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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】受信側装置において複数個の分割データを効率
良く受信できるようにデータ伝送の効率化を図る。
【解決手段】無線送信装置１０において無線送信部１３
は、制御部１１によって生成された複数の分割データユ
ニットを、複数の送信周期期間において各分割データユ
ニットの送信に用いられる送信チャネルを複数の送信チ
ャネル内で巡回シフトさせながら、繰り返し送信する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データユニットを分割して複数の分割データユニットを生成する制御部と、
　前記複数の分割データユニットを、複数の送信周期期間において各分割データユニット
の送信に用いられる送信チャネルを複数の送信チャネル内で巡回シフトさせながら、繰り
返し送信する無線送信部と、
　を具備する無線送信装置。
【請求項２】
　前記制御部は、データユニットを分割してＮ（Ｎは２以上の自然数）個の分割データユ
ニットを生成する分割部を有し、
　前記無線送信部は、１つの送信周期期間内にＭ（Ｍは２以上で且つＮ以下の自然数）個
の分割データユニットをＭ個の送信チャンネルでそれぞれ送信可能に構成され、複数の送
信周期期間において前記Ｎ個の分割データユニットのそれぞれの送信チャネルを前記Ｍ個
の送信チャネル内で巡回シフトさせながら、前記Ｎ個の分割データユニットを前記Ｍ個の
送信チャネルを用いて繰り返し送信する、
　請求項１記載の無線送信装置。
【請求項３】
　前記制御部は、各分割データユニットを含むパケットを生成するパケット生成部を有し
、
　前記無線送信部は、各分割データユニットをパケットの形式で送信する、
　請求項１記載の無線送信装置。
【請求項４】
　前記パケット生成部は、前記送信されたパケットを受信する無線受信装置において前記
複数の分割データユニットを用いて前記データユニットを形成するために必要な情報、及
び、前記送信周期期間の時間長に対応する送信周期を示す情報を含めて、前記パケットを
生成する、
　請求項３記載の無線送信装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記データユニットが前記パケットのペイロードサイズよりも大きい場
合、前記データユニットを分割する、
　請求項３に記載の無線送信装置。
【請求項６】
　複数の受信チャネルでデータ信号を受信可能に構成される無線受信装置であって、
　一の受信周期期間において前記複数の受信チャネルのうちの一の受信チャネルで受信処
理を実行し、前記一の受信周期期間において前記一の受信チャネルで前の分割データユニ
ットを受信できた場合、前記一の受信周期期間に続く次受信周期期間において前記一の受
信チャネルで前記前の分割データユニットに続く後の分割データユニットの受信処理を実
行する一方、前記一の受信周期期間において前記一の受信チャネルで前記前の分割データ
ユニットを受信できなかった場合、前記次受信周期期間において前記一の受信チャネルと
異なる他の受信チャネルで前記前の分割データユニットの受信処理を実行する、受信処理
を、複数の受信周期期間に亘って繰り返す、無線受信部と、
　前記無線受信部で受信された複数の分割データユニットを結合して元データユニットを
形成する制御部と、
　を具備する無線受信装置。
【請求項７】
　前記無線受信部は、各分割データユニットをパケットの形式で受信し、
　前記制御部は、前記受信されたパケットから、前記分割データユニット、前記分割デー
タユニットを結合するために必要な第１情報、及び、前記受信周期期間の時間長に対応す
る無線送信装置側の送信周期を示す第２情報を抽出する抽出部を具備する、
　請求項６記載の無線受信装置。
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【請求項８】
　前記制御部は、前記抽出部で抽出された前記第１情報に基づいて前記受信された複数の
分割データユニットを順番に並べた後に、前記複数の分割データユニットを結合して前記
元データユニットを形成する、
　請求項７に記載の無線受信装置。
【請求項９】
　データユニットを分割して複数の分割データユニットを生成し、
　前記複数の分割データユニットを、複数の送信周期期間において各分割データユニット
の送信に用いられる送信チャネルを複数の送信チャネル内で巡回シフトさせながら、繰り
返し送信する、
　無線送信方法。
【請求項１０】
　前記分割データユニットの生成では、データユニットを分割してＮ（Ｎは２以上の自然
数）個の分割データユニットを生成し、
　前記送信では、１つの送信周期期間内にＭ（Ｍは２以上で且つＮ以下の自然数）個の分
割データユニットをＭ個の送信チャンネルでそれぞれ送信し、複数の送信周期期間におい
て前記Ｎ個の分割データユニットのそれぞれの送信チャネルを前記Ｍ個の送信チャネル内
で巡回シフトさせながら、前記Ｎ個の分割データユニットを前記Ｍ個の送信チャネルを用
いて繰り返し送信する、
　請求項９記載の無線送信方法。
【請求項１１】
　各分割データユニットを含むパケットを生成し、
　前記送信では、各分割データユニットをパケットの形式で送信する、
　請求項９記載の無線送信方法。
【請求項１２】
　前記パケットの生成では、前記送信されたパケットを受信する無線受信装置において前
記複数の分割データユニットを用いて前記データユニットを形成するために必要な情報、
及び、前記送信周期期間の時間長に対応する送信周期を示す情報を含めて、前記パケット
を生成する、
　請求項１１記載の無線送信方法。
【請求項１３】
　前記分割データユニットの生成では、前記データユニットが前記パケットのペイロード
サイズよりも大きい場合、前記データユニットを分割する、
　請求項１１記載の無線送信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線送信装置、無線受信装置、及び無線送信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、送信データを分割した複数個の分割データを複数の周波数を用いて無線送信する
技術が開示されている（例えば、特許文献１、非特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－１９１０７３号公報
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Bluetooth Core Specification v 5.0
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来技術では、受信側装置において分割データを受信できないこと
が全く考慮されておらず、受信側装置において複数個の分割データを効率良く受信できな
い可能性がある。
【０００６】
　その他の課題と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかになるであろ
う。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一実施の形態によれば、データユニットを分割した複数の分割データユニットを、複数
の送信周期期間において各分割データユニットの送信に用いられる送信チャネルを複数の
送信チャネル内で巡回シフトさせながら、繰り返し送信する。
【発明の効果】
【０００８】
　前記一実施の形態によれば、データ伝送の効率化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１実施形態の無線通信システムの一例を示す図である。
【図２】第１実施形態の無線送信装置の一例を示すブロック図である。
【図３】第１実施形態の無線受信装置の一例を示すブロック図である。
【図４】第２実施形態の無線送信装置の一例を示すブロック図である。
【図５】パケットのペイロードのフォーマット例を示す図である。
【図６】第２実施形態の無線受信装置の一例を示すブロック図である。
【図７】第２実施形態の無線送信装置の処理動作の一例を示すフローチャートである。
【図８】第２実施形態の無線受信装置の処理動作の一例を示すフローチャートである。
【図９】第２実施形態の無線通信システムの処理動作の一例を示すシーケンス図である。
【図１０】比較例を示すシーケンス図である。
【図１１】対応テーブルの一例を示す図である。
【図１２】無線通信装置のハードウェア構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照しつつ、実施の形態について説明する。なお、同一の要素には、同一
の符号を付し、重複する説明は省略される。
【００１１】
＜第１実施形態＞
　＜無線通信システムの概要＞
　図１は、第１実施形態の無線通信システムの一例を示す図である。図１において、無線
通信システム１は、無線送信装置１０と、無線受信装置３０とを有する。
【００１２】
　無線送信装置１０は、１つのデータユニットを分割した複数の分割データユニットを、
複数の送信チャネル（つまり、送信周波数）を用いて無線送信する。そして、無線受信装
置３０は、無線送信装置１０から無線送信された複数の分割データユニットを、１つ又は
複数の受信チャネルを用いて受信することができる。
【００１３】
　ここで、無線送信装置１０と無線受信装置３０との間の無線通信に対応する無線規格は
、特に限定されるものではないが、その無線規格は、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｌｏ
ｗ　Ｅｎｅｒｇｙ（登録商標）である。以下では、無線送信装置１０と無線受信装置３０
との間の無線通信に対応する無線規格が、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ（
登録商標）であるものとして説明する。
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【００１４】
　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ（登録商標）では、２つの無線通信装置間
で接続を確立した後にデータ伝送を行う第１通信方式と、２つの無線通信装置間で接続を
確立していない状態でデータ伝送を行う第２通信方式とが規定されている。第２通信方式
では、送信側装置が、アドバタイジング（Advertising）動作によってデータをブロード
キャストし、受信側装置が、スキャン（Scan）動作によって、そのデータを受信する。
【００１５】
　ここでは、無線送信装置１０と無線受信装置３０との間に上記第２通信方式が適用され
ているものとして説明する。すなわち、無線送信装置１０は、複数の分割データユニット
を、複数の送信チャネルを用いてブロードキャストしている。
【００１６】
　＜無線送信装置の構成例＞
　図２は、第１実施形態の無線送信装置の一例を示すブロック図である。図２において、
無線送信装置１０は、制御部１１と、無線送信部１３とを有する。
【００１７】
　制御部１１は、データユニットを分割して複数の分割データユニットを生成する。
【００１８】
　無線送信部１３は、制御部１１によって生成された複数の分割データユニットを、複数
の送信周期期間において各分割データユニットの送信に用いられる送信チャネルを複数の
送信チャネル内で巡回シフトさせながら、繰り返し送信する（繰り返しブロードキャスト
送信する）。すなわち、無線送信部１３は、第１送信周期期間において第１送信チャネル
で送信された第１分割データユニットは、第１送信周期期間の次の第２送信周期期間では
、第１送信チャネルと異なる第２送信チャネルで送信されることになる。第２送信チャネ
ルは、例えば、上記の複数の送信チャネル内において、第１送信チャネルに隣接するチャ
ネルである。また、分割データユニットの数（つまり、分割数）が送信チャネルの数より
も多い場合、送信周期期間の間で、送信対象グループに含まれる分割データユニットの構
成メンバも、巡回シフトされて入れ代わることになる。
【００１９】
　＜無線受信装置の構成例＞
　図３は、第１実施形態の無線受信装置の一例を示すブロック図である。図３において、
無線受信装置３０は、無線受信部３１と、制御部３３とを有する。
【００２０】
　無線受信部３１は、一の受信周期期間において複数の受信チャネルのうちの一の受信チ
ャネルで受信処理を実行する。そして、無線受信部３１は、一の受信周期期間において一
の受信チャネルで前の分割データユニットを受信できた場合、一の受信周期期間に続く次
受信周期期間において一の受信チャネルで前の分割データユニットに続く後の分割データ
ユニットの受信処理を実行する。一方、一の受信周期期間において一の受信チャネルで前
の分割データユニットを受信できなかった場合、次受信周期期間において一の受信チャネ
ルと異なる他の受信チャネルで前の分割データユニットの受信処理を実行する。このよう
な受信処理を、無線受信部３１は、複数の受信周期期間に亘って繰り返す。ここで、１つ
の受信周期期間は、１つの送信周期期間に対応する。
【００２１】
　すなわち、無線受信部３１は、第１受信周期期間において第１受信チャネルで第１分割
データユニットを受信できた場合、第１受信周期期間の次の第２受信周期期間でも第１受
信チャネルで第１分割データユニットの次の第２分割データユニットの受信を試みる。こ
こで、第１受信周期期間は、上記の第１送信周期期間に対応する期間である。また、第１
受信チャネルは、上記の第１送信チャネルに対応するチャネルである。
【００２２】
　一方、無線受信部３１は、第１受信周期期間において第１受信チャネルで第１分割デー
タユニットを受信できなかった場合、第１受信周期期間の次の第２受信周期期間において
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第１受信チャネルと異なる第２受信チャネルで第１分割データユニットの受信を試みる。
ここで、第２受信チャネルは、上記の第２送信チャネルに対応するチャネルである。
【００２３】
　制御部３３は、無線受信部３１で受信された複数の分割データユニットを結合して、元
のデータユニット（つまり、無線送信装置１０で分割される前のデータユニット）を形成
（再現）する。
【００２４】
　以上のように第１実施形態によれば、無線送信装置１０において無線送信部１３は、制
御部１１によって生成された複数の分割データユニットを、複数の送信周期期間において
各分割データユニットの送信に用いられる送信チャネルを複数の送信チャネル内で巡回シ
フトさせながら、繰り返し送信する。
【００２５】
　この無線送信装置１０の構成により、無線受信装置３０では、第１受信周期期間におい
て第１受信チャネルで第１分割データユニットを受信できなかった場合、第１受信周期期
間の次の第２受信周期期間において第１受信チャネルと異なる第２受信チャネルで第１分
割データユニットの受信を試みることができる。これにより、第１受信周期期間において
受信できなかった第１分割データユニットを、第１受信周期期間の次の第２受信周期期間
において受信する機会があるので、データの効率的な受信が可能となる。また、第１受信
周期期間において第１分割データユニットを受信できなかった受信チャネルを、第２受信
周期期間では第１受信チャネルと異なる第２受信チャネルに切り替えることができるので
、受信に成功する確率を高めることができる。この結果として、データの効率的な受信が
可能となる。すなわち、データ伝送の効率化を図ることができる。
【００２６】
＜第２実施形態＞
　第２実施形態では、無線送信装置及び無線受信装置の構成及び処理動作をより具体的に
説明する。なお、第２実施形態の無線通信システムは、第１実施形態の無線通信システム
１と同じなので、図１を参照することができる。
【００２７】
　＜無線送信装置の構成例＞
　図４は、第２実施形態の無線送信装置の一例を示すブロック図である。図４において、
第２実施形態の無線送信装置１０は、制御部１１と、無線送信部１３とを有する。そして
、制御部１１は、分割部１１Ａと、送信制御部１１Ｂと、バッファ１１Ｃと、パケット生
成部１１Ｄとを有する。
【００２８】
　分割部１１Ａは、データユニットを入力する。分割部１１Ａに入力されるデータユニッ
トは、例えばカメラで撮影された画像データであり、データユニット番号ＩＤｄａｔａが
付されている。
【００２９】
　そして、分割部１１Ａは、入力されたデータユニットを分割してＮｄｉｖ（Ｎｄｉｖは
２以上の自然数）個の分割データユニットを生成する。そして、分割部１１Ａは、各分割
データユニットに対して分割データユニット番号Ｎｉｎｄｅｘを付与する。そして、分割
部１１Ａは、各分割データユニットと、分割数Ｎｄｉｖを示す情報と、各分割データユニ
ットの分割データユニット番号を示す情報と、データユニット番号Ｎｉｎｄｅｘを示す情
報とをセットにして、バッファ１１Ｃへ出力する。また、分割部１１Ａは、分割数Ｎｄｉ

ｖを示す情報と、各分割データユニットの分割データユニット番号Ｎｉｎｄｅｘを示す情
報と、データユニット番号ＩＤｄａｔａを示す情報とをセットにして、送信制御部１１Ｂ
へ出力する。ここで、分割数Ｎｄｉｖは、データユニットのサイズを後述するパケットの
ペイロードサイズで除算することによって、決定される。すなわち、分割部１１Ａは、デ
ータユニットがペイロードサイズよりも大きい場合、データユニットを分割する。
【００３０】
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　バッファ１１Ｃは、分割部１１Ａから受け取った、分割数Ｎｄｉｖを示す情報と、各分
割データユニットの分割データユニット番号を示す情報と、データユニット番号を示す情
報とを含むセット毎に保持する。そして、バッファ１１Ｃは、送信制御部１１Ｂから受け
取る出力命令に含まれる分割データユニット番号を含むセットを、パケット生成部１１Ｄ
へ出力する。
【００３１】
　パケット生成部１１Ｄは、バッファ１１Ｃから受け取った上記セットと送信制御部１１
Ｂから受け取る送信周期を示す情報とをペイロードに含めて、パケットを生成する。図５
は、パケットのペイロードのフォーマット例を示す図である。
【００３２】
　そして、パケット生成部１１Ｄは、生成したパケットを無線送信部１３へ出力する。
【００３３】
　送信制御部１１Ｂは、送信周期Ｔｉｎｔｅｒｖａｌを決定する。例えば、送信制御部１
１Ｂは、１つのパケットを送信するために要するパケット送信時間と、分割データユニッ
トの送信に用いる送信チャネルの数とを乗算することにより、送信周期Ｔｉｎｔｅｒｖａ

ｌを算出する。そして、送信制御部１１Ｂは、決定した送信周期Ｔｉｎｔｅｒｖａｌを示
す情報をパケット生成部１１Ｄへ出力する。
【００３４】
　また、送信制御部１１Ｂは、各送信周期期間において、各送信周期期間の送信対象グル
ープに含まれる分割データユニットを示す分割データユニット番号を含む出力命令を、バ
ッファ１１Ｃへ出力する。例えば、送信制御部１１Ｂは、分割データユニットの数（つま
り、分割数Ｎｄｉｖ）が送信チャネルの数Ｍよりも大きい場合、送信周期期間の間で、送
信対象グループに含まれる分割データユニットの構成メンバを巡回シフトさせて入れ替え
る。送信制御部１１Ｂの出力命令は、例えば予め設定されている固定の繰り返し回数Ｍｌ

ｏｏｐだけ、繰り返し出力される。
【００３５】
　また、送信制御部１１Ｂは、各送信周期期間において、各送信周期期間の送信対象グル
ープに含まれる各分割データユニットと該各分割データユニットが送信される送信チャネ
ルとの対応関係を示すマッピング制御信号を無線送信部１３へ出力する。
【００３６】
　以上の送信制御部１１Ｂによる制御により、無線送信部１３は、１つの送信周期期間内
にＭ（Ｍは２以上で且つＮｄｉｖ以下の自然数）個の分割データユニットをＭ個の送信チ
ャンネルでそれぞれ送信可能に構成される。そして、無線送信部１３は、複数の送信周期
期間においてＮｄｉｖ個の分割データユニットのそれぞれの送信チャネルをＭ個の送信チ
ャネル内で巡回シフトさせながら、Ｎｄｉｖ個の分割データユニットをＭ個の送信チャネ
ルを用いて繰り返し送信することができる。
【００３７】
　＜無線受信装置の構成例＞
　図６は、第２実施形態の無線受信装置の一例を示すブロック図である。図６において、
第２実施形態の無線受信装置３０は、無線受信部３１と、制御部３３とを有する。そして
、制御部３３は、抽出部３３Ａと、受信制御部３３Ｂと、バッファ３３Ｃと、結合部（形
成部）３３Ｄとを有する。
【００３８】
　抽出部３３Ａは、無線受信部３１においてパケットを受信できた場合、無線受信部３１
から受信パケットを受け取る。そして、抽出部３３Ａは、受信パケットからデータユニッ
ト番号ＩＤｄａｔａ、分割数Ｎｄｉｖ、分割データユニット番号Ｎｉｎｄｅｘ、及び分割
データユニットを抽出してバッファ３３Ｃへ出力し、受信パケットからデータユニット番
号ＩＤｄａｔａ、分割数Ｎｄｉｖ、及び分割データユニット番号Ｎｉｎｄｅｘを抽出して
、受信制御部３３Ｂへ出力する。
【００３９】
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　受信制御部３３Ｂは、各受信周期期間において抽出部３３Ａからデータユニット番号Ｉ
Ｄｄａｔａ、分割数Ｎｄｉｖ、及び分割データユニット番号Ｎｉｎｄｅｘを受け取らなか
った場合、受信チャネル切替信号を無線受信部３１へ出力する。一方、受信制御部３３Ｂ
は、各受信周期期間において抽出部３３Ａからデータユニット番号ＩＤｄａｔａ、分割数
Ｎｄｉｖ、及び分割データユニット番号Ｎｉｎｄｅｘを受け取った場合、受信チャネル維
持信号を無線受信部３１へ出力する。
【００４０】
　この受信制御部３３Ｂによる制御により、無線受信部３１は、次の受信処理を、複数の
受信周期期間に亘って繰り返すことができる。すなわち、無線受信部３１は、一の受信周
期期間において複数の受信チャネルのうちの一の受信チャネルで受信処理を実行する。そ
して、無線受信部３１は、一の受信周期期間において一の受信チャネルで前の分割データ
ユニットを受信できた場合、一の受信周期期間に続く次受信周期期間において一の受信チ
ャネルで前の分割データユニットに続く後の分割データユニットの受信処理を実行する。
一方、一の受信周期期間において一の受信チャネルで前の分割データユニットを受信でき
なかった場合、次受信周期期間において一の受信チャネルと異なる他の受信チャネルで前
の分割データユニットの受信処理を実行する。
【００４１】
　また、受信制御部３３Ｂは、１つのデータユニットから生成された全ての分割データユ
ニットの分割データユニット番号Ｎｉｎｄｅｘを抽出部３３Ａから受け取ると、バッファ
３３Ｃに対して、それらの分割データユニットに関する出力命令をバッファ３３Ｃへ出力
する。
【００４２】
　バッファ３３Ｃは、受信制御部３３Ｂから受け取る出力命令が示す分割データユニット
、並びに、該分割データユニットに対応するデータユニット番号ＩＤｄａｔａ、分割数Ｎ

ｄｉｖ、及び分割データユニット番号Ｎｉｎｄｅｘを、結合部３３Ｄへ出力する。
【００４３】
　結合部３３Ｄは、分割データユニット番号Ｎｉｎｄｅｘに基づいて、バッファ３３Ｃか
ら受け取ったＮｄｉｖ個の分割データユニットを順番に並べた後に、Ｎｄｉｖ個の分割デ
ータユニットを結合して元のデータユニットを形成（再現）する。形成されたデータユニ
ットは、例えば表示装置へ出力される。表示装置は、順番通りにＮｄｉｖ個の分割データ
ユニットが結合されたデータユニットを受け取ることができるので、該データユニットそ
のままを画像として表示することができる。
【００４４】
　＜無線通信システムの動作例＞
　以上の構成を有する第２実施形態の無線通信システム１の処理動作の一例について説明
する。図７は、第２実施形態の無線送信装置の処理動作の一例を示すフローチャートであ
る。図８は、第２実施形態の無線受信装置の処理動作の一例を示すフローチャートである
。図９は、第２実施形態の無線通信システムの処理動作の一例を示すシーケンス図である
。なお、以下では、Ｍ＝３であり、Ｎｄｉｖ＝４であるケースを例として説明する。そし
て、３つの送信チャネル（受信チャネル）は、チャネルＣＨｔｘ＝３７，３８，３９の３
チャネルである。
【００４５】
　＜無線送信装置の処理動作例＞
　図７に示すように、第２実施形態の無線送信装置１０において分割部１１Ａは、データ
ユニットをＮｄｉｖ（Ｎｄｉｖは２以上の自然数）個の分割データユニットに分割し、各
分割データユニットに対して分割データユニット番号Ｎｉｎｄｅｘを付与する（ステップ
Ｓ１１）。ここでは、４つの分割データユニットに対して、Ｎｉｎｄｅｘ＝０，１，２，
３がそれぞれ付与される。そして、各分割データユニットと、分割数Ｎｄｉｖを示す情報
と、各分割データユニットの分割データユニット番号を示す情報と、データユニット番号
Ｎｉｎｄｅｘを示す情報とのセットが、バッファ１１Ｃへ出力される。また、分割数Ｎｄ
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ｉｖを示す情報と、各分割データユニットの分割データユニット番号Ｎｉｎｄｅｘを示す
情報と、データユニット番号ＩＤｄａｔａを示す情報とのセットが、送信制御部１１Ｂへ
出力される。
【００４６】
　次いで、送信制御部１１Ｂは、送信周期期間番号Ｉｔｘをゼロに設定する（ステップＳ
１２）。
【００４７】
　次いで、送信制御部１１Ｂは、現在設定されている送信周期期間番号Ｉｔｘがゼロ以上
で且つ（Ｍｌｏｏｐ×Ｎｄｉｖ）より小さい範囲に収まるか否かを判定する（ステップＳ
１３）。
【００４８】
　設定送信周期番号Ｉｔｘがゼロ以上で且つ（Ｍｌｏｏｐ×Ｎｄｉｖ）より小さい範囲に
収まる場合（ステップＳ１３ＹＥＳ）、送信制御部１１Ｂは、バッファ１１Ｃ及び無線送
信部１３に対して、送信周期期間番号Ｉｔｘの分割数Ｎｄｉｖによる剰余にＮｉｎｄｅｘ

が等しい分割データユニットを送信チャネルＣＨｔｘ＝３７から送信されるように制御す
る（ステップＳ１４）。設定送信周期番号Ｉｔｘ＝０である場合、分割数Ｎｄｉｖによる
剰余がゼロとなるので、Ｎｉｎｄｅｘ＝０である分割データユニットが送信チャネルＣＨ

ｔｘ＝３７によって送信されることになる。
【００４９】
　設定送信周期番号Ｉｔｘがゼロ以上で且つ（Ｍｌｏｏｐ×Ｎｄｉｖ）より小さい範囲に
収まらない場合（ステップＳ１３ＮＯ）、処理ステップは、ステップＳ１４を経ずにステ
ップＳ１５へ進む。
【００５０】
　次いで、送信制御部１１Ｂは、設定送信周期期間番号Ｉｔｘから１を減算した値がゼロ
以上で且つ（Ｍｌｏｏｐ×Ｎｄｉｖ）より小さい範囲に収まるか否かを判定する（ステッ
プＳ１５）。
【００５１】
　設定送信周期期間番号Ｉｔｘから１を減算した値がゼロ以上で且つ（Ｍｌｏｏｐ×Ｎｄ

ｉｖ）より小さい範囲に収まる場合（ステップＳ１５ＹＥＳ）、送信制御部１１Ｂは、バ
ッファ１１Ｃ及び無線送信部１３に対して、送信周期期間番号Ｉｔｘから１を減算した値
の分割数Ｎｄｉｖによる剰余にＮｉｎｄｅｘが等しい分割データユニットを送信チャネル
ＣＨｔｘ＝３８から送信されるように制御する（ステップＳ１６）。
【００５２】
　設定送信周期期間番号Ｉｔｘから１を減算した値がゼロ以上で且つ（Ｍｌｏｏｐ×Ｎｄ

ｉｖ）より小さい範囲に収まらない場合（ステップＳ１５ＮＯ）、処理ステップは、ステ
ップＳ１６を経ずにステップＳ１７へ進む。設定送信周期番号Ｉｔｘ＝０である場合、設
定送信周期期間番号Ｉｔｘから１を減算した値がゼロ以上で且つ（Ｍｌｏｏｐ×Ｎｄｉｖ

）より小さい範囲に収まらないので、送信周期期間番号Ｉｔｘがゼロの送信周期期間では
、送信チャネルＣＨｔｘ＝３８からパケットは送信されないこととなる。
【００５３】
　次いで、送信制御部１１Ｂは、設定送信周期期間番号Ｉｔｘから２を減算した値がゼロ
以上で且つ（Ｍｌｏｏｐ×Ｎｄｉｖ）より小さい範囲に収まるか否かを判定する（ステッ
プＳ１７）。
【００５４】
　設定送信周期期間番号Ｉｔｘから２を減算した値がゼロ以上で且つ（Ｍｌｏｏｐ×Ｎｄ

ｉｖ）より小さい範囲に収まる場合（ステップＳ１７ＹＥＳ）、送信制御部１１Ｂは、バ
ッファ１１Ｃ及び無線送信部１３に対して、送信周期期間番号Ｉｔｘから２を減算した値
の分割数Ｎｄｉｖによる剰余にＮｉｎｄｅｘが等しい分割データユニットを送信チャネル
ＣＨｔｘ＝３９から送信されるように制御する（ステップＳ１８）。
【００５５】
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　設定送信周期期間番号Ｉｔｘから２を減算した値がゼロ以上で且つ（Ｍｌｏｏｐ×Ｎｄ

ｉｖ）より小さい範囲に収まらない場合（ステップＳ１７ＮＯ）、処理ステップは、ステ
ップＳ１８を経ずにステップＳ１９へ進む。設定送信周期番号Ｉｔｘ＝０である場合、設
定送信周期期間番号Ｉｔｘから２を減算した値がゼロ以上で且つ（Ｍｌｏｏｐ×Ｎｄｉｖ

）より小さい範囲に収まらないので、送信周期期間番号Ｉｔｘがゼロの送信周期期間では
、送信チャネルＣＨｔｘ＝３９からパケットは送信されないこととなる。
【００５６】
　送信制御部１１Ｂは、送信周期Ｔｉｎｔｅｒｖａｌだけウェイトして（ステップＳ１９
）、設定送信周期期間番号Ｉｔｘをインクリメントする（ステップＳ２０）。
【００５７】
　次いで、送信制御部１１Ｂは、設定送信周期期間番号Ｉｔｘが（（Ｍｌｏｏｐ×Ｎｄｉ

ｖ）＋２）より小さいか否かを判定する（ステップＳ２１）。
【００５８】
　設定送信周期期間番号Ｉｔｘが（（Ｍｌｏｏｐ×Ｎｄｉｖ）＋２）より小さい場合（ス
テップＳ２１ＹＥＳ）、処理ステップは、ステップＳ１３へ戻る。一方、設定送信周期期
間番号Ｉｔｘが（（Ｍｌｏｏｐ×Ｎｄｉｖ）＋２）以上である場合（ステップＳ２１ＮＯ
）、図７のフローは、終了する。
【００５９】
　＜無線受信装置の処理動作例＞
　図８に示すように、第２実施形態の無線受信装置３０において受信制御部３３Ｂは、受
信チャネルをチャネルＣＨｒｘ＝３７に設定する（ステップＳ３１）。
【００６０】
　次いで、無線受信部３１は、設定受信チャネルＣＨｒｘ＝３７において受信処理を実行
する（ステップＳ３２）。この受信処理は、パケットを受信するまで繰り返される（ステ
ップＳ３３ＮＯ）。
【００６１】
　パケットが受信されると（ステップＳ３３ＹＥＳ）、抽出部３３Ａは、受信パケットか
らデータユニット番号ＩＤｄａｔａ、分割数Ｎｄｉｖ、分割データユニット番号Ｎｉｎｄ

ｅｘ、及び分割データユニットを抽出する（ステップＳ３４）。データユニット番号ＩＤ

ｄａｔａ、分割数Ｎｄｉｖ、分割データユニット番号Ｎｉｎｄｅｘ、及び分割データユニ
ットは、バッファ３３Ｃへ出力される。また、データユニット番号ＩＤｄａｔａ、分割数
Ｎｄｉｖ、及び分割データユニット番号Ｎｉｎｄｅｘは、受信制御部３３Ｂへ出力される
。
【００６２】
　次いで、バッファ３３Ｃは、データユニット番号ＩＤｄａｔａ、分割数Ｎｄｉｖ、分割
データユニット番号Ｎｉｎｄｅｘ、及び分割データユニットをセットして保持する（ステ
ップＳ３５）。
【００６３】
　次いで、受信制御部３３Ｂは、ＩＤｄａｔａ＝０からＩＤｄａｔａ＝（Ｎｄｉｖ－１）
までの全分割データユニットがバッファ３３Ｃに保持されたか否かを判定する（ステップ
Ｓ３６）。初期段階では、未だ全分割データユニットがバッファ３３Ｃに保持されていな
いので（ステップＳ３６ＮＯ）、処理ステップは、ステップＳ３７へ進む。
【００６４】
　次いで、受信制御部３３Ｂは、無線受信部３１に対して、設定受信チャネルにおいて送
信周期Ｔｉｎｔｅｒｖａｌだけ受信処理を実行させる（ステップＳ３７）。
【００６５】
　そして、ステップＳ３７の受信処理によってパケットを受信すると（ステップＳ３８Ｙ
ＥＳ）、処理ステップは、ステップＳ３４へ戻る。これに対して、ステップＳ３７の受信
処理によってパケットが受信されない場合（ステップＳ３８ＮＯ）、受信制御部３３Ｂは
、設定受信チャネルを変更する（ステップＳ３９）。この設定受信チャネルの変更では、
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現在設定されている受信チャネルがチャネルＣＨｒｘ＝３７のときには、チャネルＣＨｒ

ｘ＝３８に変更され、現在設定されている受信チャネルがチャネルＣＨｒｘ＝３８のとき
には、チャネルＣＨｒｘ＝３９に変更され、現在設定されている受信チャネルがチャネル
ＣＨｒｘ＝３９のときには、チャネルＣＨｒｘ＝３７に変更される。
【００６６】
　一方、ＩＤｄａｔａ＝０からＩＤｄａｔａ＝（Ｎｄｉｖ－１）までの全分割データユニ
ットがバッファ３３Ｃに保持された場合（ステップＳ３６ＹＥＳ）、受信制御部３３Ｂが
バッファ３３Ｃに対して全分割データユニットを結合部３３Ｄへ出力させる。そして、結
合部３３Ｄは、全分割データユニットを分割データユニット番号Ｎｉｎｄｅｘに基づいて
並べた後に結合して、元のデータユニットを形成（再現）する（ステップＳ４０）。
【００６７】
　＜無線通信システムの処理動作例＞
　図９に示すように、無線送信装置１０は、図７のフローチャートに従って、Ｉｔｘ＝０
の送信周期期間では、送信チャネルＣＨｔｘ＝３７によって、Ｎｉｎｄｅｘ＝０の分割デ
ータユニットを送信する。
【００６８】
　そして、Ｉｔｘ＝１の送信周期期間では、無線送信装置１０は、送信チャネルＣＨｔｘ

＝３７，３８によって、Ｎｉｎｄｅｘ＝１，０の２つの分割データユニットをそれぞれ送
信する。
【００６９】
　そして、Ｉｔｘ＝２の送信周期期間では、無線送信装置１０は、送信チャネルＣＨｔｘ

＝３７，３８，３９によって、Ｎｉｎｄｅｘ＝２，１，０の２つの分割データユニットを
それぞれ送信する。
【００７０】
　そして、Ｉｔｘ＝３の送信周期期間では、無線送信装置１０は、送信チャネルＣＨｔｘ

＝３７，３８，３９によって、Ｎｉｎｄｅｘ＝３，２，１の２つの分割データユニットを
それぞれ送信する。
【００７１】
　すなわち、Ｉｔｘ＝２の送信周期期間からＩｔｘ＝７の送信周期期間において、無線送
信装置１０は、Ｎｉｎｄｅｘ＝０～３の４つの分割データユニットのそれぞれの送信チャ
ネルを３つの送信チャネル内で巡回シフトさせながら、Ｎｉｎｄｅｘ＝０～３の４つの分
割データユニットを繰り返し送信している。
【００７２】
　そして、Ｉｔｘ＝８の送信周期期間では、無線送信装置１０は、送信チャネルＣＨｔｘ

＝３８，３９によって、Ｎｉｎｄｅｘ＝３，２の２つの分割データユニットをそれぞれ送
信する。
【００７３】
　そして、Ｉｔｘ＝９の送信周期期間では、送信チャネルＣＨｔｘ＝３９によって、Ｎｉ

ｎｄｅｘ＝３の分割データユニットを送信する。
【００７４】
　一方、無線受信装置３０は、図８のフローチャートに従って、まず、受信チャネルＣＨ

ｒｘ＝３７において受信処理を開始する。そして、無線受信装置３０は、Ｉｔｘ＝０の送
信周期期間（受信周期期間）において、Ｎｉｎｄｅｘ＝０の分割データユニットを受信し
ている。
【００７５】
　このため、無線受信装置３０は、次のＩｔｘ＝１の送信周期期間（受信周期期間）にお
いても、受信チャネルＣＨｒｘ＝３７で受信処理を実行する。そして、無線受信装置３０
は、Ｉｔｘ＝１の送信周期期間（受信周期期間）において、Ｎｉｎｄｅｘ＝１の分割デー
タユニットを受信している。
【００７６】



(12) JP 2018-191033 A 2018.11.29

10

20

30

40

50

　このため、無線受信装置３０は、次のＩｔｘ＝２の送信周期期間（受信周期期間）にお
いても、受信チャネルＣＨｒｘ＝３７で受信処理を実行する。図９では、無線受信装置３
０が、Ｉｔｘ＝２の送信周期期間（受信周期期間）において、Ｎｉｎｄｅｘ＝２の分割デ
ータユニットを受信できていない。
【００７７】
　このため、無線受信装置３０は、次のＩｔｘ＝３の送信周期期間（受信周期期間）では
、受信チャネルＣＨｒｘ＝３７から受信チャネルＣＨｒｘ＝３８に切り替えて、受信チャ
ネルＣＨｒｘ＝３８で受信処理を実行する。ここで、次のＩｔｘ＝３の送信周期期間（受
信周期期間）では、Ｉｔｘ＝２の送信周期期間（受信周期期間）において受信されなかっ
たＮｉｎｄｅｘ＝２の分割データユニットが、送信チャネルＣＨｔｘ＝３８で送信されて
いる。このように、無線受信装置３０は、一の受信周期期間において受信できなかった分
割データユニットを、直ぐ次の受信周期期間において再度受信する機会を得ることができ
る。
【００７８】
　そして、無線受信装置３０は、Ｉｔｘ＝３の送信周期期間（受信周期期間）において受
信チャネルＣＨｒｘ＝３８によってＮｉｎｄｅｘ＝２の分割データユニットを受信し、Ｉ

ｔｘ＝４の送信周期期間（受信周期期間）において受信チャネルＣＨｒｘ＝３８によって
Ｎｉｎｄｅｘ＝３の分割データユニットを受信している。
【００７９】
　ここで、無線受信装置３０は、Ｉｔｘ＝４の送信周期期間（受信周期期間）において受
信チャネルＣＨｒｘ＝３８によってＮｉｎｄｅｘ＝３の分割データユニットを受信した時
点で、全分割データユニットの受信が完了している。このため、無線受信装置３０は、全
分割データユニットを分割データユニット番号Ｎｉｎｄｅｘに基づいて並べた後に結合し
て、元のデータユニットを形成（再現）する。
【００８０】
　〈比較例〉
　図１０は、比較例を示すシーケンス図である。図１０において、無線送信装置は、１つ
の送信周期期間において、送信チャネルＣＨｔｘ＝３７，３８，３９のすべてで同じ分割
データユニットを送信している。
【００８１】
　このような送信方法によると、無線受信装置は、Ｉｔｘ＝２の送信周期期間（受信周期
期間）においてＮｉｎｄｅｘ＝２の分割データユニットを送信できないと、受信チャネル
をそのままにしても受信チャネルを切り替えたとしても、Ｉｔｘ＝６の送信周期期間（受
信周期期間）までＮｉｎｄｅｘ＝２の分割データユニットを受信する機会がない。このた
め、受信側装置において複数個の分割データを効率良く受信できない。すなわち、データ
伝送が非効率になっている。
【００８２】
　また、Ｉｔｘ＝２の送信周期期間（受信周期期間）からＩｔｘ＝５の送信周期期間（受
信周期期間）では、無線受信装置は、既に受信できている分割データユニットを再度受信
している。この再度受信された分割データユニットは、破棄される。このように、無線受
信装置は、無駄な受信処理を行っている。
【００８３】
　以上のように第２実施形態によれば、無線送信装置１０において制御部１１は、データ
ユニットを分割してＮｄｉｖ（Ｎｄｉｖは２以上の自然数）個の分割データユニットを生
成する。無線送信部１３は、１つの送信周期期間内にＭ（Ｍは２以上で且つＮｄｉｖ以下
の自然数）個の分割データユニットをＭ個の送信チャンネルでそれぞれ送信可能に構成さ
れ、複数の送信周期期間においてＮｄｉｖ個の分割データユニットのそれぞれの送信チャ
ネルをＭ個の送信チャネル内で巡回シフトさせながら、Ｎｄｉｖ個の分割データユニット
をＭ個の送信チャネルを用いて繰り返し送信する。
【００８４】
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　この無線送信装置１０の構成により、無線受信装置３０では、第１受信周期期間におい
て第１受信チャネルで第１分割データユニットを受信できなかった場合、第１受信周期期
間の次の第２受信周期期間において第１受信チャネルと異なる第２受信チャネルで第１分
割データユニットの受信を試みることができる。これにより、第１受信周期期間において
受信できなかった第１分割データユニットを、第１受信周期期間の次の第２受信周期期間
において受信する機会があるので、データの効率的な受信が可能となる。また、第１受信
周期期間において第１分割データユニットを受信できなかった受信チャネルを、第２受信
周期期間では第１受信チャネルと異なる第２受信チャネルに切り替えることができるので
、受信に成功する確率を高めることができる。この結果として、データの効率的な受信が
可能となる。すなわち、データ伝送の効率化を図ることができる。
【００８５】
　また、無線送信装置１０において制御部１１は、分割データユニット、無線受信装置３
０においてＮｄｉｖ個の分割データユニットを用いて元のデータユニットを形成するため
に必要な情報、及び、送信周期期間の時間長に対応する送信周期を示す情報を含めて、パ
ケットを生成するパケット生成部１１Ｄを有している。
【００８６】
　この無線送信装置１０の構成により、無線受信装置３０では送信周期期間に対応する受
信周期期間毎に受信処理を実行すること、２つの受信周期期間の間において受信チャネル
を切り替えることが可能となる。また、無線受信装置３０では全分割データユニットの受
信が完了した際に全分割データユニットを結合して元のデータユニットを再現することが
できる。
【００８７】
　また、無線送信装置１０において制御部１１は、データユニットがパケットのペイロー
ドサイズよりも大きい場合、データユニットを分割する。
【００８８】
　この無線送信装置１０の構成により、無駄に分割処理が行われることを回避できる。
【００８９】
　＜変形例＞
　＜１＞上記の処理動作の説明では、Ｉｔｘ＝０の送信周期期間では、送信チャネルＣＨ

ｔｘ＝３８，３９で分割データユニットが送信されず、Ｉｔｘ＝１の送信周期期間では、
送信チャネルＣＨｔｘ＝３９で分割データユニットが送信されないものとして説明を行っ
たが、これに限定されるものではない。例えば、Ｉｔｘ＝０の送信周期期間では、送信チ
ャネルＣＨｔｘ＝３８，３９で、Ｎｉｎｄｅｘ＝３，２の２つの分割データユニットがそ
れぞれ送信されてもよい。さらに、Ｉｔｘ＝１の送信周期期間では、送信チャネルＣＨｔ

ｘ＝３９で、Ｎｉｎｄｅｘ＝３の分割データユニットが送信されてもよい。
【００９０】
　また、上記の処理動作の説明では、Ｉｔｘ＝８の送信周期期間では、送信チャネルＣＨ

ｔｘ＝３７で分割データユニットが送信されず、Ｉｔｘ＝９の送信周期期間では、送信チ
ャネルＣＨｔｘ＝３７，３８で分割データユニットが送信されないものとして説明を行っ
たが、これに限定されるものではない。例えば、Ｉｔｘ＝８の送信周期期間では、送信チ
ャネルＣＨｔｘ＝３７で、Ｎｉｎｄｅｘ＝０の分割データユニットが送信されてもよい。
さらに、Ｉｔｘ＝９の送信周期期間では、送信チャネルＣＨｔｘ＝３７，３８で、Ｎｉｎ

ｄｅｘ＝１，０の２つの分割データユニットがそれぞれ送信されてもよい。
【００９１】
　要するに、無線送信部１３は、１つの送信周期期間内にＭ（Ｍは２以上で且つＮｄｉｖ

以下の自然数）個の分割データユニットをＭ個の送信チャンネルでそれぞれ送信可能に構
成され、複数の送信周期期間においてＮｄｉｖ個の分割データユニットのそれぞれの送信
チャネルをＭ個の送信チャネル内で巡回シフトさせながら、Ｎｄｉｖ個の分割データユニ
ットをＭ個の送信チャネルを用いて繰り返し送信できればよい。
【００９２】
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　＜２＞上記説明では、固定の繰り返し回数Ｍｌｏｏｐが用いられるものとして説明を行
ったが、これに限定されるものではない。例えば、送信制御部１１Ｂは、分割部１１Ａに
よって決定された分割数Ｎｄｉｖと、複数の分割数範囲と各分割数範囲に応じた繰り返し
回数Ｍｌｏｏｐとが対応付けられた対応テーブルとを用いて、繰り返し回数Ｍｌｏｏｐを
決定してもよい。
【００９３】
　図１１は、対応テーブルの一例を示す図である。図１１に示す対応テーブルでは、分割
数Ｎｄｉｖが１以上４未満の第１範囲に対して繰り返し回数Ｍｌｏｏｐ＝１０が対応付け
られている。分割数Ｎｄｉｖが４以上１６未満の第２範囲に対して繰り返し回数Ｍｌｏｏ

ｐ＝２０が対応付けられている。分割数Ｎｄｉｖが１６以上６４未満の第３範囲に対して
繰り返し回数Ｍｌｏｏｐ＝４０が対応付けられている。分割数Ｎｄｉｖが６４以上の第４
範囲に対して繰り返し回数Ｍｌｏｏｐ＝６０が対応付けられている。この対応テーブルを
用いると、上記処理動作の説明において仮定したように分割数Ｎｄｉｖ＝４の場合には、
送信制御部１１Ｂは、繰り返し回数Ｍｌｏｏｐを２０回に決定することになる。
【００９４】
　＜３＞以上の説明では、結合部３３ＤがＮｄｉｖ個の分割データユニットを順番に並べ
ているが、これに限定されるものではない。例えば、バッファ３３Ｃが、分割データユニ
ットを順番に並べて保持し、その順番に従って、結合部３３Ｄへ出力するようにしてもよ
い。
【００９５】
＜他の実施形態＞
　図１２は、無線通信装置のハードウェア構成を示す図である。第１実施形態及び第２実
施形態で説明した無線送信装置１０及び無線受信装置３０のそれぞれが図１２に示したハ
ードウェア構成を有することができる。
【００９６】
　図１２において無線通信装置１００は、プロセッサ１０１と、メモリ１０２と、無線回
路１０３とを有している。
【００９７】
　第１実施形態及び第２実施形態で説明した無線送信装置１０の制御部１１は、例えば、
プロセッサ１０１がメモリ１０２に記憶されたプログラムを読み込んで実行することによ
り実現される。また、無線送信部１３は、無線回路１０３によって実現される。
【００９８】
　また、第１実施形態及び第２実施形態で説明した無線受信装置３０の制御部３３は、例
えば、プロセッサ１０１がメモリ１０２に記憶されたプログラムを読み込んで実行するこ
とにより実現される。また、無線受信部３１は、無線回路１０３によって実現される。
【００９９】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は既に述べた実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲におい
て種々の変更が可能であることはいうまでもない。
【符号の説明】
【０１００】
１　無線通信システム
１０　無線送信装置
１１　制御部
１１Ａ　分割部
１１Ｂ　送信制御部
１１Ｃ　バッファ
１１Ｄ　パケット生成部
１３　無線送信部
３０　無線受信装置
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３１　無線受信部
３３　制御部
３３Ａ　抽出部
３３Ｂ　受信制御部
３３Ｃ　バッファ
３３Ｄ　結合部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(16) JP 2018-191033 A 2018.11.29

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(17) JP 2018-191033 A 2018.11.29

【図９】 【図１０】

【図１１】

【図１２】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

