡張プリアンブルに含
ませた複数のシンボルなどをトレーニング信号として利用することもでき、トレーニング
用として特別に用意されたものでなくてもよい。ただし、トレーニング中の伝送路の状況
はほぼ一定であるとみなしているので、その時間長は短い方がよい。なお、複数のシンボ
ルをトレーニング信号として用いる場合、最短で、(自無線通信装置のアンテナ数+1)個の
シンボルで各アンテナの信号に対するダイバーシチ合成情報の最適値を決定できる。また
、受信レベル情報は、RFトレーニング信号をIF信号に周波数変換し、その段階で取得する
こともできる。
【０４４３】
　図３４は、IEEE802.11nのアンテナ選択用のトレーニングシーケンスである。このトレ
ーニングシーケンスの時間長は、184μsである。高速移動時においても、フェージング周
波数は高々100Hzであり、184μsの間で伝送路の状況はほぼ一定とみなすことができるの
で、本発明のトレーニングでは、このトレーニングシーケンスを用いることができる。も
ちろん、これに限られない。
【０４４４】
　また、M個のアンテナに対するM個のフレームは、単一のトレーニングシーケンス内にあ
る必要はない。例えば、受信アンテナ数が4本の場合、1つのトレーニングシーケンス内で
2本のアンテナを最適化し、次のトレーニングシーケンス内でさらに1本のアンテナを最適
化し、その次のトレーニングシーケンス内で残り1本のアンテナの最適化するというよう
なことも可能である。
【０４４５】
　さらに、相手の無線通信装置から、トレーニング信号の各フレームに対するACKが返信
される場合には、ACKを検出してトレーニングカウンタ情報を得ることもできる。
【０４４６】
　本発明は、例えば、車車間通信や車両歩行者間通信に利用することができる。しかし、
それに限られるものではなく、その他、例えば、無線通信用の携帯端末などでも利用する
こともできる。また、本発明は、必ずしも移動通信にその適用範囲が限定されるものでは
なく、多元接続方式を採用する自律分散型の任意の無線通信システムに適用することがで
きる。
【符号の説明】
【０４４７】
　10,20・・・ダイバーシチ回路、11,21・・・ウエイト処理部、12,22・・・RF信号分配
・合成部、13,23・・・送受信回路、31・・・ベースバンド変調部、32・・・トレーニン
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グ信号生成部、33・・・信号合成部、34・・・無線送信部、35・・・デュプレクサ、36・
・・無線受信部、37・・・送受信制御部、38・・・ビーム形成用ウエイト生成部、39・・
・ベースバンド復調部、40,45・・・受信レベル情報保持部、41・・・受信レベル情報比
較部、42・・・トレーニング期間内最大受信レベル情報保持部、43・・・トレーニング受
信情報保持部、44・・・ベースバンド受信IQ信号保持部、46・・・最適ウエイト決定部、
50・・・移相器制御部、51・・・非ビーム形成時ウエイト生成部、52・・・トレーニング
時ウエイト生成部、53・・・ウエイト選択部、60・・・タイミング部、61・・・フレーム
受信検出部、62・・・フレーム終了検出部、63・・・シーケンス終了検出部、64・・・ト
レーニングカウント部、65・・・ビーム形成有効フラグ生成部65、66・・・最適ウエイト
更新信号生成部、A,B・・・無線通信装置、A１,A２,・・・,AＭ、B１,B２,・・・,BＮ・
・・アンテナ

【図１】 【図２】



(76) JP 4539891 B2 2010.9.8

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(77) JP 4539891 B2 2010.9.8

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(78) JP 4539891 B2 2010.9.8

【図１１】 【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】



(79) JP 4539891 B2 2010.9.8

【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図２２】

【図２７】



(80) JP 4539891 B2 2010.9.8

【図２８】 【図２９】

【図３０】 【図３１】

【図３２】



(81) JP 4539891 B2 2010.9.8

【図３３】

【図３４】

【図３５】

【図３６】

【図３７】

【図３８】

【図３９】



(82) JP 4539891 B2 2010.9.8

【図１９】



(83) JP 4539891 B2 2010.9.8

【図２０】

【図２１】



(84) JP 4539891 B2 2010.9.8

【図２３】



(85) JP 4539891 B2 2010.9.8

【図２４】



(86) JP 4539891 B2 2010.9.8

【図２５】



(87) JP 4539891 B2 2010.9.8

【図２６】



(88) JP 4539891 B2 2010.9.8

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００５－１６００３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－１６０５３２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０１５１７９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２４４３３９（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００７／０２０５９４３（ＵＳ，Ａ１）　　
              国際公開第２００７／０９４６３３（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｂ　７／０２－７／１２
              Ｈ０４Ｊ　１５／００
              Ｈ０１Ｑ　３／２６
              ＪＤＲＥＡＭ２
              ＩＥＥＥ　Ｅｘｐｌｏｒｅ


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

