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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１又は複数の送信局と、前記１又は複数の送信局からの情報を受信する受信局とを有す
る通信システムにおいて、
　前記送信局は、
　前記送信局の固有値を含んだ情報を送信する送信手段と、
　前記送信局の固有値に基づく１又は複数の送信タイミング系列を取得する第１の送信タ
イミング系列取得手段と、
　前記取得された１又は複数の送信タイミング系列に基づいて、情報の送信制御を行う送
信制御手段と、
　を備え、
　前記受信局は、
　前記送信局の固有値を含んだ情報を受信する受信手段と、
　前記受信された情報に含まれる前記送信局の固有値を抽出する情報抽出手段と、
　前記抽出された前記送信局の固有値に基づく該送信局における１又は複数の送信タイミ
ング系列を取得する第２の送信タイミング系列取得手段と、
　前記送信局における１又は複数の送信タイミング系列に基づいて、前記送信局における
送信タイミングと前記受信局における受信タイミングとの同期をとる同期手段と、
　を備える通信システム。
【請求項２】
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　受信局に対して情報を送信する送信局において、
　自局の固有値を含んだ情報を送信する送信手段と、
　前記自局の固有値に基づく１又は複数の送信タイミング系列を取得する送信タイミング
系列取得手段と、
　前記取得された１又は複数の送信タイミング系列に基づいて、前記受信局への情報の送
信制御を行う送信制御手段と、
　を備える送信局。
【請求項３】
　請求項２に記載の送信局において、
　前記送信タイミング系列取得手段は、送信する情報の優先度に応じた数の送信タイミン
グ系列を取得する送信局。
【請求項４】
　請求項２に記載の送信局において、
　前記送信手段は、送信タイミング系列において、着目すべき符号の順位を示す情報を前
記受信局へ送信する送信局。
【請求項５】
　請求項４に記載の送信局において、
　前記送信手段は、前記自局の固有値を含むパケットと、前記自局の固有値及び前記着目
すべき符号の順位を示す情報を含むパケットとを順次送信する送信局。
【請求項６】
　請求項２に記載の送信局において、
　基準となる位相情報に基づいて、自局における位相情報を補正する位相情報補正手段
　を備える送信局。
【請求項７】
　請求項２に記載の送信局において、
　前記送信タイミング系列取得手段は、外部装置によって生成された送信タイミング系列
を取得する送信局。
【請求項８】
　複数の送信局からの情報を受信する受信局において、
　前記送信局の固有値を含んだ情報を受信する受信手段と、
　前記受信された情報に含まれる前記送信局の固有値を抽出する情報抽出手段と、
　前記抽出された前記送信局の固有値に基づく該送信局における送信タイミング系列を取
得する送信タイミング系列取得手段と、
　前記送信局における送信タイミング系列に基づいて、前記送信局における送信タイミン
グと自局における受信タイミングとの同期をとる同期手段と、
　を備える受信局。
【請求項９】
　請求項８に記載の受信局において、
　前記送信タイミング系列取得手段は、前記送信局における位相を推定し、
　前記同期手段は、前記推定された送信局における位相に基づいて、前記送信局における
送信タイミングと自局における受信タイミングとの同期をとる受信局。
【請求項１０】
　請求項８に記載の受信局において、
　前記受信手段は、前記送信タイミング系列において、着目すべき符号の順位を示す情報
を受信し、
　前記情報抽出手段は、前記受信された情報に含まれる前記着目すべき符号の順位を示す
情報を抽出し、
　前記同期手段は、前記抽出された着目すべき符号の順位を示す情報に基づいて、前記送
信局における送信タイミングと、自局における受信タイミングとの同期をとる受信局。
【請求項１１】



(3) JP 4295050 B2 2009.7.15

10

20

30

40

50

　請求項８に記載の受信局において、
　前記受信手段は、前記送信タイミング系列に対応する受信タイミングで情報を受信する
間欠受信を行う受信局。
【請求項１２】
　請求項８に記載の受信局において、
　前記受信手段は、未知の送信局を探索するための連続受信を行う期間と、送信局からの
情報を受信するための間欠受信を行う期間とを、時間的に分けて設定する受信局。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の受信局において、
　前記受信手段は、前記間欠受信と前記連続受信との比率を変更する受信局。
【請求項１４】
　請求項８に記載の受信局において、
　基準となる位相情報に基づいて、自局における位相情報を補正する位相情報補正手段
　を備え、
　前記同期手段は、前記補正された自局における位相情報に基づいて、前記送信局におけ
る送信タイミングと、自局における受信タイミングとの同期をとる受信局。
【請求項１５】
　請求項８に記載の受信局において、
　自局における位相情報を、基準となる位相情報として送信する基準位相情報送信手段
　を備え、
　前記同期手段は、前記補正された自局における位相情報に基づいて、前記送信局におけ
る送信タイミングと自局における受信タイミングとの同期をとる受信局。
【請求項１６】
　請求項８に記載の受信局において、
　前記送信タイミング系列取得手段は、１つの送信局に対して複数の送信タイミング系列
を取得する受信局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の送信局と、これら複数の送信局からの情報を受信する受信局とによっ
て構成される通信システムと、当該通信システムにおける通信制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信システム等の無線通信システムにおいて、複数の送信無線局が通信路（チャネ
ル）を共有しなければならない場合、即ち、複数の送信無線局が同時にデータを送信する
場合に、通信路には競合が発生する。このような通信路における競合を防止するための手
段として、通信路を各送信無線局に割り当てるための何らかの規則（アクセスプロトコル
）が必要となる（例えば特許文献１）。従来のアクセスプロトコルには、データの衝突の
ないアクセスプロトコル（スケジュール型）と、データの衝突のあるアクセスプロトコル
（ランダムアクセス型）とが存在する。
【０００３】
　スケジュール型のアクセスプロトコルとして、例えば、従来の携帯電話の移動通信シス
テム等に用いられているＴＤＭＡ方式がある。このＴＤＭＡ方式では、受信無線局として
の基地局が、送信無線局としての携帯電話機に対して、使用すべきタイムスロットを指定
することにより、複数の携帯電話機が同時にデータを送信することを回避することができ
る。しかし、タイムスロット数には限界が存在するため、多数の携帯電話機が存在する環
境下では適切な制御が困難となる。
【０００４】
　一方、ランダムアクセス型のアクセスプロトコルとして、ＡＬＯＨＡ方式、Ｓ－ＡＬＯ
ＨＡ方式等の繰り返しランダムアクセスプロトコルや、ｒ－ＡＬＯＨＡ方式のような予約



(4) JP 4295050 B2 2009.7.15

10

20

30

40

50

ランダムアクセスプロトコル等が提案されている。例えば、ＡＬＯＨＡ方式では、送信無
線局は、送信したデータが衝突した場合には、ランダムに設定された時間が経過した後に
、再送を行う。この場合、受信無線局は、データを正常に受信するまでの間、連続して待
ち受け状態とする必要があり、消費電力が増加してしまう。
【０００５】
　また、図１（１）に示すように、全ての送信無線局が周期的にアクセスし、受信無線局
が間欠受信を行うアクセスプロトコル（周期的アクセス法）や、図１（２）に示すように
、全ての送信無線局がランダム送信を行い、受信無線局が連続受信を行うアクセスプロト
コル（ランダムアクセス法）が存在する。
【０００６】
　図２は従来の周期的アクセス法が採用される送信無線局の構成例を示す図であり、図３
は従来の周期的アクセス法が採用される受信無線局の構成例を示す図である。
【０００７】
　図２に示す送信無線局１００は、データ記憶部１０１、一定間隔バースト送信制御部１
０２、クロック生成部１０３、送信部１０４、切替機１０５、電源オン／オフ部１０６、
アンテナ１０７によって構成される。
【０００８】
　データ記憶部１０１には、送信タイミング信号（Hnum）、１フレーム内スロット数（Fs
lot）、１フレーム時間（Ftime）、送信クロック情報（clock_t）等が記憶されている。
送信タイミング信号（Hnum）は、送信無線局１００が一定間隔の送信タイミングにおいて
送信するスロットの番号を意味する。１フレーム内スロット数（Fslot）は、１フレーム
がFslot個のスロットに分割されることを意味する。１フレーム時間（Ftime）は１フレー
ムの伝送に必要な時間を意味する。送信クロック情報（clock_t）は送信無線局１００に
おける時刻を示すクロックを意味する。
【０００９】
　クロック生成部１０３は、データをバースト送信する際に必要な時刻情報であるクロッ
クをカウントする。このカウントの最大値は、１フレーム内スロット数（Fslot）と同一
である。更に、クロック生成部１０３は、カウント値を送信クロック情報（clock_t）と
して、随時、一定間隔バースト送信制御部１０２へ出力するとともに、データ記憶部１０
１に記憶させる。
【００１０】
　一定間隔バースト送信制御部１０２は、データ記憶部１０１内の送信タイミング信号（
Hnum）を読み出すとともに、クロック生成部１０３から逐次送られる送信クロック情報（
clock_t）を受け取る。そして、これら送信タイミング信号（Hnum）と送信クロック情報
（clock_t）とが同一である場合には、一定間隔バースト送信制御部１０２は、切替機１
０５に対して、スイッチをオンする命令を出す。一方、送信タイミング信号（Hnum）と送
信クロック情報（clock_t）とが同一でない場合には、一定間隔バースト送信制御部１０
２は、スイッチをオンする命令を出さない。
【００１１】
　送信部１０４は、入力されるデータを送信するために、切替機１０５と接続されている
。この送信部１０４は、入力されたデータを出力する。切替機１０５は、一定間隔バース
ト送信制御部１０２からのスイッチオンの命令を受けた場合に、送信部１０４からのデー
タをアンテナ１０７から外部に放射させる。これにより、送信無線局１００は、一定間隔
でデータを送信することができる。一方、切替機１０５は、一定間隔バースト送信制御部
１０２からのスイッチオンの命令を受けていない場合にはオフ状態となる。
【００１２】
　電源オン／オフ部１０６は、外部から電源をオン若しくはオフする命令を受けた場合に
、その命令に応じて、送信無線局１００内の各回路をオンあるいはオフする。
【００１３】
　一方、図３に示す受信無線局１１０は、データ記憶部１１１、受信部１１２、一定間隔



(5) JP 4295050 B2 2009.7.15

10

20

30

40

50

バースト受信制御部１１３、クロック生成部１１４、電源オン／オフ部１１５、アンテナ
１１６によって構成される。
【００１４】
　データ記憶部１１１には、受信タイミング信号（Hnum_r）、１フレーム内スロット数（
Fslot）、１フレーム時間（Ftime）、受信クロック情報（clock_r）等が記憶されている
。受信タイミング信号（Hnum_r）は受信無線局１１０に送信無線局１００から到来するス
ロットの番号を意味する。受信クロック情報（clock_r）は受信無線局１１０における時
刻を示すクロックを意味する。
【００１５】
　クロック生成部１１４は、データを間欠受信する際に必要な時刻情報であるクロックを
カウントする。このカウントの最大値は、１フレーム内スロット数（Fslot）と同一であ
る。更に、クロック生成部１１４は、カウント値を受信クロック情報（clock_r）として
、随時、一定間隔バースト送信制御部１１３へ出力するとともに、データ記憶部１１１に
記憶させる。
【００１６】
　一定間隔バースト受信制御部１１３は、データ記憶部１１１内の受信タイミング信号（
Hnum_r）を読み出すとともに、クロック生成部１１４から逐次送られる受信クロック情報
（clock_r）を受け取る。そして、これら受信タイミング信号（Hnum_r）と受信クロック
情報（clock_r）とが同一である場合には、一定間隔バースト受信制御部１１３は、受信
部１１２に対して受信命令を出す。一方、受信タイミング信号（Hnum_r）と受信クロック
情報（clock_r）とが同一でない場合には、一定間隔バースト受信制御部１１３は、受信
命令を出さない。
【００１７】
　受信部１１２は、一定間隔バースト受信制御部１１３からの受信命令を受けた場合に、
アンテナ１１６を介して、送信無線局１００からのデータを受信する。更に、受信部１１
２は、受信したデータに対してＣＲＣチェックを行い、受信したデータに誤りがない場合
には、当該データを外部へ出力する。電源オン／オフ部１１５は、外部から電源をオン若
しくはオフする命令を受けた場合に、その命令に応じて、受信無線局１１０内の各回路を
オンあるいはオフする。
【００１８】
　一方、図４は従来のランダムアクセス法が採用される送信無線局の構成例を示す図であ
り、図５は従来のランダムアクセス法が採用される受信無線局の構成例を示す図である。
【００１９】
　図４に示す送信無線局２００は、データ記憶部１０１、クロック生成部１０３、送信部
１０４、切替機１０５、電源オン／オフ部１０６、アンテナ１０７、乱数発生部２０１、
バースト送信制御部２０２によって構成される。なお、図４において、図２と同一の構成
要素には同一の番号が付されており、当該構成要素の詳細な説明は省略する。
【００２０】
　乱数発生部２０１は、データ記憶部１０１内の１フレーム内スロット数（Fslot）を読
み出し、１からFslotまでの値をとる乱数を発生させる。更に、乱数発生部２０１は、発
生させた乱数を、送信タイミング信号（Hnum）としてデータ記憶部１０１に記憶させる。
また、乱数発生部２０１は、データ記憶部１０１内の送信クロック情報（clock_t）を読
み出し、当該送信クロック情報（clock_t）が０であった場合には、新たな乱数を発生さ
せ、送信タイミング信号（Hnum）としてデータ記憶部１０１に記憶させる。
【００２１】
　バースト送信制御部２０２は、データ記憶部１０１内の送信タイミング信号（Hnum）を
読み出すとともに、クロック生成部１０３から逐次送られる送信クロック情報（clock_t
）を受け取る。そして、これら送信タイミング信号（Hnum）と送信クロック情報（clock_
t）とが同一である場合には、切替機１０５に対して、スイッチをオンする命令を出す。
切替機１０５は、バースト送信制御部２０２からのスイッチオンの命令を受けた場合に、
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当該送信部１０４からのデータをアンテナ１０７から外部に放射させる。一方、切替機１
０５は、一定間隔バースト送信制御部１０２からのスイッチオンの命令を受けていない場
合にはオフ状態となる。
【００２２】
　一方、図５に示す受信無線局２１０は、データ記憶部１１１、受信部１１２、クロック
生成部１１４、電源オン／オフ部１１５、アンテナ１１６によって構成される。なお、図
５において、図３と同一の構成要素には同一の番号が付されている。この受信無線局２１
０は、図３に示す無線受信局１１０のような間欠受信を行わず、常に待ち受け状態となり
、連続受信を行う。
【特許文献１】特開平１１－１９６４７３号公報（２－３頁、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２３】
　しかしながら、上述した周期的アクセス法では、図１（１）に示すように、送信無線局
ｉと送信無線局ｊの送信タイミングが重複し、データの衝突が一度発生すると、その後も
連続してデータの衝突が発生してしまう。また、ランダムアクセス法では、受信無線局は
、送信無線局の送信タイミングが不明であるために常に待ち受け状態となって連続受信を
行う必要があり、消費電力が増加してしまう。このような問題を解決するためには、図６
に示すように、送信無線局がランダム送信を行いつつ、データ衝突の抑制を図るとともに
、受信無線局が間欠受信を行いつつ、消費電力の低減を図ることが必要となる。
【００２４】
　本発明は、上述した問題を解決するものであり、情報衝突の抑制と消費電力の低減の双
方を可能とする通信システム、送信局及び受信局を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　上述した課題を解決するために、本発明によれば、１又は複数の送信局と、前記１又は
複数の送信局からの情報を受信する受信局とを有する通信システムにおいて、前記送信局
は、前記送信局の固有値を含んだ情報を送信する送信手段と、前記送信局の固有値に基づ
く１又は複数の送信タイミング系列を取得する第１の送信タイミング系列取得手段と、前
記取得された１又は複数の送信タイミング系列に基づいて、情報の送信制御を行う送信制
御手段とを備え、前記受信局は、前記送信局の固有値を含んだ情報を受信する受信手段と
、前記受信された情報に含まれる前記送信局の固有値を抽出する情報抽出手段と、前記抽
出された前記送信局の固有値に基づく該送信局における１又は複数の送信タイミング系列
を取得する第２の送信タイミング系列取得手段と、前記送信局における１又は複数の送信
タイミング系列に基づいて、前記送信局における送信タイミングと前記受信局における受
信タイミングとの同期をとる同期手段とを備える。
【００２６】
　また、本発明によれば、受信局に対して情報を送信する送信局において、自局の固有値
を送信する送信手段と、前記自局の固有値に基づく１又は複数の送信タイミング系列を取
得する送信タイミング系列取得手段と、前記取得された１又は複数の送信タイミング系列
に基づいて、前記受信局への情報の送信制御を行う送信制御手段とを備える。
【００２７】
　また、本発明によれば、前記送信タイミング系列取得手段は、送信する情報の優先度に
応じた数の送信タイミング系列を取得する。
【００２８】
　また、本発明によれば、前記送信手段は、送信タイミング系列において、着目すべき符
号の順位を示す情報を前記受信局へ送信する。
【００２９】
　また、本発明によれば、前記送信手段は、前記自局の固有値を含むパケットと、前記自
局の固有値及び前記着目すべき符号の順位を示す情報を含むパケットとを順次送信する。



(7) JP 4295050 B2 2009.7.15

10

20

30

40

50

【００３０】
　また、本発明によれば、基準となる位相情報に基づいて、自局における位相情報を補正
する位相情報補正手段を備える。
【００３１】
　また、本発明によれば、前記送信タイミング系列取得手段は、外部装置によって生成さ
れた送信タイミング系列を取得する。
【００３２】
　また、本発明によれば、複数の送信局からの情報を受信する受信局において、前記送信
局の固有値を含んだ情報を受信する受信手段と、前記受信された情報に含まれる前記送信
局の固有値を抽出する情報抽出手段と、前記抽出された前記送信局の固有値に基づく該送
信局における送信タイミング系列を取得する送信タイミング系列取得手段と、前記送信局
における送信タイミング系列に基づいて、前記送信局における送信タイミングと自局にお
ける受信タイミングとの同期をとる同期手段とを備える。
【００３３】
　また、本発明によれば、前記送信タイミング系列取得手段は、前記送信局における位相
を推定し、前記同期手段は、前記推定された送信局における位相に基づいて、前記送信局
における送信タイミングと自局における受信タイミングとの同期をとる。
【００３４】
　また、本発明によれば、前記受信手段は、前記送信タイミング系列において、着目すべ
き符号の順位を示す情報を受信し、前記情報抽出手段は、前記受信された情報に含まれる
前記着目すべき符号の順位を示す情報を抽出し、前記同期手段は、前記抽出された前記着
目すべき符号の順位を示す情報に基づいて、前記送信局における送信タイミングと、自局
における受信タイミングとの同期をとる。
【００３５】
　また、本発明によれば、前記受信手段は、前記送信タイミング系列に対応する受信タイ
ミングで情報を受信する間欠受信を行う。
【００３６】
　また、本発明によれば、前記受信手段は、未知の送信局を探索するための連続受信を行
う期間と、送信局からの情報を受信するための間欠受信を行う期間とを、時間的に分けて
設定する。
【００３７】
　また、本発明によれば、前記受信手段は、前記間欠受信と前記連続受信との比率を変更
する。
【００３８】
　また、本発明によれば、基準となる位相情報に基づいて、自局における位相情報を補正
する位相情報補正手段を備え、前記同期手段は、前記補正された自局における位相情報に
基づいて、前記送信局における送信タイミングと、自局における受信タイミングとの同期
をとる。
【００３９】
　また、本発明によれば、自局における位相情報を、基準となる位相情報として送信する
基準位相情報送信手段を備え、前記同期手段は、前記補正された自局における位相情報に
基づいて、前記送信局における送信タイミングと自局における受信タイミングとの同期を
とる。
【００４０】
　また、本発明によれば、前記送信タイミング系列取得手段は、１つの送信局に対して複
数の送信タイミング系列を取得する。
【００４１】
　本発明では、送信局は、自局の固有値に基づいた送信タイミング系列を取得しており、
複数の送信局間で送信タイミングが重複し、情報衝突が発生することを抑制することが可
能となる。また、受信局は、送信局における送信タイミングと自局における受信タイミン
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グとの同期をとっており、必要に応じて受信動作を行うことにより、消費電力の低減を図
ることが可能となる。
【発明の効果】
【００４２】
　本発明によれば、情報衝突の抑制と消費電力の低減の双方を実現することが可能となる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４３】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施するための最良の形態を説明する。
（第１実施例）
　図７は、第１実施例における通信システムの構成例を示す図である。同図に示す通信シ
ステムは、例えば移動通信システムであり、移動端末等の複数の送信無線局１０００－１
乃至１０００－ｎ（以下、これら送信無線局１０００－１乃至１０００－ｎをまとめて、
適宜「送信無線局１０００」と称する）と、これら各送信無線局１０００からのデータを
受信する基地局等の受信無線局１０１０とにより構成される。なお、後述する第２実施例
乃至第７実施例における通信システムも、図７に示す第１実施例における通信システムと
同様、複数の送信無線局と、受信無線局とにより構成される。
【００４４】
　図８は、第１実施例における送信無線局の構成例を示す図である。同図に示す送信無線
局１０００は、データ記憶部１０１と、切替機１０５と、電源オン／オフ部１０６と、ア
ンテナ１０７と、バースト送信制御部１００１と、クロック生成部１００２と、送信部１
００３とによって構成される。なお、図８において、図２と同一の構成要素には同一の番
号が付されている。
【００４５】
　データ記憶部１０１には、送信無線局番号（ID）、送信タイミング系列（Hs）、送信タ
イミング系列周期（Ht）、送信タイミング系列着目番号（Hn_t）、１フレーム内スロット
数（Fslot）、１フレーム時間（Ftime）、送信クロック情報（clock_t）、送信タイミン
グ系列読み出し回数（Hs_num_t）等が記憶される。
【００４６】
　送信無線局番号（ID）は、送信無線局１０００に固有の数値であり、Ｎビットの一意な
番号を意味する。送信タイミング系列（Hs）は、送信無線局１０００がデータを送信する
タイミングの時間上の系列である。送信タイミング系列周期（Ht）は、送信タイミング系
列（Hs）の繰返し周期に対応するフレーム数を意味する。送信タイミング系列（Hs）の着
目番号（Hn_t）は、送信タイミング系列（Hs）において、着目すべき符号の順位を意味す
る。１フレーム内スロット数（Fslot）は、１フレームがFslot個のスロットに分割される
ことを意味する。１フレーム時間（Ftime）は１フレームの伝送に必要な時間を意味する
。送信クロック情報（clock_t）は送信無線局１０００における時刻を示すクロックを意
味する。送信タイミング系列読み出し回数（Hs_num_t）は、送信無線局１０００における
クロックが１フレーム時間（Ftime）と送信タイミング系列周期（Ht）との乗算値をカウ
ントする毎に１ずつ増加するものである。なお、送信クロック情報（clock_t）は、送信
タイミング系列読み出し回数（Hs_num_t）と１フレーム時間（Ftime）と送信タイミング
系列周期（Ht）の積に達する毎に０にリセットされるようにしても良い。なお、データ記
憶部１０１は、送信タイミング系列取得手段として、外部装置によって生成された送信タ
イミング系列（Hs）を取得することができる。
【００４７】
　クロック生成部１００２は、データをバースト送信する際に必要な時刻情報であるクロ
ックを時間経過に応じてカウントする。また、更に、クロック生成部１００２は、カウン
ト値を送信クロック情報（clock_t）として、随時、データ記憶部１０１に記憶させる。
【００４８】
　バースト送信制御部１００１は、データ記憶部１０１内の送信タイミング系列（Hs）、
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送信タイミング系列周期（Ht）、送信タイミング系列着目番号（Hn_t）、１フレーム時間
（Ftime）、送信クロック情報（clock_t）、送信タイミング系列読み出し回数（Hs_num_t
）を読み出す。更に、バースト送信制御部１００１は、送信タイミング系列（Hs）の内、
送信タイミング系列着目番号（Hn_t）に対応する符号の値と、送信タイミング系列読み出
し回数（Hs_num_t）に１フレーム時間（Ftime）と送信タイミング系列周期（Ht）とを乗
算した値（Hs_num_t×Ftime×Ht）との和を算出する。更に、バースト送信制御部１００
１は、この算出値と送信クロック情報（clock_t）とを比較し、同一である場合には、切
替機１０５に対して、スイッチをオンする命令を出し、同一でない場合には、当該命令を
出さない。
【００４９】
　更に、バースト送信制御部１００１は、上述した算出値と送信クロック情報（clock_t
）とが同一である場合に、送信タイミング系列着目番号（Hn_t）に１を加算する。そして
、この加算により、送信タイミング系列着目番号（Hn_t）が送信タイミング系列周期（Ht
）以上になった場合には、バースト送信制御部１００１は、その時点の送信タイミング系
列着目番号（Hn_t）から送信タイミング系列周期（Ht）を差し引いた値を、その後の送信
タイミング系列着目番号（Hn_t）とするとともに、その時点の送信タイミング系列読み出
し回数（Hs_num_t）に１を加算した値を、その後の送信タイミング系列読み出し回数（Hs
_num_t）とする。
【００５０】
　送信部１００３は、入力されるデータ及び送信無線局番号（ID）を送信するために、切
替機１０５と接続されている。入力されるデータは、例えば、加速度センサが検知した加
速度の信号、ＧＰＳ信号、電波時計の信号等である。この送信部１００３は、入力された
データ及びデータ記憶部１０１から読み出した送信無線局番号（ID）を出力する。なお、
入力されるデータがない場合には、送信部１００３は、送信無線局番号（ID）のみを出力
するようにしても良い。切替機１０５は、バースト送信制御部１００１からのスイッチオ
ンの命令を受けた場合に、送信部１００３からのデータをアンテナ１０７から外部に放射
させる。一方、切替機１０５は、バースト送信制御部１００１からのスイッチオンの命令
を受けていない場合にはオフ状態となる。電源オン／オフ部１０６は、外部から電源をオ
ン若しくはオフする命令を受けた場合に、その命令に応じて、送信無線局１０００内の各
回路をオンあるいはオフする。
【００５１】
　図９は、第１実施例における受信無線局の構成例を示す図である。同図に示す受信無線
局１０１０は、データ記憶部１１１と、受信部１１２と、電源オン／オフ部１１５と、ア
ンテナ１１６と、データ抽出部１０１１と、バースト受信制御部１０１２と、クロック生
成部１０１３とによって構成される。なお、図９において、図３と同一の構成要素には同
一の番号が付されている。
【００５２】
　データ記憶部１１１には、送信無線局番号（ID）、送信タイミング系列（Hs）、送信タ
イミング系列周期（Ht）、送信タイミング系列着目番号（Hn_r）、受信クロック情報（cl
ock_r）、送信タイミング系列読み出し回数（Hs_num_r）、１フレーム時間（Ftime）等が
記憶される。
【００５３】
　受信クロック情報（clock_r）は、受信無線局１０１０における時刻を示すクロックを
意味する。送信タイミング系列読み出し回数（Hs_num_r）は、受信無線局１０１０におけ
るクロックが１フレーム時間（Ftime）と送信タイミング系列周期（Ht）との乗算値をカ
ウントする毎に１ずつ増加するものである。
【００５４】
　受信部１１２は、アンテナ１１６を介して、送信無線局１０００からのデータを受信す
る。更に、受信部１１２は、受信したデータに対してＣＲＣチェックを行い、受信したデ
ータに誤りがない場合には、当該データをデータ抽出部１０１１へ出力する。データ抽出
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部１０１１は、入力されるデータを、送信無線局番号（ID）と、その他のデータに分離す
る。更に、データ抽出部１０１１は、送信無線局番号（ID）をデータ記憶部１１１に記憶
させるとともに、その他のデータを外部に出力する。
【００５５】
　クロック生成部１０１３は、データを間欠受信する際に必要な時刻情報であるクロック
をカウントする。更に、クロック生成部１０１３は、カウント値を受信クロック情報（cl
ock_r）として、随時、データ記憶部１１１に記憶させる。
【００５６】
　バースト受信制御部１０１２は、データ記憶部１１１内の送信無線局番号（ID）、送信
タイミング系列（Hs）、送信タイミング系列周期（Ht）、送信タイミング系列着目番号（
Hn_r）、１フレーム時間（Ftime）、受信クロック情報（clock_r）、送信タイミング系列
読み出し回数（Hs_num_r）を読み出す。更に、バースト受信制御部１０１２は、送信タイ
ミング系列（Hs）の内、送信タイミング系列着目番号（Hn_r）に対応する符号の値と、送
信タイミング系列読み出し回数（Hs_num_r）に１フレーム時間（Ftime）と送信タイミン
グ系列周期（Ht）とを乗算した値（Hs_num_r×Ftime×Ht）との和を算出する。更に、バ
ースト受信制御部１０１２は、この算出値と受信クロック情報（clock_r）とを比較し、
同一である場合には、受信部１１２に対して、待ち受け命令を出し、同一でない場合には
、当該命令を出さない。
【００５７】
　受信部１１２は、バースト受信制御部１０１２からの待ち受け命令を受けると、アンテ
ナ１１６を介して、送信無線局１０００からのデータを受信する。更に、受信部１１２は
、受信したデータに対してＣＲＣチェックを行い、受信したデータに誤りがない場合には
、当該データをデータ抽出部１０１１へ出力する。データ抽出部１０１１は、入力される
データを、送信無線局番号（ID）と、その他のデータに分離する。更に、データ抽出部１
０１１は、送信無線局番号（ID）をデータ記憶部１１１に記憶させるとともに、その他の
データを外部に出力する。
【００５８】
　更に、バースト受信制御部１０１２は、上述した算出値と受信クロック情報（clock_r
）とが同一である場合に、送信タイミング系列着目番号（Hn_r）に１を加算する。そして
、この加算により、送信タイミング系列着目番号（Hn_r）が送信タイミング系列周期（Ht
）以上になった場合には、バースト受信制御部１０１２は、その時点の送信タイミング系
列着目番号（Hn_r）から送信タイミング系列周期（Ht）を差し引いた値を、その後の送信
タイミング系列着目番号（Hn_r）とするとともに、その時点の送信タイミング系列読み出
し回数（Hs_num_r）に１を加算した値を、その後の送信タイミング系列読み出し回数（Hs
_num_r）とする。
【００５９】
　次に、フローチャートを参照しつつ、第１実施例における送信無線局及び受信無線局の
動作を説明する。
【００６０】
　図１０は、第１実施例における送信無線局の動作を示すフローチャートである。電源オ
ン／オフ部１０６が外部からの命令を受けて、送信無線局１０００内の各回路をオン状態
にすると、クロック生成部１００２は、クロックのカウントを開始し、そのカウント値を
送信クロック情報（clock_t）として、随時、データ記憶部１０１に記憶させる（ステッ
プ１００１）。
【００６１】
　バースト送信制御部１００１は、データ記憶部１０１内の送信タイミング系列（Hs）、
送信タイミング系列周期（Ht）、送信タイミング系列着目番号（Hn_t）、１フレーム時間
（Ftime）、送信クロック情報（clock_t）、送信タイミング系列読み出し回数（Hs_num_t
）を読み出す。更に、バースト送信制御部１００１は、送信タイミング系列（Hs）の内、
送信タイミング系列着目番号（Hn_t）に対応する符号の値と、送信タイミング系列読み出
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し回数（Hs_num_t）に１フレーム時間（Ftime）と送信タイミング系列周期（Ht）とを乗
算した値（Hs_num_t×Ftime×Ht）との和を算出する。更に、バースト送信制御部１００
１は、この算出値と送信クロック情報（clock_t）とを比較する。そして、バースト送信
制御部１００１は、算出値と送信クロック情報（clock_t）とが同一である場合には、送
信タイミングであると判断して、切替機１０５に対して、スイッチをオンする命令を出し
、同一でない場合には、当該命令を出さない（ステップ１００２）。
【００６２】
　送信部１００３は、入力されたデータ及びデータ記憶部１０１から読み出した送信無線
局番号（ID）を出力する。切替機１０５は、送信部１００３からのスイッチオンの命令を
受けた場合に、当該送信部１００３からのデータをアンテナ１０７から外部に放射させる
（ステップ１００３）。
【００６３】
　ステップ１００２において送信タイミングでないと判断された場合、又は、ステップ１
００３においてデータ送信が行われた場合、電源オン／オフ部１０６は、外部から電源を
オフする命令を受けたか否かを判定する（ステップ１００４）。電源オン／オフ部１０６
が電源をオフする命令を受けていない場合には、ステップ１００１におけるクロックのカ
ウント以降の動作が繰り返される。一方、電源オン／オフ部１０６は、電源をオフする命
令を受けた場合には、送信無線局１０００内の各回路をオフ状態にする。これにより、一
連の動作が終了する。
【００６４】
　図１１は、第１実施例における受信無線局の動作を示すフローチャートである。電源オ
ン／オフ部１１５が外部からの命令を受けて、受信無線局１０１０内の各回路をオン状態
にすると、クロック生成部１０１３は、クロックのカウントを開始し、そのカウント値を
受信クロック情報（clock_r）として、随時、データ記憶部１１１に記憶させる（ステッ
プ１０１１）。
【００６５】
　バースト受信制御部１０１２は、データ記憶部１１１内の送信タイミング系列（Hs）、
送信タイミング系列周期（Ht）、送信タイミング系列着目番号（Hn_r）、１フレーム時間
（Ftime）、受信クロック情報（clock_r）、送信タイミング系列読み出し回数（Hs_num_r
）を読み出す。更に、バースト受信制御部１０１２は、送信タイミング系列（Hs）の内、
送信タイミング系列着目番号（Hn_r）に対応する符号の値と、送信タイミング系列読み出
し回数（Hs_num_r）に１フレーム時間（Ftime）と送信タイミング系列周期（Ht）とを乗
算した値（Hs_num_r×Ftime×Ht）との和を算出する。更に、バースト受信制御部１０１
２は、この算出値と受信クロック情報（clock_r）とを比較する。そして、バースト受信
制御部１０１２は、算出値と受信クロック情報（clock_r）とが同一である場合には、既
知の送信無線局１０００からのデータを受信するタイミングであると判断して、受信部１
１２に対して、待ち受け命令を出し、同一でない場合には、受信タイミングでないと判断
して、当該命令を出さない（ステップ１０１２）。
【００６６】
　受信部１１２は、バースト受信制御部１０１２からの待ち受け命令を受けると、アンテ
ナ１１６を介して、送信無線局１０００からのデータを受信し、ＣＲＣチェックを行った
後、受信したデータに誤りがない場合には、当該データをデータ抽出部１０１１へ出力す
る。データ抽出部１０１１は、入力されるデータを、送信無線局番号（ID）と、その他の
データに分離し、送信無線局番号（ID）をデータ記憶部１１１に記憶させるとともに、そ
の他のデータを外部に出力する（ステップ１０１３）。
【００６７】
　ステップ１０１２において受信タイミングでないと判断された場合、又は、ステップ１
０１３においてデータ受信及びデータ分離が行われた場合、電源オン／オフ部１１５は、
外部から電源をオフする命令を受けたか否かを判定する（ステップ１０１４）。電源オン
／オフ部１１５が電源をオフする命令を受けていない場合には、ステップ１０１１におけ
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るクロックのカウント以降の動作が繰り返される。一方、電源オン／オフ部１１５は、電
源をオフする命令を受けた場合には、受信無線局１０１０内の各回路をオフ状態にする。
これにより、一連の動作が終了する。
（第２実施例）
　図１２は、第２実施例における送信無線局の構成例を示す図である。同図に示す送信無
線局２０００は、データ記憶部１０１と、切替機１０５と、電源オン／オフ部１０６と、
アンテナ１０７と、送信制御手段としてのバースト送信制御部１００１と、クロック生成
部１００２と、送信手段としての送信部１００３と、送信タイミング系列取得手段として
のランダム値選択部２００１、ランダム系列算出部２００２及び送信タイミング算出部２
００３とによって構成される。なお、図１２において、図８と同一の構成要素には同一の
番号が付されており、その詳細な説明は省略する。
【００６８】
　データ記憶部１０１には、送信無線局番号（ID）、送信タイミング系列（Hs）、送信タ
イミング系列周期（Ht）、送信タイミング系列着目番号（Hn_t）、１フレーム内スロット
数（Fslot）、１フレーム時間（Ftime）、送信無線局２０００における位相情報としての
送信クロック情報（clock_t）、送信タイミング系列読み出し回数（Hs_num_t）、全送信
タイミング系列数（Hc）、ランダム系列の生成に適用される符号（Code）、生成多項式集
合（Rmath）、ランダム系列（Rs）、ランダム系列対応表（Rtable）等が記憶される。ラ
ンダム系列の生成に適用される符号としては、例えば、リード・ソロモン符号（ＲＳ符号
）、Ｏｎｅ－Ｃｏｉｎｃｉｄｅｎｃｅ　Ｃｏｄｅ符号（ＯＣＣ符号）、Ｅｉｎａｒｓｓｏ
ｎ符号等が挙げられる。生成多項式集合（Rmath）は、のランダム系列（Rs）の生成に適
用される符号毎に、Hc個の生成多項式の集合からなる。ランダム系列（Rs）は、適用され
る符号によって生成される擬似ランダム系列である。
【００６９】
　ランダム系列対応表（Rtable）は、適用される符号毎に、Hc個のランダム系列（Rs）が
含まれる。図１３は、ランダム系列対応表（Rtable）の一例を示す図である。同図に示す
ランダム系列対応表（Rtable）は、ＲＳ符号に対応するものであり、Hc個の生成多項式の
集合（Rmath）と、各生成多項式によって生成されるHc個のランダム系列（Rs）からなる
。
【００７０】
　ランダム値選択部２００１は、データ記憶部１０１に記憶されている送信無線局番号（
ID）と全送信タイミング系列数（Hc）とを読み出し、これらを用いてランダム値（R）を
選択する。例えば、ランダム値選択部２００１は、送信無線局番号（ID）を全送信タイミ
ング数（Hc）で除した際の剰余に１を加えた値を算出することにより、１乃至Hcの間に存
在するランダム値（R）を選択する。更に、ランダム値選択部２００１は、選択したラン
ダム値（R）をランダム系列算出部２００２へ出力する。
【００７１】
　ランダム系列算出部２００２は、データ記憶部１０１に記憶されている符号（Code）の
中からランダム系列（Rs）の生成に適用される符号（Code）を読み出し、更に、その符号
（Code）に対応する生成多項式集合（Rmath）の中からランダム値（R）に対応するR番目
の生成多項式を読み出す。更に、ランダム系列算出部２００２は、読み出した生成多項式
を用いてランダム系列（Rs）を算出する。算出されたランダム系列（Rs）は記憶部１０１
に記憶される。あるいは、ランダム系列算出部２００２は、データ記憶部１０１に記憶さ
れたランダム系列対応表（Rtable）を読み出し、当該ランダム系列対応表（Rtable）にお
ける、ランダム値（R）に対応するR番目のランダム系列（Rs）を読み出す。読み出された
ランダム系列（Rs）は記憶部１０１に記憶される。
【００７２】
　送信タイミング算出部２００３は、データ記憶部１０１に記憶されたランダム系列（Rs
）、１フレーム内スロット数（Fslot）、１フレーム時間（Ftime）を読み出す。更に、送
信タイミング算出部２００３は、ランダム系列（Rs(n)）（ｎは要素番号で１乃至Hcの範
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囲を有する）に１フレーム時間（Ftime）を乗算したものを１フレーム内スロット数（Fsl
ot）で除し、この算出値（Rs(n)×Ftime／Fslot）と、ｎ－１に１フレーム時間（Ftime）
を乗算した値（（ｎ－１）Ftime）とを加算することによって、送信タイミング系列（Hs(
n)）（ｎは要素番号で１乃至Hcの範囲を有する）を算出する。算出された送信タイミング
系列（Hs）はデータ記憶部１０１に記憶される。
【００７３】
　なお、各送信無線局２０００における送信クロック情報（clock_t）は、通常異なる。
このため、ランダム値選択部２００１は、共通の値を用いて各送信無線局２０００におけ
るランダム値（R）が同一になるように選択することもできる。この場合、各送信無線局
２０００に対応するランダム系列（Rs）は同一になるが、各送信無線局２０００における
送信クロック情報（clock_t）が異なるため、送信タイミング算出部２００３によって算
出される送信タイミング系列（Hs）は、送信無線局２０００毎に異なることになる。
【００７４】
　図１４は、第２実施例における受信無線局の構成例を示す図である。同図に示す受信無
線局２０１０は、データ記憶部１１１と、受信手段としての受信部１１２と、電源オン／
オフ部１１５と、アンテナ１１６と、情報抽出手段としてのデータ抽出部１０１１と、ク
ロック生成部１０１３と、同期手段としてのバースト・連続受信制御部２０１１と、送信
タイミング系列取得手段としてのランダム値選択部２０１２、ランダム系列算出部２０１
３及び送信タイミング推定部２０１４とによって構成される。なお、図１４において、図
９と同一の構成要素には同一の番号が付されており、その詳細な説明は省略する。
【００７５】
　データ記憶部１１１には、送信無線局番号（ID）、送信タイミング系列（Hs）、送信タ
イミング系列周期（Ht）、送信タイミング系列着目番号（Hn_r）、受信クロック情報（cl
ock_r）、送信クロック情報（clock_t）、送信タイミング系列読み出し回数（Hs_num_r）
、１フレーム時間（Ftime）、受信無線局２０１０における位相情報としての受信クロッ
ク情報（clock_r）、クロックのずれ（clock_d）、全送信タイミング系列数（Hc）、ラン
ダム系列の生成に適用される符号（Code）、生成多項式集合（Rmath）、ランダム系列（R
s）、ランダム系列対応表（Rtable）、連続受信時間（Ctime）、連続受信発生間隔（Cint
erval）等が記憶される。
【００７６】
　クロックのずれ（clock_d）は、送信クロック情報（clock_t）から受信クロック情報（
clock_r）を差し引いた差を意味する。連続受信時間（Ctime）は、受信無線局２０１０が
未知の送信無線局２０００を探索する時間を意味する。連続受信発生間隔（Cinterval）
は、受信無線局２０１０が未知の送信無線局２０００を探索する時間間隔を意味する。な
お、連続受信時間（Ctime）や連続受信発生間隔（Cinterval）は、予めデータ記憶部１１
１内に記憶される場合の他、ネットワークを介して受信されたり、利用者の操作に応じて
記憶されるようにしても良い。
【００７７】
　バースト・連続受信制御部２０１１は、未知の送信無線局２０００が受信無線局２０１
０の通信可能範囲に存在するか否かを確認するために、連続受信発生間隔（Cinterval）
毎に、連続受信時間（Ctime）の受信を行う命令を受信部１１２へ出す。
【００７８】
　一方、連続受信時間（Ctime）以外においては、バースト・連続受信制御部２０１１は
、データ記憶部１１１内の送信タイミング系列（Hs）、送信タイミング系列周期（Ht）、
送信タイミング系列着目番号（Hn_r）、１フレーム時間（Ftime）、受信クロック情報（c
lock_r）、送信タイミング系列読み出し回数（Hs_num_r）を読み出す。更に、バースト・
連続受信制御部２０１１は、送信タイミング系列（Hs）の内、送信タイミング系列着目番
号（Hn_r）に対応する符号の値と、送信タイミング系列読み出し回数（Hs_num_r）に１フ
レーム時間（Ftime）と送信タイミング系列周期（Ht）とを乗算した値（Hs_num_r×Ftime
×Ht）との和を算出する。更に、バースト受信制御部２０１１は、この算出値と受信クロ
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ック情報（clock_r）とを比較し、同一である場合には、受信部１１２に対して、待ち受
け命令を出し、同一でない場合には、当該命令を出さない。
【００７９】
　更に、バースト・連続受信制御部２０１１は、上述した算出値と受信クロック情報（cl
ock_r）とが同一である場合、送信タイミング系列着目番号（Hn_r）に１を加算する。そ
して、この加算により、送信タイミング系列着目番号（Hn_r）が送信タイミング系列周期
（Ht）以上になった場合には、バースト・連続送信制御部２０１１は、その時点の送信タ
イミング系列着目番号（Hn_r）から送信タイミング系列周期（Ht）を差し引いた値を、そ
の後の送信タイミング系列着目番号（Hn_r）とするとともに、その時点の送信タイミング
系列読み出し回数（Hs_num_r）に１を加算した値を、その後の送信タイミング系列読み出
し回数（Hs_num_r）とする。
【００８０】
　ランダム値選択部２０１２は、データ記憶部１１１に記憶されている送信無線局番号（
ID）と全送信タイミング系列数（Hc）とを読み出し、これらを用いてランダム値（R）を
選択する。例えば、ランダム値選択部２００１は、送信無線局２０００内のランダム値選
択部２００１と同様、送信無線局番号（ID）を全送信タイミング数（Hc）で除した際の剰
余に１を加えた値を算出することにより、１乃至Hcの間に存在するランダム値（R）を選
択する。更に、ランダム値選択部２０１２は、選択したランダム値（R）をランダム系列
算出部２０１３へ出力する。
【００８１】
　ランダム系列算出部２０１３は、データ記憶部１１１に記憶されている符号（Code）の
中からランダム系列（Rs）の生成に適用される符号（Code）を読み出し、更に、その符号
（Code）に対応する生成多項式集合（Rmath）の中からランダム値（R）に対応するR番目
の生成多項式を読み出す。更に、ランダム系列算出部２０１３は、読み出した生成多項式
を用いてランダム系列（Rs）を算出する。算出されたランダム系列（Rs）は記憶部１１１
に記憶される。あるいは、ランダム系列算出部２０１３は、データ記憶部１１１に記憶さ
れたランダム系列対応表（Rtable）を読み出し、当該ランダム系列対応表（Rtable）にお
ける、ランダム値（R）に対応するR番目のランダム系列（Rs）を読み出す。読み出された
ランダム系列（Rs）はデータ記憶部１１１に記憶される。
【００８２】
　送信タイミング推定部２０１４は、データ記憶部１１１に記憶されたランダム系列（Rs
）と、実際に送信無線局２０００から受信したデータの時間間隔とを用いて、クロックの
ずれ（clock_d）を推定し、更に、送信タイミング系列（Hs）を推定する。例えば、送信
タイミング推定部２０１４は、ランダム系列（Rs）より、送信無線局２０００からのデー
タを受信する時間間隔の系列を推定する。次に、送信タイミング推定部２０１４は、この
推定した時間間隔の系列と、実際に送信無線局２０００からデータを受信した際における
受信間隔の系列とを比較し、両者のずれから送信クロック情報（clock_t）を推定し、デ
ータ記憶部１１１に記憶させる。更に、送信タイミング推定部２０１４は、データ記憶部
１１１内の受信クロック情報（clock_r）から推定した送信クロック情報（clock_t）を差
し引いた差をクロックのずれ（clock_d）として算出し、データ記憶部１１１に記憶させ
る。更に、送信タイミング推定部２０１４は、ランダム系列（Rs(n)）（ｎは要素番号で
１乃至Hcの範囲を有する）に１フレーム時間（Ftime）を乗算したものを１フレーム内ス
ロット数（Fslot）で除し、この算出値（Rs(n)×Ftime／Fslot）と、ｎ－１に１フレーム
時間（Ftime）を乗算した値（（ｎ－１）Ftime）とを加算することによって、送信タイミ
ング系列（Hs）を算出する。算出された送信タイミング系列（Hs）はデータ記憶部１１１
に記憶される。
【００８３】
　次に、フローチャートを参照しつつ、第２実施例における送信無線局及び受信無線局の
動作を説明する。
【００８４】
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　図１５は、第２実施例における送信無線局の動作を示すフローチャートである。電源オ
ン／オフ部１０６が外部からの命令を受けて、送信無線局２０００内の各回路をオン状態
にすると、ランダム値選択部２００１は、データ記憶部１０１に記憶されている送信無線
局番号（ID）と全送信タイミング系列数（Hc）とを読み出し、これらを用いてランダム値
（R）を選択する（ステップ２００１）。
【００８５】
　ランダム系列算出部２００２は、このランダム値（R）を用いてランダム系列（Rs）を
算出する。更に、送信タイミング算出部２００３は、算出されたランダム系列（Rs）を用
いて、送信タイミング系列（Hs）を算出する（ステップ２００２）。
【００８６】
　その後、クロック生成部１００２は、クロックのカウントを開始し、そのカウント値を
送信クロック情報（clock_t）として、随時、データ記憶部１０１に記憶させる（ステッ
プ２００３）。
【００８７】
　バースト送信制御部１００１は、データ記憶部１０１内の送信タイミング系列（Hs）、
送信タイミング系列周期（Ht）、送信タイミング系列着目番号（Hn_t）、１フレーム時間
（Ftime）、送信クロック情報（clock_t）、送信タイミング系列読み出し回数（Hs_num_t
）を読み出す。更に、バースト送信制御部１００１は、送信タイミング系列（Hs）の内、
送信タイミング系列着目番号（Hn_t）に対応する符号の値と、送信タイミング系列読み出
し回数（Hs_num_t）に１フレーム時間（Ftime）と送信タイミング系列周期（Ht）とを乗
算した値（Hs_num_t×Ftime×Ht）との和を算出する。更に、バースト送信制御部１００
１は、この算出値と送信クロック情報（clock_t）とを比較する。そして、バースト送信
制御部１００１は、算出値と送信クロック情報（clock_t）とが同一である場合には、送
信タイミングであると判断して、切替機１０５に対して、スイッチをオンする命令を出し
、同一でない場合には、当該命令を出さない（ステップ２００４）。
【００８８】
　送信部１００３は、入力されたデータ及びデータ記憶部１０１から読み出した送信無線
局番号（ID）を出力する。切替機１０５は、送信部１００３からのスイッチオンの命令を
受けた場合に、当該送信部１００３からのデータをアンテナ１０７から外部に放射させる
（ステップ２００５）。
【００８９】
　ステップ２００４において送信タイミングでないと判断された場合、又は、ステップ２
００５においてデータ送信が行われた場合、電源オン／オフ部１０６は、外部から電源を
オフする命令を受けたか否かを判定する（ステップ２００６）。電源オン／オフ部１０６
が電源をオフする命令を受けていない場合には、ステップ２００３におけるクロックのカ
ウント以降の動作が繰り返される。一方、電源オン／オフ部１０６は、電源をオフする命
令を受けた場合には、送信無線局２０００内の各回路をオフ状態にする。これにより、一
連の動作が終了する。
【００９０】
　図１６は、第２実施例における受信無線局の動作を示すフローチャートである。電源オ
ン／オフ部１１５が外部からの命令を受けて、受信無線局２０１０内の各回路をオン状態
にすると、バースト・連続受信制御部２０１１は、未知の送信無線局２０００が受信無線
局２０１０の通信可能範囲に存在するか否かを確認するための連続受信を実行する必要が
あるか否かを判定する（ステップ２０１１）。
【００９１】
　連続受信を行う必要がある場合、クロック生成部１０１３は、クロックのカウントを開
始し、そのカウント値を受信クロック情報（clock_r）として、随時、データ記憶部１１
１に記憶させる（ステップ２０１２）。受信部１１２は、アンテナ１１６を介して、送信
無線局２０００からのデータを受信し、ＣＲＣチェックを行い、データを正常受信したか
否かを判定する（ステップ２０１３）。
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【００９２】
　正常受信された場合には、受信部１１２は、受信したデータをデータ抽出部１０１１へ
出力する。データ抽出部１０１１は、入力されるデータを、送信無線局番号（ID）と、そ
の他のデータに分離し、送信無線局番号（ID）をデータ記憶部１１１に記憶させるととも
に、その他のデータを外部に出力する。次に、ランダム値選択部２０１２は、データ記憶
部１１１に記憶されている送信無線局番号（ID）と全送信タイミング系列数（Hc）とを読
み出し、これらを用いてランダム値（R）を選択する。ランダム系列算出部２０１３は、
このランダム値（R）を用いてランダム系列（Rs）を算出する。更に、送信タイミング推
定部２０１４は、ランダム系列（Rs）を用いて送信タイミング系列（Hs）を推定し、デー
タ記憶部１１１に記憶させる（ステップ２０１４）。
【００９３】
　ステップ２０１４において送信タイミング系列（Hs）が推定された後、又は、ステップ
２０１３において正常受信されなかったと判定された後、バースト・連続受信制御部２０
１１は、連続受信時間（Ctime）が終了したか否かを判定する（ステップ２０１５）。
【００９４】
　ステップ２０１５において連続受信時間（Ctime）が終了したと判定された後、又は、
ステップ２０１１において連続受信の必要がないと判定された後、クロック生成部１０１
３は、クロックのカウントを開始し、そのカウント値を受信クロック情報（clock_r）と
して、随時、データ記憶部１１１に記憶させる（ステップ２０１６）。
【００９５】
　バースト・連続受信制御部２０１１は、データ記憶部１１１内の既知の全ての送信無線
局２０００に対応する送信タイミング系列（Hs）と、受信クロック情報（clock_r）とに
基づいて、既知の何れかの送信無線局２０００がデータを送信するタイミングであるか否
かを判定する（ステップ２０１７）。既知の何れかの送信無線局２０００がデータを送信
するタイミングである場合、受信部１１２は、対応する送信無線局２０００からのデータ
を、アンテナ１１６を介して受信し、ＣＲＣチェックを行う。そして、正常受信された場
合には、受信部１１２は、受信したデータをデータ抽出部１０１１へ出力する。データ抽
出部１０１１は、入力されるデータを、送信無線局番号（ID）と、その他のデータに分離
し、送信無線局番号（ID）をデータ記憶部１１１に記憶させるとともに、その他のデータ
を外部に出力する（ステップ２０１８）。
【００９６】
　ステップ２０１７において、既知の何れかの送信無線局２０００がデータを送信するタ
イミングでないと判断された場合、又は、ステップ２０１８においてデータ受信及びデー
タ分離が行われた場合、電源オン／オフ部１１５は、外部から電源をオフする命令を受け
たか否かを判定する（ステップ２０１９）。電源オン／オフ部１１５が電源をオフする命
令を受けていない場合には、ステップ２０１１における連続受信の必要があるか否かの判
定以降の動作が繰り返される。一方、電源オン／オフ部１１５は、電源をオフする命令を
受けた場合には、受信無線局２０１０内の各回路をオフ状態にする。これにより、一連の
動作が終了する。
（第３実施例）
　図１７は、第３実施例における送信無線局の構成例を示す図である。同図に示す送信無
線局２０００は、データ記憶部１０１と、切替機１０５と、電源オン／オフ部１０６と、
アンテナ１０７と、送信制御手段としてのバースト送信制御部１００１と、クロック生成
部１００２と、送信手段としての送信部１００３と、送信タイミング系列取得手段として
のランダム値選択部２００１、ランダム系列算出部２００２及び送信タイミング算出部２
００３と、データ通信制御部２００４とによって構成される。なお、図１７において、図
１２と同一の構成要素には同一の番号が付されており、その詳細な説明は省略する。
【００９７】
　送信部１００３は、入力されるデータ、送信無線局番号（ID）及び送信タイミング系列
着目番号（Hn_t）を送信するために、切替機１０５と接続されている。データ通信制御部
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２００４は、予め設定されている所定の条件に応じて、送信部１００３が送信するパケッ
トの構成を変更する。パケットの構成としては、常に入力されるデータ、送信無線局番号
（ID）及び送信タイミング系列着目番号（Hn_t）を送信するための構成、入力されるデー
タ及び送信タイミング系列着目番号（Hn_t）を断続的に送信するための構成、入力される
データ及び送信タイミング系列着目番号（Hn_t）をランダムに送信するための構成等が挙
げられる。
【００９８】
　送信部１００３は、このデータ通信制御部２００４による制御に応じて、送信するパケ
ットの構成を随時変更する。例えば、データ通信制御部２００４が送信タイミング系列着
目番号（Hn_t）を２回に一度送信するという制御を行った場合、送信部１００３は、まず
、入力されるデータ及び送信無線局番号（ID）からなるパケットを送信し、次に、入力さ
れるデータ、送信無線局番号（ID）及び送信タイミング系列着目番号（Hn_t）からなるパ
ケットを送信し、この順序の送信を繰り返す。
【００９９】
　図１８は、第３実施例における受信無線局の構成例を示す図である。同図に示す受信無
線局２１１０は、データ記憶部１１１と、受信手段としての受信部１１２と、電源オン／
オフ部１１５と、アンテナ１１６と、情報抽出手段としてのデータ抽出部１０１１と、ク
ロック生成部１０１３と、同期手段としてのバースト・連続受信制御部２０１１と、送信
タイミング系列取得手段としてのランダム値選択部２０１２、ランダム系列算出部２０１
３及び送信タイミング算出部２０１５とによって構成される。なお、図１８において、図
１４と同一の構成要素には同一の番号が付されており、その詳細な説明は省略する。
【０１００】
　データ抽出部１０１１は、入力されるデータを、送信無線局番号（ID）及び送信タイミ
ング系列着目番号（Hn_t）と、その他のデータに分離する。更に、データ抽出部１０１１
は、送信無線局番号（ID）及び送信タイミング系列着目番号（Hn_t）をデータ記憶部１１
１に記憶させるとともに、その他のデータを外部に出力する。
【０１０１】
　送信タイミング算出部２０１５は、データ記憶部１１１に記憶されたランダム系列（Rs
）及び送信無線局２１００からの送信タイミング系列着目番号（Hn_t）に基づいて、クロ
ックのずれ（clock_d）を決定し、更に、送信タイミング系列（Hs）を決定する。例えば
、送信タイミング算出部２０１５は、送信無線局２１００における送信タイミング系列着
目番号（Hn_t）を、データ記憶部１１１に記憶された受信無線局２１１０における送信タ
イミング系列着目番号（Hn_r）に代入する。更に、送信タイミング算出部２０１５は、送
信タイミング系列着目番号（Hn_r）と、当該送信タイミング系列着目番号（Hn_r）を受信
したときの受信クロック情報（clock_r）が対応している場合、ランダム系列（Rs）を用
いて、送信タイミング系列着目番号（Hn_r）を含んだパケットが１個目から送信タイミン
グ系列周期（Ht）まで到来する時間を決定することにより、送信タイミング系列（Hs）を
算出する。算出された送信タイミング系列（Hs）は、データ記憶部１１１に記憶される。
【０１０２】
　第３実施例における送信無線局及び受信無線局の動作は、それぞれ図１５及び図１６に
示す動作とほぼ同様である。但し、送信無線局２１００内の送信部１００３は、ステップ
２００５において、入力されたデータ及びデータ記憶部１０１から読み出した送信無線局
番号（ID）及び送信タイミング系列着目番号（Hn_t）を出力する。また、受信無線局２１
１０では、ステップ２０１４において、データ抽出部１０１１は、入力されるデータを、
送信無線局番号（ID）及び送信タイミング系列着目番号（Hn_t）と、その他のデータに分
離し、送信無線局番号（ID）をデータ記憶部１１１に記憶させるとともに、その他のデー
タを外部に出力する。また、送信タイミング算出部２０１５は、受信された送信タイミン
グ系列着目番号（Hn_t）を、データ記憶部１１１内の送信タイミング系列着目番号（Hn_r
）に代入し、ランダム系列（Rs）を用いて送信タイミング系列（Hs）を算出する。
【０１０３】
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　（第４実施例）
　図１９は、第４実施例における送信無線局の構成例を示す図である。同図に示す送信無
線局３０００は、データ記憶部１０１と、切替機１０５と、電源オン／オフ部１０６と、
アンテナ１０７と、送信部１００３と、ランダム値選択部２００１と、ランダム系列算出
部２００２と、送信タイミング算出部２００３と、送信制御手段としてのバースト送受信
制御部３００１と、位相情報補正手段としてのクロック生成部３００２と、基準クロック
受信部３００３と、アンテナ３００４とによって構成される。なお、図１９において、図
１２と同一の構成要素には同一の番号が付されており、その詳細な説明は省略する。
【０１０４】
　データ記憶部１０１には、送信無線局番号（ID）、送信タイミング系列（Hs）、送信タ
イミング系列周期（Ht）、送信タイミング系列着目番号（Hn_t）、１フレーム内スロット
数（Fslot）、１フレーム時間（Ftime）、送信クロック情報（clock_t）、送信タイミン
グ系列読み出し回数（Hs_num_t）、全送信タイミング系列数（Hc）、ランダム系列の生成
に適用される符号（Code）、生成多項式集合（Rmath）、ランダム系列（Rs）、ランダム
系列対応表（Rtable）、外部基準クロック受信間隔（Sinterval）、外部基準クロック連
続受信時間（Stime）等が記憶される。外部基準クロック受信間隔（Sinterval）は、基準
となる位相情報としての外部の基準クロックを探索する時間間隔を意味する。外部基準ク
ロック連続受信時間（Stime）は、外部の基準クロックを探索する時間を意味する。
【０１０５】
　バースト送受信制御部３００１は、データ記憶部１０１内の送信タイミング系列（Hs）
、送信タイミング系列周期（Ht）、送信タイミング系列着目番号（Hn_t）、１フレーム時
間（Ftime）、送信クロック情報（clock_t）、送信タイミング系列読み出し回数（Hs_num
_t）を読み出す。更に、バースト送受信制御部３００１は、送信タイミング系列（Hs）の
内、送信タイミング系列着目番号（Hn_t）に対応する符号の値と、送信タイミング系列読
み出し回数（Hs_num_t）に１フレーム時間（Ftime）と送信タイミング系列周期（Ht）と
を乗算した値（Hs_num_t×Ftime×Ht）との和を算出する。更に、バースト送信制御部１
００１は、この算出値と送信クロック情報（clock_t）とを比較し、同一である場合には
、切替機１０５に対して、スイッチをオンする命令を出し、同一でない場合には、当該命
令を出さない。
【０１０６】
　更に、バースト送受信制御部３００１は、上述した算出値と送信クロック情報（clock_
t）とが同一である場合、送信タイミング系列着目番号（Hn_t）に１を加算する。そして
、この加算により、送信タイミング系列着目番号（Hn_t）が送信タイミング系列周期（Ht
）以上になった場合には、バースト送受信制御部３００１は、その時点の送信タイミング
系列着目番号（Hn_t）から送信タイミング系列周期（Ht）を差し引いた値を、その後の送
信タイミング系列着目番号（Hn_t）とするとともに、その時点の送信タイミング系列読み
出し回数（Hs_num_t）に１を加算した値を、その後の送信タイミング系列読み出し回数（
Hs_num_t）とする。
【０１０７】
　また、バースト送受信制御部３００１は、データ記憶部１０１に記憶された外部基準ク
ロック受信間隔（Sinterval）及び外部基準クロック連続受信時間（Stime）を読み出し、
これらに基づいて、外部基準クロックを受信する時間になったか否かを判定する。そして
、バースト送受信制御部３００１は、外部基準クロックを受信する時間になった場合には
、基準クロック受信部３００３に対して、外部基準クロックの受信を命令する。基準クロ
ック受信部３００３は、この命令に応じて、アンテナ３００４を介して、基準となる時刻
を示すクロックである外部基準クロック（基準クロック情報（Clock_s））を受信する。
【０１０８】
　クロック生成部３００２は、この基準クロック情報（Clock_s）を元に、生成する送信
クロック情報（clock_t）を補正する。補正後の送信クロック情報（clock_t）は、随時、
データ記憶部１０１に記憶される。
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【０１０９】
　図２０は、第４実施例における受信無線局の構成例を示す図である。同図に示す受信無
線局３０１０は、データ記憶部１１１と、受信部１１２と、電源オン／オフ部１１５と、
アンテナ１１６と、データ抽出部１０１１と、ランダム値選択部２０１２と、ランダム系
列算出部２０１３と、同期手段としてのバースト・連続受信制御部３０１１と、基準クロ
ック受信部３０１２と、位相情報補正手段としてのクロック生成部３０１３と、送信タイ
ミング系列取得手段としての送信タイミング算出部３０１４と、アンテナ３０１５とによ
って構成される。なお、図２０において、図１４と同一の構成要素には同一の番号が付さ
れており、その詳細な説明は省略する。
【０１１０】
　データ記憶部１１１には、送信無線局番号（ID）、送信タイミング系列（Hs）、送信タ
イミング系列周期（Ht）、送信タイミング系列着目番号（Hn_r）、受信クロック情報（cl
ock_r）、送信タイミング系列読み出し回数（Hs_num_r）、１フレーム時間（Ftime）、受
信クロック情報（clock_r）、送信クロック情報（clock_t）、クロックのずれ（clock_d
）、全送信タイミング系列数（Hc）、ランダム系列の生成に適用される符号（Code）、生
成多項式集合（Rmath）、ランダム系列（Rs）、ランダム系列対応表（Rtable）、連続受
信時間（Ctime）、連続受信発生間隔（Cinterval）、外部基準クロック受信間隔（Sinter
val）、外部基準クロック連続受信時間（Stime）等が記憶される。
【０１１１】
　バースト・連続受信制御部３０１１は、未知の送信無線局３０００が受信無線局３０１
０の通信可能範囲に存在するか否かを確認するために、連続受信発生間隔（Cinterval）
毎に、連続受信時間（Ctime）の受信を行う命令を受信部１１２へ出す。
【０１１２】
　一方、連続受信時間（Ctime）以外においては、バースト・連続受信制御部３０１１は
、データ記憶部１１１内の送信タイミング系列（Hs）、送信タイミング系列周期（Ht）、
送信タイミング系列着目番号（Hn_r）、１フレーム時間（Ftime）、受信クロック情報（c
lock_r）、送信タイミング系列読み出し回数（Hs_num_r）を読み出す。更に、バースト・
連続受信制御部３０１１は、送信タイミング系列（Hs）の内、送信タイミング系列着目番
号（Hn_r）に対応する符号の値と、送信タイミング系列読み出し回数（Hs_num_r）に１フ
レーム時間（Ftime）と送信タイミング系列周期（Ht）とを乗算した値（Hs_num_r×Ftime
×Ht）との和を算出する。更に、バースト・連続受信制御部３０１１は、この算出値と受
信クロック情報（clock_r）とを比較し、同一である場合には、受信部１１２に対して、
待ち受け命令を出し、同一でない場合には、当該命令を出さない。
【０１１３】
　更に、バースト・連続受信制御部３０１１は、上述した算出値と受信クロック情報（cl
ock_r）とが同一である場合、送信タイミング系列着目番号（Hn_r）に１を加算する。そ
して、この加算により、送信タイミング系列着目番号（Hn_r）が送信タイミング系列周期
（Ht）以上になった場合には、バースト・連続受信制御部３０１１は、その時点の送信タ
イミング系列着目番号（Hn_r）から送信タイミング系列周期（Ht）を差し引いた値を、そ
の後の送信タイミング系列着目番号（Hn_r）とするとともに、その時点の送信タイミング
系列読み出し回数（Hs_num_r）に１を加算した値を、その後の送信タイミング系列読み出
し回数（Hs_num_r）とする。
【０１１４】
　また、バースト・連続受信制御部３０１１は、データ記憶部１１１に記憶された外部基
準クロック受信間隔（Sinterval）及び外部基準クロック連続受信時間（Stime）を読み出
し、これらに基づいて、外部基準クロックを受信する時間になったか否かを判定する。そ
して、バースト・連続受信制御部３０１１は、外部基準クロックを受信する時間になった
場合には、基準クロック受信部３０１２に対して、外部基準クロックの受信を命令する。
基準クロック受信部３０１２は、この命令に応じて、アンテナ３０１５を介して、外部基
準クロック（基準クロック情報（Clock_s））を受信する。
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【０１１５】
　クロック生成部３０１３は、この基準クロック情報（Clock_s）を元に、生成する受信
クロック情報（clock_r）を補正する。補正後の受信クロック情報（clock_r）は、随時、
データ記憶部１１１に記憶される。
【０１１６】
　送信タイミング算出部３０１４は、データ記憶部１１１に記憶されたランダム系列（Rs
）、１フレーム内スロット数（Fslot）、１フレーム時間（Ftime）を読み出す。更に、送
信タイミング算出部３０１４は、ランダム系列（Rs(n)）（ｎは要素番号で１乃至Hcの範
囲を有する）に１フレーム時間（Ftime）を乗算したものを１フレーム内スロット数（Fsl
ot）で除し、この算出値（Rs(n)×Ftime／Fslot）と、ｎ－１に１フレーム時間（Ftime）
を乗算した値（（ｎ－１）Ftime）とを加算することによって、送信タイミング系列（Hs(
n)）（ｎは要素番号で１乃至Hcの範囲を有する）を算出する。算出された送信タイミング
系列（Hs）はデータ記憶部１１１に記憶される。
【０１１７】
　次に、フローチャートを参照しつつ、第４実施例における送信無線局及び受信無線局の
動作を説明する。
【０１１８】
　図２１は、第４実施例における送信無線局の動作を示すフローチャートである。電源オ
ン／オフ部１０６が外部からの命令を受けて、送信無線局３０００内の各回路をオン状態
にすると、ランダム値選択部２００１は、データ記憶部１０１に記憶されている送信無線
局番号（ID）と全送信タイミング系列数（Hc）とを読み出し、これらを用いてランダム値
（R）を選択する（ステップ３００１）。
【０１１９】
　ランダム系列算出部２００２は、このランダム値（R）を用いてランダム系列（Rs）を
算出する。更に、送信タイミング算出部２００３は、算出されたランダム系列（Rs）を用
いて、送信タイミング系列（Hs）を算出する（ステップ３００２）。
【０１２０】
　その後、バースト送受信制御部３００１は、外部基準クロックを受信する時間になった
場合には、基準クロック受信部３００３に対して、外部基準クロックの受信を命令する。
基準クロック受信部３００３は、この命令に応じて、アンテナ３００４を介して、外部基
準クロック（基準クロック情報（Clock_s））を受信する。クロック生成部３００２は、
この基準クロック情報（Clock_s）を元に、生成する送信クロック情報（clock_t）を補正
し、クロックのカウントを開始する（ステップ３００３）。
【０１２１】
　バースト送受信制御部３００１は、データ記憶部１０１内の送信タイミング系列（Hs）
、送信タイミング系列周期（Ht）、送信タイミング系列着目番号（Hn_t）、１フレーム時
間（Ftime）、送信クロック情報（clock_t）、送信タイミング系列読み出し回数（Hs_num
_t）を読み出す。更に、バースト送受信制御部３００１は、送信タイミング系列（Hs）の
内、送信タイミング系列着目番号（Hn_t）に対応する符号の値と、送信タイミング系列読
み出し回数（Hs_num_t）に１フレーム時間（Ftime）と送信タイミング系列周期（Ht）と
を乗算した値（Hs_num_t×Ftime×Ht）との和を算出する。更に、バースト送受信制御部
３００１は、この算出値と送信クロック情報（clock_t）とを比較する。そして、バース
ト送受信制御部３００１は、算出値と送信クロック情報（clock_t）とが同一である場合
には、送信タイミングであると判断して、切替機１０５に対して、スイッチをオンする命
令を出し、同一でない場合には、当該命令を出さない（ステップ３００４）。
【０１２２】
　送信部１００３は、入力されたデータ及びデータ記憶部１０１から読み出した送信無線
局番号（ID）を出力する。切替機１０５は、送信部１００３からのスイッチオンの命令を
受けた場合に、当該送信部１００３からのデータをアンテナ１０７から外部に放射させる
（ステップ３００５）。



(21) JP 4295050 B2 2009.7.15

10

20

30

40

50

【０１２３】
　ステップ３００４において送信タイミングでないと判断された場合、又は、ステップ３
００５においてデータ送信が行われた場合、電源オン／オフ部１０６は、外部から電源を
オフする命令を受けたか否かを判定する（ステップ３００６）。電源オン／オフ部１０６
が電源をオフする命令を受けていない場合には、ステップ３００３におけるクロックのカ
ウント以降の動作が繰り返される。一方、電源オン／オフ部１０６は、電源をオフする命
令を受けた場合には、送信無線局３０００内の各回路をオフ状態にする。これにより、一
連の動作が終了する。
【０１２４】
　図２２は、第４実施例における受信無線局の動作を示すフローチャートである。電源オ
ン／オフ部１１５が外部からの命令を受けて、受信無線局３０１０内の各回路をオン状態
にすると、バースト・連続受信制御部３０１１は、未知の送信無線局３０００が受信無線
局３０１０の通信可能範囲に存在するか否かを確認するための連続受信を実行する必要が
あるか否かを判定する（ステップ３０１１）。
【０１２５】
　連続受信を行う必要がある場合、バースト・連続受信制御部３０１１は、外部基準クロ
ックを受信する時間になると、基準クロック受信部３０１２に対して、外部基準クロック
の受信を命令する。基準クロック受信部３０１２は、この命令に応じて、アンテナ３０１
５を介して、外部基準クロック（基準クロック情報（Clock_s））を受信する。クロック
生成部３０１３は、この基準クロック情報（Clock_s）を元に、生成する送信クロック情
報（clock_t）を補正し、クロックのカウントを開始する（ステップ３０１２）。
【０１２６】
　受信部１１２は、アンテナ１１６を介して、送信無線局２０００からのデータを受信し
、ＣＲＣチェックを行い、データを正常受信したか否かを判定する（ステップ３０１３）
。
【０１２７】
　正常受信された場合には、受信部１１２は、受信したデータをデータ抽出部１０１１へ
出力する。データ抽出部１０１１は、入力されるデータを、送信無線局番号（ID）と、そ
の他のデータに分離し、送信無線局番号（ID）をデータ記憶部１１１に記憶させるととも
に、その他のデータを外部に出力する。次に、ランダム値選択部２０１２は、データ記憶
部１１１に記憶されている送信無線局番号（ID）と全送信タイミング系列数（Hc）とを読
み出し、これらを用いてランダム値（R）を選択する。ランダム系列算出部２０１３は、
このランダム値（R）を用いてランダム系列（Rs）を算出する。更に、送信タイミング算
出部３０１４は、ランダム系列（Rs）を用いて送信タイミング系列（Hs）を算出し、デー
タ記憶部１１１に記憶させる（ステップ３０１４）。
【０１２８】
　ステップ３０１４において送信タイミング系列（Hs）が算出された後、又は、ステップ
３０１３において正常受信されなかったと判定された後、バースト・連続受信制御部３０
１１は、連続受信時間（Ctime）が終了したか否かを判定する（ステップ３０１５）。
【０１２９】
　ステップ３０１５において連続受信時間（Ctime）が終了したと判定された後、又は、
ステップ３０１１において連続受信の必要がないと判定された後、クロック生成部３０１
３は、クロックのカウントを開始し、そのカウント値を受信クロック情報（clock_r）と
して、随時、データ記憶部１１１に記憶させる（ステップ３０１６）。
【０１３０】
　バースト・連続受信制御部３０１１は、データ記憶部１１１内の既知の全ての送信無線
局３０００に対応する送信タイミング系列（Hs）と、受信クロック情報（clock_r）とに
基づいて、既知の何れかの送信無線局３０００がデータを送信するタイミングであるか否
かを判定する（ステップ３０１７）。既知の何れかの送信無線局３０００がデータを送信
するタイミングである場合、受信部１１２は、対応する送信無線局３０００からのデータ
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を、アンテナ１１６を介して受信し、ＣＲＣチェックを行う。そして、正常受信された場
合には、受信部１１２は、受信したデータをデータ抽出部１０１１へ出力する。データ抽
出部１０１１は、入力されるデータを、送信無線局番号（ID）と、その他のデータに分離
し、送信無線局番号（ID）をデータ記憶部１１１に記憶させるとともに、その他のデータ
を外部に出力する（ステップ３０１８）。
【０１３１】
　ステップ３０１７において、既知の何れかの送信無線局３０００がデータを送信するタ
イミングでないと判断された場合、又は、ステップ３０１８においてデータ受信及びデー
タ分離が行われた場合、電源オン／オフ部１１５は、外部から電源をオフする命令を受け
たか否かを判定する（ステップ３０１９）。電源オン／オフ部１１５が電源をオフする命
令を受けていない場合には、ステップ３０１１における連続受信の必要があるか否かの判
定以降の動作が繰り返される。一方、電源オン／オフ部１１５は、電源をオフする命令を
受けた場合には、受信無線局３０１０内の各回路をオフ状態にする。これにより、一連の
動作が終了する。
【０１３２】
　（第５実施例）
　図２３は、第５実施例における送信無線局の構成例を示す図である。同図に示す送信無
線局４０００は、データ記憶部１０１、切替機１０５、電源オン／オフ部１０６、アンテ
ナ１０７、送信部１００３、ランダム系列算出部２００２、送信タイミング算出部２００
３、バースト送受信制御部３００１、クロック生成部３００２、基準クロック受信部３０
０３、アンテナ３００４、送信タイミング系列取得手段としてのランダム値選択部４００
１によって構成される。なお、図２３において、図１９と同一の構成要素には同一の番号
が付されており、その詳細な説明は省略する。
【０１３３】
　データ記憶部１０１には、送信無線局番号（ID）、送信タイミング系列（Hs）、送信タ
イミング系列周期（Ht）、送信タイミング系列着目番号（Hn_t）、１フレーム内スロット
数（Fslot）、１フレーム時間（Ftime）、送信クロック情報（clock_t）、送信タイミン
グ系列読み出し回数（Hs_num_t）、全送信タイミング系列数（Hc）、ランダム系列の生成
に適用される符号（Code）、生成多項式集合（Rmath）、ランダム系列（Rs）、ランダム
系列対応表（Rtable）、外部基準クロック受信間隔（Sinterval）、外部基準クロック連
続受信時間（Stime）、送信無線局優先度（Tpriority）等が記憶される。送信無線局優先
度（Tpriority）は、送信無線局４０００が１フレーム時間（Ftime）に一度データを送信
するのではなく、複数回送信する場合における、その送信回数を意味する。この送信無線
局優先度（Tpriority）は、送信するデータの優先度によって異なり、例えば、優先度の
高い送信データに対応する送信無線局優先度（Tpriority）は高くなり、優先度の低い送
信データに対応する送信無線局優先度（Tpriority）は低くなる。
【０１３４】
　ランダム値選択部４００１は、データ記憶部１０１に記憶されている送信無線局番号（
ID）、全送信タイミング系列数（Hc）及び送信無線局優先度（Tpriority）を読み出し、
これらを用いて、送信無線局優先度（Tpriority）と同数のランダム値（R）を選択する。
例えば、ランダム値選択部４００１は、送信無線局番号（ID）の上位ビットに、０から送
信無線局優先度（Tpriority）までのそれぞれの数を付加したものを、全送信タイミング
数（Hc）で除した際の剰余に１を加えた値を算出することにより、１乃至Hcの間に存在す
る、送信無線局優先度（Tpriority）と同数のランダム値（R）を選択する。更に、ランダ
ム値選択部２００１は、選択したランダム値（R）をランダム系列算出部２００２へ出力
する。
【０１３５】
　送信部１００３は、入力されたデータと、データ記憶部１０１から読み出した送信無線
局番号（ID）及び送信無線局優先度（Tpriority）を出力する。これらのデータは、切替
機１０５及びアンテナ１０７を介して外部に送信される。
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【０１３６】
　図２４は、第５実施例における受信無線局の構成例を示す図である。同図に示す受信無
線局４０１０は、データ記憶部１１１、受信部１１２、電源オン／オフ部１１５、アンテ
ナ１１６、データ抽出部１０１１、ランダム値選択部２０１２、ランダム系列算出部２０
１３、クロック生成部３０１３、送信タイミング算出部３０１４、アンテナ３０１５、同
期手段としてのバースト・連続受信制御部４０１１、基準位相情報送信手段としての基準
クロック送信部４０１２によって構成される。なお、図２４において、図２０と同一の構
成要素には同一の番号が付されており、その詳細な説明は省略する。
【０１３７】
　データ記憶部１１１には、送信無線局番号（ID）、送信タイミング系列（Hs）、送信タ
イミング系列周期（Ht）、送信タイミング系列着目番号（Hn_r）、受信クロック情報（cl
ock_r）、送信タイミング系列読み出し回数（Hs_num_r）、１フレーム時間（Ftime）、受
信クロック情報（clock_r）、送信クロック情報（clock_t）、クロックのずれ（clock_d
）、全送信タイミング系列数（Hc）、ランダム系列の生成に適用される符号（Code）、生
成多項式集合（Rmath）、ランダム系列（Rs）、ランダム系列対応表（Rtable）、連続受
信時間（Ctime）、連続受信発生間隔（Cinterval）、送信無線局優先度（Tpriority）、
クロック送信間隔（Cinterval2）、クロック連続送信時間（Ctime2）等が記憶される。
【０１３８】
　データ抽出部１０１１は、入力されるデータを、送信無線局番号（ID）及び送信無線局
優先度（Tpriority）と、その他のデータに分離する。更に、データ抽出部１０１１は、
送信無線局番号（ID）及び送信無線局優先度（Tpriority）をデータ記憶部１１１に記憶
させるとともに、その他のデータを外部に出力する。
【０１３９】
　ランダム値選択部２０１２は、データ記憶部１１１に記憶されている送信無線局番号（
ID）、全送信タイミング系列数（Hc）及び送信無線局優先度（Tpriority）とを読み出し
、これらを用いて、送信無線局優先度（Tpriority）と同数のランダム値（R）を選択する
。例えば、ランダム値選択部２０１２は、送信無線局４０００内のランダム値選択部４０
０１と同様、送信無線局番号（ID）の上位ビットに、０から送信無線局優先度（Tpriorit
y）までのそれぞれの数を付加したものを、全送信タイミング数（Hc）で除した際の剰余
に１を加えた値を算出することにより、１乃至Hcの間に存在する、送信無線局優先度（Tp
riority）と同数のランダム値（R）を選択する。更に、ランダム値選択部２０１２は、選
択したランダム値（R）をランダム系列算出部２０１３へ出力する。
【０１４０】
　バースト・連続受信制御部４０１１は、未知の送信無線局３０００が受信無線局３０１
０の通信可能範囲に存在するか否かを確認するために、連続受信発生間隔（Cinterval）
毎に、連続受信時間（Ctime）の受信を行う命令を受信部１１２へ出す。
【０１４１】
　一方、連続受信時間（Ctime）以外においては、バースト・連続受信制御部４０１１は
、データ記憶部１１１内の送信タイミング系列（Hs）、送信タイミング系列周期（Ht）、
送信タイミング系列着目番号（Hn_r）、１フレーム時間（Ftime）、受信クロック情報（c
lock_r）、送信タイミング系列読み出し回数（Hs_num_r）を読み出す。更に、バースト・
連続受信制御部２０１１は、送信タイミング系列（Hs）の内、送信タイミング系列着目番
号（Hn_r）に対応する符号の値と、送信タイミング系列読み出し回数（Hs_num_r）に１フ
レーム時間（Ftime）と送信タイミング系列周期（Ht）とを乗算した値（Hs_num_r×Ftime
×Ht）との和を算出する。更に、バースト・連続受信制御部４０１１は、この算出値と受
信クロック情報（clock_r）とを比較し、同一である場合には、受信部１１２に対して、
待ち受け命令を出し、同一でない場合には、当該命令を出さない。
【０１４２】
　更に、バースト・連続受信制御部４０１１は、上述した算出値と送信クロック情報（cl
ock_t）とが同一である場合、送信タイミング系列着目番号（Hn_r）に１を加算する。そ
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して、この加算により、送信タイミング系列着目番号（Hn_r）が送信タイミング系列周期
（Ht）以上になった場合には、バースト・連続受信制御部３０１１は、その時点の送信タ
イミング系列着目番号（Hn_r）から送信タイミング系列周期（Ht）を差し引いた値を、そ
の後の送信タイミング系列着目番号（Hn_r）とするとともに、その時点の送信タイミング
系列読み出し回数（Hs_num_r）に１を加算した値を、その後の送信タイミング系列読み出
し回数（Hs_num_r）とする。
【０１４３】
　また、バースト・送受信制御部４０１１は、データ記憶部１１１に記憶されたクロック
送信間隔（Cinterval2）及びクロック連続送信時間（Ctime2）を読み出し、これらに基づ
いて、外部基準クロックを送信する時間になったか否かを判定する。そして、バースト・
連続受信制御部４０１１は、外部基準クロックを送信する時間になった場合には、基準ク
ロック送信部４０１２に対して、外部基準クロックの送信を命令する。
【０１４４】
　クロック生成部３０１３は、クロックをカウントし、受信クロック情報（clock_r）と
して、随時、データ記憶部１１１に記憶させるとともに、基準クロック送信部４０１２へ
出力する。基準クロック送信部４０１２は、バースト・連続受信制御部４０１１からの外
部基準クロックの送信命令を受けた場合、クロック生成部３０１３からの受信クロック情
報（clock_r）を外部基準クロックとして、アンテナ３０１５を介して送信する。
【０１４５】
　次に、フローチャートを参照しつつ、第５実施例における送信無線局及び受信無線局の
動作を説明する。
【０１４６】
　図２５は、第５実施例における送信無線局の動作を示すフローチャートである。電源オ
ン／オフ部１０６が外部からの命令を受けて、送信無線局４０００内の各回路をオン状態
にすると、ランダム値選択部４００１は、データ記憶部１０１に記憶されている送信無線
局番号（ID）、全送信タイミング系列数（Hc）、送信無線局優先度（Tpriority）とを読
み出し、これらを用いて複数（送信無線局優先度（Tpriority）と同数）のランダム値（R
）を選択する（ステップ４００１）。
【０１４７】
　ランダム系列算出部２００２は、このランダム値（R）を用いて、送信無線局優先度（T
priority）と同数のランダム系列（Rs）を算出する。更に、送信タイミング算出部２００
３は、算出されたランダム系列（Rs）を用いて、送信無線局優先度（Tpriority）と同数
の送信タイミング系列（Hs）を算出する（ステップ４００２）。
【０１４８】
　その後、バースト送受信制御部３００１は、外部基準クロックを受信する時間になった
場合には、基準クロック受信部３００３に対して、外部基準クロックの受信を命令する。
基準クロック受信部３００３は、この命令に応じて、アンテナ３００４を介して、外部基
準クロック（基準クロック情報（Clock_s））を受信する。クロック生成部３００２は、
この基準クロック情報（Clock_s）を元に、生成する送信クロック情報（clock_t）を補正
し、クロックのカウントを開始する（ステップ４００３）。
【０１４９】
　バースト送受信制御部３００１は、データ記憶部１０１内の送信タイミング系列（Hs）
、送信タイミング系列周期（Ht）、送信タイミング系列着目番号（Hn_t）、１フレーム時
間（Ftime）、送信クロック情報（clock_t）、送信タイミング系列読み出し回数（Hs_num
_t）を読み出す。更に、バースト送受信制御部３００１は、送信タイミング系列（Hs）の
内、送信タイミング系列着目番号（Hn_t）に対応する符号の値と、送信タイミング系列読
み出し回数（Hs_num_t）に１フレーム時間（Ftime）と送信タイミング系列周期（Ht）と
を乗算した値（Hs_num_t×Ftime×Ht）との和を算出する。更に、バースト送受信制御部
３００１は、この算出値と送信クロック情報（clock_t）とを比較する。そして、バース
ト送受信制御部３００１は、算出値と送信クロック情報（clock_t）とが同一である場合
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には、送信タイミングであると判断して、切替機１０５に対して、スイッチをオンする命
令を出し、同一でない場合には、当該命令を出さない（ステップ４００４）。
【０１５０】
　送信部１００３は、入力されたデータと、データ記憶部１０１から読み出した送信無線
局番号（ID）及び送信無線局優先度（Tpriority）を出力する。切替機１０５は、送信部
１００３からのスイッチオンの命令を受けた場合に、当該送信部１００３からのデータを
アンテナ１０７から外部に放射させる（ステップ４００５）。
【０１５１】
　ステップ４００４において送信タイミングでないと判断された場合、又は、ステップ４
００５においてデータ送信が行われた場合、電源オン／オフ部１０６は、外部から電源を
オフする命令を受けたか否かを判定する（ステップ４００６）。電源オン／オフ部１０６
が電源をオフする命令を受けていない場合には、ステップ４００３におけるクロックのカ
ウント以降の動作が繰り返される。一方、電源オン／オフ部１０６は、電源をオフする命
令を受けた場合には、送信無線局４０００内の各回路をオフ状態にする。これにより、一
連の動作が終了する。
【０１５２】
　図２６は、第５実施例における受信無線局の動作を示すフローチャートである。電源オ
ン／オフ部１１５が外部からの命令を受けて、受信無線局４０１０内の各回路をオン状態
にすると、バースト・連続受信制御部４０１１は、未知の送信無線局４０００が受信無線
局４０１０の通信可能範囲に存在するか否かを確認するための連続受信を実行する必要が
あるか否かを判定する（ステップ４０１１）。
【０１５３】
　連続受信を行う必要がある場合、バースト・連続受信制御部３０１１は、外部基準クロ
ックを送信する時間になると、基準クロック送信部４０１２に対して、外部基準クロック
の送信を命令する。クロック生成部３０１３は、クロックのカウントを開始する。更に、
基準クロック送信部４０１２は、バースト・連続受信制御部３０１１の命令に応じて、ア
ンテナ３０１５を介して、外部基準クロックとしての受信クロック情報（clock_r）を送
信する。（ステップ４０１２）。
【０１５４】
　受信部１１２は、アンテナ１１６を介して、送信無線局４０００からのデータを受信し
、ＣＲＣチェックを行い、データを正常受信したか否かを判定する（ステップ４０１３）
。
【０１５５】
　正常受信された場合には、受信部１１２は、受信したデータをデータ抽出部１０１１へ
出力する。データ抽出部１０１１は、入力されるデータを、送信無線局番号（ID）及び送
信無線局優先度（Tpriority）と、その他のデータに分離し、送信無線局番号（ID）及び
送信無線局優先度（Tpriority）をデータ記憶部１１１に記憶させるとともに、その他の
データを外部に出力する。次に、ランダム値選択部２０１２は、データ記憶部１１１に記
憶されている送信無線局番号（ID）、全送信タイミング系列数（Hc）及び送信無線局優先
度（Tpriority）を読み出し、これらを用いて複数（送信無線局優先度（Tpriority）と同
数）のランダム値（R）を選択する。ランダム系列算出部２０１３は、このランダム値（R
）を用いて、送信無線局優先度（Tpriority）と同数のランダム系列（Rs）を算出する。
更に、送信タイミング算出部３０１４は、算出されたランダム系列（Rs）を用いて、送信
無線局優先度（Tpriority）と同数の送信タイミング系列（Hs）を算出する（ステップ４
０１４）。
【０１５６】
　ステップ４０１４において送信タイミング系列（Hs）が算出された後、又は、ステップ
４０１３において正常受信されなかったと判定された後、バースト・連続受信制御部４０
１１は、連続受信時間（Ctime）が終了したか否かを判定する（ステップ４０１５）。
【０１５７】
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　ステップ４０１５において連続受信時間（Ctime）が終了したと判定された後、又は、
ステップ４０１１において連続受信の必要がないと判定された後、クロック生成部３０１
３は、クロックのカウントを開始し、そのカウント値を受信クロック情報（clock_r）と
して、随時、データ記憶部１１１に記憶させる（ステップ４０１６）。
【０１５８】
　バースト・連続受信制御部４０１１は、データ記憶部１１１内の既知の全ての送信無線
局４０００に対応する送信タイミング系列（Hs）と、受信クロック情報（clock_r）とに
基づいて、既知の何れかの送信無線局４０００がデータを送信するタイミングであるか否
かを判定する（ステップ４０１７）。既知の何れかの送信無線局４０００がデータを送信
するタイミングである場合、受信部１１２は、対応する送信無線局４０００からのデータ
を、アンテナ１１６を介して受信し、ＣＲＣチェックを行う。そして、正常受信された場
合には、受信部１１２は、受信したデータをデータ抽出部１０１１へ出力する。データ抽
出部１０１１は、入力されるデータを、送信無線局番号（ID）と、その他のデータに分離
し、送信無線局番号（ID）をデータ記憶部１１１に記憶させるとともに、その他のデータ
を外部に出力する（ステップ４０１８）。
【０１５９】
　ステップ４０１７において、既知の何れかの送信無線局４０００がデータを送信するタ
イミングでないと判断された場合、又は、ステップ４０１８においてデータ受信及びデー
タ分離が行われた場合、電源オン／オフ部１１５は、外部から電源をオフする命令を受け
たか否かを判定する（ステップ４０１９）。電源オン／オフ部１１５が電源をオフする命
令を受けていない場合には、ステップ４０１１における連続受信の必要があるか否かの判
定以降の動作が繰り返される。一方、電源オン／オフ部１１５は、電源をオフする命令を
受けた場合には、受信無線局４０１０内の各回路をオフ状態にする。これにより、一連の
動作が終了する。
【０１６０】
　（第６実施例）
　第６実施例では、上述した第１乃至第５実施例におけるランダム系列と送信タイミング
系列の対応を説明する。図２７は、ランダム系列と送信タイミング系列との対応を示す図
である。図２７（１）は、ランダム系列（Rs）が１フレームにおけるスロットの順位に対
応する場合を示す。例えば、ランダム系列（Rs）が「５７０２７２５」である場合、送信
タイミング系列（Hs）に対応する７つのフレームにおいて、１番目のフレーム内の６番目
のスロット、２番目のフレーム内の８番目のスロット、３番目のフレーム内の１番目のス
ロット、４番目のフレーム内の３番目のスロット、５番目のフレーム内の８番目のスロッ
ト、６番目のフレーム内の３番目のスロット、７番目のフレーム内の６番目のスロットが
それぞれ送信タイミングに対応することになる。
【０１６１】
　一方、図２７（２）は、ランダム系列（Rs）が送信タイミング間の時間間隔である場合
を示す。例えば、ランダム系列（Rs）が「４５１２３２７」である場合、先頭のスロット
から数えて、５番目のスロット、１１番目のスロット、１３番目のスロット、１６番目の
スロット、２０番目のスロット、２３番目のスロット、３１番目のスロットがそれぞれ送
信タイミングに対応することになる。
【０１６２】
　（第７実施例）
　第７実施例では、上述した第２乃至第５実施例における連続受信時間（Ctime）、連続
受信発生間隔（Cinterval）の設定について説明する。受信無線局２０１０等に記憶され
ている連続受信時間（Ctime）及び連続受信発生間隔（Cinterval）は、受信無線局２０１
０等が周囲に存在する未知の送信無線局２０００等を探索するための連続受信と、低消費
電力化のための間欠受信とを切り替えるためのパラメータである。具体的には、連続受信
時間（Ctime）は、連続受信モードでの受信時間を示し、連続受信発生間隔（Cinterval）
は、間欠受信モードでの受信時間を示す。
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【０１６３】
　図２８は、受信無線局２０１０等内の受信部１１２による連続受信時間（Ctime）及び
連続受信発生間隔（Cinterval）の設定の一例を示す図である。図２８（１）では、受信
部１１２は、初期設定された連続受信時間（Ctime）での連続受信及び連続受信発生間隔
（Cinterval）での間欠受信を行う。図２８（２）では、受信部１１２は、連続受信時間
（Ctime）の平均値及び連続受信発生間隔（Cinterval）の平均値の指数分布に対応する値
での連続受信及び間欠受信を行う。図２８（３）では、受信部１１２は、複数の送信無線
局２０００等が同時に送信を行うことによって生じるパケット衝突の頻度（パケット衝突
率）に基づいて、パケット衝突率が大きい場合には連続受信を行い、パケット衝突率が小
さい場合には間欠受信を行う。図２８（４）では、受信部１１２は、無線受信局２０１０
等において測定された信号対雑音比（ＳＩＲ、ＣＩＲ）の値に基づいて、ＳＩＲ等の特性
が不良である場合には連続受信を行い、ＳＩＲ等が良好である場合には間欠受信を行う。
【０１６４】
　図２９は、発明者によるシミュレーション結果を示す図である。同図における諸元は、
伝送速度が９６００［ｂｐｓ］、スロット長がデータ１２８［ｂｉｔ］に位相情報［７［
ｂｉｔ］を付加した１３５［ｂｉｔ］、送信タイミング系列周期（Ht）が１２７、１フレ
ーム時間（Ftime）が１．８［ｓｅｃ］、適用される符号がＲＳ符号であり、ＦＥＣ及び
ＡＲＱは適用されていない。図２９（１）に示す連続衝突時間の９９％値（複数回シミュ
レーションを行った場合における連続衝突時間の最大値の９９％の値）では、本実施形態
のアクセス法は、従来のランダムアクセス法とほぼ同様の良好な特性を示している。一方
、図２９（２）に示す受信動作時間率（全測定時間に対する、受信無線局が受信動作を行
っている時間の比率）では、本実施形態のアクセス法は、従来の周期的アクセス法とほぼ
同様の良好な特性を示している。
【０１６５】
　このように、本実施形態では、送信無線局は、自局の固有値である送信無線局番号（ID
）に基づいて、送信タイミング系列（Hs）を導出しており、複数の送信無線局間で送信タ
イミングが重複し、データ衝突が発生することを抑制することが可能となる。また、受信
無線局は、送信無線局における送信タイミングを導出し、その送信タイミングと自局にお
ける受信タイミングとの同期をとっている。より具体的には、受信無線局は、送信クロッ
ク情報（clock_t）や受信クロック情報（clock_r）に基づいて、送信無線局における送信
タイミングと自局における受信タイミングとの同期をとっている。従って、受信無線局は
、送信無線局が送信するタイミングにおいてのみ、受信動作を行うことが可能となり、消
費電力の低減を図ることが可能となる。
【０１６６】
　また、本実施形態では、送信無線局は、外部装置によって生成された送信タイミング系
列（Hs）を用いた送信を行うことができるため、装置構成の簡略化を図ることが可能とな
る。また、本実施形態では、送信無線局は、伝送単位を変更して送信を行うことができ、
一方、受信無線局は、受信環境等に応じて連続受信と間欠受信とを切り替えることができ
る。従って、受信無線局が周囲の未知の送信無線局を探索する場合等においても、適切な
受信動作による消費電力の低減を図ることが可能となる。
【０１６７】
　なお、本発明は、所定長のデータ単位やビット単位等の様々な伝送単位での送受信が行
われる場合において適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１６８】
【図１】従来の周期的アクセス法及びランダムアクセス法の概要を示す図である。
【図２】従来の周期的アクセス法が採用される送信無線局の構成例を示す図である。
【図３】従来の周期的アクセス法が採用される受信無線局の構成例を示す図である。
【図４】従来のランダムアクセス法が採用される送信無線局の構成例を示す図である。
【図５】従来のランダムアクセス法が採用される受信無線局の構成例を示す図である。
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【図６】送信無線局がランダム送信を行い、受信無線局が間欠受信を行うアクセスプロト
コルの概要を示す図である。
【図７】第１実施例における通信システムの構成例を示す図である。
【図８】第１実施例における送信無線局の構成例を示す図である。
【図９】第１実施例における受信無線局の構成例を示す図である。
【図１０】第１実施例における送信無線局の動作を示すフローチャートである。
【図１１】第１実施例における受信無線局の動作を示すフローチャートである。
【図１２】第２実施例における送信無線局の構成例を示す図である。
【図１３】ランダム系列対応表の一例を示す図である。
【図１４】第２実施例における受信無線局の構成例を示す図である。
【図１５】第２実施例における送信無線局の動作を示すフローチャートである。
【図１６】第２実施例における受信無線局の動作を示すフローチャートである。
【図１７】第３実施例における送信無線局の構成例を示す図である。
【図１８】第３実施例における受信無線局の構成例を示す図である。
【図１９】第４実施例における送信無線局の構成例を示す図である。
【図２０】第４実施例における受信無線局の構成例を示す図である。
【図２１】第４実施例における送信無線局の動作を示すフローチャートである。
【図２２】第４実施例における受信無線局の動作を示すフローチャートである。
【図２３】第５実施例における送信無線局の構成例を示す図である。
【図２４】第５実施例における受信無線局の構成例を示す図である。
【図２５】第５実施例における送信無線局の動作を示すフローチャートである。
【図２６】第５実施例における受信無線局の動作を示すフローチャートである。
【図２７】第６実施例におけるランダム系列と送信タイミング系列の対応を示す図である
。
【図２８】第７実施例における連続受信時間及び連続受信発生間隔の設定の一例を示す図
である。
【図２９】発明者によるシミュレーション結果を示す図である。
【符号の説明】
【０１６９】
　１０１、１１１　データ記憶部
　１０５　切替機
　１０６、１１５　電源オン／オフ部
　１０７、１１６、３００４　アンテナ
　１１２　受信部
　１０００、２０００、３０００、４０００　送信無線局
　１００１　バースト送信制御部
　１００２、１０１３、３００２、３０１３　クロック生成部
　１００３　送信部
　１０１０、２０１０、３０１０、４０１０　受信無線局
　１０１１　データ抽出部
　１０１２　バースト受信制御部
　２００１、２０１２、４００１　ランダム値選択部
　２００２、２０１３　ランダム系列算出部
　２００３、２０１５、３０１４　送信タイミング算出部
　２００４　データ通信制御部
　２０１１、３０１１、４０１１　バースト・連続受信制御部
　２０１４　送信タイミング推定部
　３００１　バースト送受信制御部
　３００３、３０１２　基準クロック受信部
　４０１２　基準クロック送信部
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