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(57)【要約】
【課題】無線通信装置、無線通信方法、プログラム、お
よび無線通信システムを提供すること。
【解決手段】所定の周波数ホッピングパターンを周期的
に繰り返して無線信号を所定の送信時間帯に送信する無
線通信装置１０として、周囲の無線通信装置から前記周
波数ホッピングパターンを利用して送信された無線信号
を受信する受信部と、前記受信部により受信される無線
信号から、前記周囲の無線通信装置から送信される無線
信号の前記周波数ホッピングパターンの開始タイミング
を検出する検出部と、前記送信時間帯に送信される無線
信号の前記周波数ホッピングパターンの開始タイミング
を、前記検出部により検出された開始タイミングと差分
を有するタイミングに設定する設定部と、を設ける。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の周波数ホッピングパターンを周期的に繰り返して無線信号を所定の送信時間帯に
送信する無線通信装置であって：
　周囲の無線通信装置から前記周波数ホッピングパターンを利用して送信された無線信号
を受信する受信部と；
　前記受信部により受信される無線信号から、前記周囲の無線通信装置から送信される無
線信号の前記周波数ホッピングパターンの開始タイミングを検出する検出部と；
　前記送信時間帯に送信される無線信号の前記周波数ホッピングパターンの開始タイミン
グを、前記検出部により検出された開始タイミングと差分を有するタイミングに設定する
設定部と；
を備えることを特徴とする、無線通信装置。
【請求項２】
　前記周囲の無線通信装置による無線信号の送信時間帯の予約情報を取得する予約情報取
得部と；
　前記周囲の無線通信装置の送信時間帯が前記無線通信装置の送信時間帯と重複している
場合、前記無線通信装置の前記送信時間帯の以前の期間に前記受信部に前記無線信号の受
信処理を行わせる受信制御部と；
をさらに備えることを特徴とする、請求項１に記載の無線通信装置。
【請求項３】
　前記無線通信装置と同一無線ネットワークを構成する各無線通信装置は、所定周期で到
来するビーコン期間を共有して前記ビーコン期間にビーコンを送受信し、
　前記受信制御部は、前記ビーコン期間に前記受信部に受信処理を行わせ、
　前記設定部は、前記ビーコン期間に前記受信部により他の無線ネットワークの無線通信
装置から送信されたビーコンが受信された場合、ビーコン期間に自装置から送信されるビ
ーコンの周波数ホッピングパターンの開始タイミングを変更することを特徴とする、請求
項２に記載の無線通信装置。
【請求項４】
　前記受信制御部は、前記ビーコン期間に前記受信部により他の無線ネットワークの無線
通信装置から送信された無線信号が受信された場合、前記送信時間帯を避けて前記受信部
に受信処理を行わせることを特徴とする、請求項３に記載の無線通信装置。
【請求項５】
　前記ビーコン期間に他の無線ネットワークのビーコンが前記受信部により受信された場
合、前記同一無線ネットワークにおける前記ビーコン期間の到来タイミングを早めるビー
コン期間調整部をさらに備えることを特徴とする、請求項３に記載の無線通信装置。
【請求項６】
　前記ビーコン期間調整部は、前記受信部により受信された前記他の無線ネットワークの
ビーコンの送信開始タイミングに基づいて、該送信開始タイミングより前に前記同一無線
ネットワークを構成する無線通信装置からのビーコン送信が開始されるように前記ビーコ
ン期間の到来タイミングを早めることを特徴とする、請求項５に記載の無線通信装置。
【請求項７】
　所定の周波数ホッピングパターンを周期的に繰り返して無線信号を所定の送信時間帯に
送信する無線通信装置において実行される無線通信方法であって：
　周囲の無線通信装置から前記周波数ホッピングパターンを利用して送信された無線信号
を受信する受信ステップと；
　前記受信ステップにおいて受信された無線信号から、前記周囲の無線通信装置から送信
される無線信号の前記周波数ホッピングパターンの開始タイミングを検出する検出ステッ
プと；
　前記送信時間帯に送信される無線信号の前記周波数ホッピングパターンの開始タイミン
グを、前記検出ステップにおいて検出された開始タイミングと差分を有するタイミングに
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設定するステップと；
を含むことを特徴とする、無線通信方法。
【請求項８】
　コンピュータを、
　所定の周波数ホッピングパターンを周期的に繰り返して無線信号を所定の送信時間帯に
送信する無線通信装置であって：
　周囲の無線通信装置から受信される前記周波数ホッピングパターンを利用して送信され
た無線信号から、前記周囲の無線通信装置から送信される無線信号の前記周波数ホッピン
グパターンの開始タイミングを検出する検出部と；
　前記送信時間帯に送信される無線信号の前記周波数ホッピングパターンの開始タイミン
グを、前記検出部により検出された開始タイミングと差分を有するタイミングに設定する
設定部と；
を備える無線通信装置として機能させるための、プログラム。
【請求項９】
　所定の周波数ホッピングパターンを周期的に繰り返して無線信号を所定の送信時間帯に
送信する無線通信装置を複数含む無線通信システムであって：
　前記無線通信装置の各々は、
　周囲の無線通信装置から前記周波数ホッピングパターンを利用して送信された無線信号
を受信する受信部と；
　前記受信部により受信される無線信号から、前記周囲の無線通信装置から送信される無
線信号の前記周波数ホッピングパターンの開始タイミングを検出する検出部と；
　前記送信時間帯に送信される無線信号の前記周波数ホッピングパターンの開始タイミン
グを、前記検出部により検出された開始タイミングと差分を有するタイミングに設定する
設定部と；
を備えることを特徴とする、無線通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信装置、無線通信方法、プログラム、および無線通信システムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　ＷｉＭｅｄｉａ　ＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄのＭＡＣ層の規格書によれば、複数の無線通
信装置が、複数の周波数帯のうちで利用する周波数帯を順次切替えて無線信号を送受信す
ることにより無線ネットワークを形成する技術が記載されている。上記周波数帯の切り替
えのパターンは、ＴＦＣコード、または周波数ホッピングパターンを称される場合がある
。
【０００３】
　また、各無線通信装置による通信を管理する手法として、ＤＲＰ（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔ
ｅｄ　Ｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）予約方式や、搬送波検出多重アクセ
ス・衝突回避方式（ＣＡＭＡ／ＣＡ方式）に類似するＰＣＡ方式（Ｐｒｉｏｒｉｔｉｚｅ
ｄ　Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　Ａｃｃｅｓｓ）などが提案されている。
【０００４】
　ＤＲＰ予約方式は、例えば特許文献１に記載されているように、無線通信装置が周囲の
無線通信装置と利用可能なスロットを通知し合い、利用可能なスロット（すなわち周囲の
無線通信装置が利用しないスロット）のうちから選択したスロットにおいて無線信号を送
受信する方式である。ＰＣＡ方式は、周囲で利用されていないスロットにおいて、優先度
が高い無線通信装置から無線信号を送受信する方式である。
【０００５】
　このように、従来は、ＤＲＰ予約方式やＰＣＡ方式を利用し、同一の時間帯における複
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数の無線信号の送信を防止することにより干渉が生じる場合を抑制し、正常な無線通信を
実現しようとしていた。
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－２４３７４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、従来のＤＲＰ予約方式およびＰＣＡ方式によれば、上述したように同一の時間
帯における複数の無線信号の送信が防止されるため、スループットが制限されるという問
題があった。
【０００８】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、同一時間帯における無線信号の送信を実現にすることによりスループットを向上する
ことが可能な、新規かつ改良された無線通信装置、無線通信方法、プログラム、および無
線通信システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、所定の周波数ホッピングパタ
ーンを周期的に繰り返して無線信号を所定の送信時間帯に送信する無線通信装置であって
、周囲の無線通信装置から前記周波数ホッピングパターンを利用して送信された無線信号
を受信する受信部と、前記受信部により受信される無線信号から、前記周囲の無線通信装
置から送信される無線信号の前記周波数ホッピングパターンの開始タイミングを検出する
検出部と、前記送信時間帯に送信される無線信号の前記周波数ホッピングパターンの開始
タイミングを、前記検出部により検出された開始タイミングと差分を有するタイミングに
設定する設定部と、を備える無線通信装置が提供される。
【００１０】
　かかる構成においては、当該無線通信装置は周囲の無線通信装置から送信される無線信
号の開始タイミングと差分を有するタイミングを周波数ホッピングパターンの開始タイミ
ングにして無線信号を送信する。したがって、当該無線通信装置が送信する無線信号と、
周囲の無線通信装置から送信される無線信号との周波数帯が同一時間帯に重複する場合を
抑制できる。その結果、同一時間帯に当該無線通信装置と周囲の無線通信装置が無線信号
を送信しても、双方の無線信号が干渉する場合が抑制される。すなわち、当該無線通信装
置は、正常な無線通信を維持しつつ、周囲の無線通信装置と同一時間帯に無線信号を送信
することによりスループットを向上することができる。
【００１１】
　また、当該無線通信装置は、前記周囲の無線通信装置による無線信号の送信時間帯の予
約情報を取得する予約情報取得部と、前記周囲の無線通信装置の送信時間帯が前記無線通
信装置の送信時間帯と重複している場合、前記無線通信装置の前記送信時間帯の以前期間
に前記受信部に前記無線信号の受信処理を行わせる受信制御部と、をさらに備えてもよい
。
かかる構成においては、受信制御部による制御に基づき、受信部が当該無線通信装置によ
り無線信号が送信される送信時間帯の前期間に周囲の無線通信装置から送信された無線信
号を受信する。したがって、検出部は、送信時間帯の直前に周囲の無線通信装置から送信
された無線信号から、前記送信時間帯において周囲の無線通信装置から送信される無線信
号により正確な周波数ホッピングパターンの開始タイミングを検出することができる。
【００１２】
　前記無線通信装置と同一無線ネットワークを構成する各無線通信装置は、所定周期で到
来するビーコン期間を共有して前記ビーコン期間にビーコンを送受信し、前記受信制御部
は、前記ビーコン期間に前記受信部に受信処理を行わせ、前記設定部は、前記ビーコン期
間に前記受信部により他の無線ネットワークの無線通信装置から送信されたビーコンが受
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信された場合、ビーコン期間に自装置から送信されるビーコンの周波数ホッピングパター
ンの開始タイミングを変更してもよい。かかる構成においては、当該無線通信装置は、ビ
ーコン期間を変更することなく、双方の無線信号の干渉を抑制し、双方の無線ネットワー
クの共存を図ることができる。
【００１３】
　前記受信制御部は、前記ビーコン期間に前記受信部により他の無線ネットワークの無線
通信装置から送信された無線信号が受信された場合、前記送信時間帯を避けて前記受信部
に受信処理を行わせてもよい。
【００１４】
　また、当該無線通信装置は、前記ビーコン期間に他の無線ネットワークのビーコンが前
記受信部により受信された場合、前記同一無線ネットワークにおける前記ビーコン期間の
到来タイミングを早めるビーコン期間調整部をさらに備えてもよい。具体的には、前記ビ
ーコン期間調整部は、前記受信部により受信された前記他の無線ネットワークのビーコン
の送信開始タイミングに基づいて、該送信開始タイミングより前に前記同一無線ネットワ
ークを構成する無線通信装置からのビーコン送信が開始されるように前記ビーコン期間の
到来タイミングを早めてもよい。
【００１５】
　ここで、受信部は、複数の無線通信装置からビーコンが同時期に送信された場合、早く
受信部に到達したビーコンの受信処理を行う場合がある。したがって、上記のように、ビ
ーコン期間調整部が、他の無線ネットワークのビーコンの送信開始タイミングより前に同
一無線ネットワークを構成する無線通信装置からのビーコン送信が開始されるように前記
ビーコン期間の到来タイミングを早めることにより、同一無線ネットワークを構成する無
線通信装置との間でビーコンを正常に送受信することが可能となる。
【００１６】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、所定の周波数ホッピン
グパターンを周期的に繰り返して無線信号を所定の送信時間帯に送信する無線通信装置に
おいて実行される無線通信方法であって、周囲の無線通信装置から前記周波数ホッピング
パターンを利用して送信された無線信号を受信する受信ステップと、前記受信ステップに
おいて受信された無線信号から、前記周囲の無線通信装置から送信される無線信号の前記
周波数ホッピングパターンの開始タイミングを検出する検出ステップと、前記送信時間帯
に送信される無線信号の前記周波数ホッピングパターンの開始タイミングを、前記検出ス
テップにおいて検出された開始タイミングと差分を有するタイミングに設定するステップ
と、を含む無線通信方法が提供される。
【００１７】
　かかる構成においては、当該無線通信装置は周囲の無線通信装置から送信される無線信
号の開始タイミングと差分を有するタイミングを周波数ホッピングパターンの開始タイミ
ングにして無線信号を送信する。したがって、当該無線通信装置が送信する無線信号と、
周囲の無線通信装置から送信される無線信号との周波数帯が同一時間帯において重複する
場合を抑制できる。その結果、同一時間帯に当該無線通信装置と周囲の無線通信装置が無
線信号を送信しても、双方の無線信号が干渉する場合が抑制される。すなわち、当該無線
通信装置は、周囲の無線通信装置が送信する無線信号と干渉の度合いが抑制された無線信
号を送信するため、スループットの向上を図りつつ、正常な無線通信を実現することがで
きる。
【００１８】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、コンピュータを、所定
の周波数ホッピングパターンを周期的に繰り返して無線信号を所定の送信時間帯に送信す
る無線通信装置であって、周囲の無線通信装置から受信される前記周波数ホッピングパタ
ーンを利用して送信された無線信号から、前記周囲の無線通信装置から送信される無線信
号の前記周波数ホッピングパターンの開始タイミングを検出する検出部と、前記送信時間
帯に送信される無線信号の前記周波数ホッピングパターンの開始タイミングを、前記検出
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部により検出された開始タイミングと差分を有するタイミングに設定する設定部と、を備
える無線通信装置として機能させるためのプログラムが提供される。
【００１９】
　かかるプログラムは、例えばＣＰＵ、ＲＯＭまたはＲＡＭなどを含むコンピュータのハ
ードウェア資源に、上記のような検出部、および設定部の機能を実行させることができる
。すなわち、当該プログラムを用いるコンピュータを、上述の無線通信装置として機能さ
せることが可能である。
【００２０】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、所定の周波数ホッピン
グパターンを周期的に繰り返して無線信号を所定の送信時間帯に送信する無線通信装置を
複数含む無線通信システムであって、前記無線通信装置の各々は、周囲の無線通信装置か
ら前記周波数ホッピングパターンを利用して送信された無線信号を受信する受信部と、前
記受信部により受信される無線信号から、前記周囲の無線通信装置から送信される無線信
号の前記周波数ホッピングパターンの開始タイミングを検出する検出部と、前記送信時間
帯に送信される無線信号の前記周波数ホッピングパターンの開始タイミングを、前記検出
部により検出された開始タイミングと差分を有するタイミングに設定する設定部と、を備
える無線通信システムが提供される。
【００２１】
　かかる構成においては、各無線通信装置が周囲の無線通信装置から送信される無線信号
の開始タイミングと差分を有するタイミングを周波数ホッピングパターンの開始タイミン
グにして無線信号を送信する。したがって、各無線通信装置が送信する無線信号と、周囲
の無線通信装置から送信される無線信号との周波数帯が同一時間帯に重複する場合を抑制
できる。その結果、同一時間帯に各無線通信装置と周囲の無線通信装置が無線信号を送信
しても、双方の無線信号が干渉する場合が抑制される。
【発明の効果】
【００２２】
　以上説明したように本発明にかかる無線通信装置、無線通信方法、プログラム、および
無線通信システムによれば、同一時間帯における無線信号の送信を実現することによりス
ループットを向上することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２４】
　また、以下に示す項目順序に従って当該「発明を実施するための最良の形態」を説明す
る。
　　〔１〕本実施形態にかかる無線通信システムの概要
　　　〔１－１〕無線通信システムの構成例
　　　〔１－２〕時分割制御について
　　　〔１－３〕ビーコンについて
　　　〔１－４〕ＴＦＣコードについて
　　〔２〕本実施形態に至る経緯
　　〔３〕本実施形態の詳細な説明
　　　〔３－１〕本実施形態にかかる無線通信装置の構成
　　　〔３－２〕本実施形態にかかる無線通信システムの第１の動作例
　　　〔３－３〕本実施形態にかかる無線通信システムの第２の動作例
　　　〔３－４〕本実施形態にかかる無線通信システムの第３の動作例
　　　〔３－５〕本実施形態にかかる無線通信装置の動作例
　　〔４〕まとめ
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【００２５】
　　〔１〕本実施形態にかかる無線通信システムの概要
　　　〔１－１〕無線通信システムの構成例
　まず、図１を参照して本実施形態にかかる無線通信システム１の構成例を説明する。
【００２６】
　図１は、本実施形態にかかる無線通信システム１の構成例を示した説明図である。図１
における丸印は同一のＴＦＣコードを用いて無線通信を行う無線通信装置１０Ａ～１０Ｇ
を示し、点線で示した領域は各無線通信装置１０Ａ～１０Ｇが通信を行うことが可能な電
波到達範囲１２Ａ～１２Ｇを示す。
【００２７】
　具体的には、無線通信装置１０Ａは、その電波到達範囲１２Ａに含まれる無線通信装置
１０Ｂと通信が可能である。無線通信装置１０Ｂは、その電波到達範囲１２Ｂに含まれる
無線通信装置１０Ａと無線通信装置１０Ｃとの間で通信が可能である。同様に、無線通信
装置１０Ｃは、無線通信装置１０Ｂ、無線通信装置１０Ｄ、無線通信装置１０Ｆおよび無
線通信装置１０Ｇとの間で通信が可能である。また、無線通信装置１０Ｄは、無線通信装
置１０Ｃ、無線通信装置１０Ｅ、および無線通信装置１０Ｆとの間で通信が可能である。
また、無線通信装置１０Ｅは、無線通信装置１０Ｄとの間で通信が可能である。
【００２８】
　また、無線通信装置１０Ｆは、その電波到達範囲１２Ｆに含まれる無線通信装置１０Ｃ
、無線通信装置１０Ｄ、および無線通信装置１０Ｇと通信が可能である。同様に、無線通
信装置１０Ｇは、無線通信装置１０Ｃおよび無線通信装置１０Ｆと通信を行うことができ
る。
【００２９】
　このような各無線通信装置１０Ａ～１０Ｇは、所定周期で通信管理情報の一例としての
ビーコンを送受信して自律分散的な無線ネットワーク（アドホックネットワーク）を形成
する。ビーコンの詳細については図３および図４を参照して後述する。そして、無線ネッ
トワークを構成する各無線通信装置１０Ａ～１０Ｇは各種データを送受信することができ
る。各種データとしては、音楽、講演およびラジオ番組などの音楽データや、映画、テレ
ビジョン番組、ビデオプログラム、写真、文書、絵画および図表などの映像データや、ゲ
ームおよびソフトフェアなどの任意のデータが挙げられる。
【００３０】
　なお、以下では無線通信装置１０Ａ～１０Ｇを特に区別する必要が無い場合は単に無線
通信装置１０と、電波到達範囲１２Ａ～１２Ｇを特に区別する必要が無い場合は単に電波
到達範囲１２として示す。また、図１は無線通信システム１を示しており、同時に無線ネ
ットワークを示しているため、無線通信システム１と無線ネットワークはほぼ同義として
用いることが可能であるとも考えられる。しかし、一般にネットワークという語はノード
（無線通信装置）に加えてリンクを含む構造体を指すため、無線ネットワークは無線通信
装置１０Ａ～１０Ｇに加えてリンクを含む点で無線通信システム１と相違すると捉えるこ
ともできる。
【００３１】
　また、無線通信装置１０は、ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、家庭用映
像処理装置（ＤＶＤレコーダ、ビデオデッキなど）、携帯電話、ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａ
ｌ　Ｈａｎｄｙｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、携帯用音楽再生装置、携帯用映像処理装置
、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、家庭用ゲーム機
器、携帯用ゲーム機器、家電機器などの情報処理装置であってもよい。
【００３２】
　　　〔１－２〕時分割制御について
　以上、自律分散型の無線通信システム１の構成例を説明した。続いて、無線通信システ
ム１における時分割制御のためのスーパーフレームについて図２を参照して説明する。
【００３３】
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　図２は、スーパーフレームの構成例を示した説明図である。スーパーフレーム周期は、
所定の時間（例えば、６５ｍｓ）により定義され、２５６個のメディアアクセススロット
（ＭＡＳ；Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｌｏｔ）に細分化されている。一の無線ネット
ワークを構成する無線通信装置１０は、該スーパーフレーム周期を所定周期のフレームと
して共有し、上記細分化されたＭＡＳを単位としてメッセージの転送が行われる。
【００３４】
　さらに、スーパーフレームの先頭には、ビーコン（ビーコン信号）により管理情報の送
受信を行うための管理領域としてのビーコン期間（ＢＰ）があり、所定の間隔をおいてビ
ーコンスロット（ＢＳ）が配置されている。また、無線通信装置１０毎に、固有のビーコ
ンスロットが設定され、周囲の無線通信装置１０との間で、ネットワークの管理やアクセ
ス制御を行うためのパラメータが交換される。図２においては、ビーコン期間として、Ｂ
Ｓ０～ＢＳ８の９個のビーコンスロットが設定されている例を示している。なお、ビーコ
ン期間として設定されていない期間は、通常、データ伝送領域として利用される。
【００３５】
　　　〔１－３〕ビーコンについて
　図３は、無線通信装置１０Ａ～無線通信装置１０Ｇが一の無線通信システムを形成して
いる場合に、各無線通信装置１０が設定する自装置のビーコンスロット位置を示した概念
図である。ここでは、一の無線通信システム１を構成する各無線通信装置１０が、ビーコ
ン期間において利用されていないビーコンスロットを通知しあうことで、自装置の利用す
るビーコンスロットを選定した様子が示している。
【００３６】
　図３に示した例では、無線通信装置１０ＡはＢＳ３で自己のビーコンを送信し、無線通
信装置１０ＢはＢＳ５で自己のビーコンを送信する。同様に、無線通信装置１０ＣはＢＳ
２で自己のビーコンを送信し、無線通信装置１０ＤはＢＳ３で自己のビーコンを送信する
。無線通信装置１０ＥはＢＳ５で自己のビーコンを送信する。また、無線通信装置１０Ｆ
はＢＳ４で自己のビーコンを送信し、無線通信装置１０ＧはＢＳ６で自己のビーコンを送
信する。
【００３７】
　図３に示した例では、無線通信装置１０Ａおよび無線通信装置１０Ｄが共通のＢＳ３を
利用し、無線通信装置１０Ｂおよび無線通信装置１０Ｅが共通のＢＳ５を利用している。
しかし、無線通信装置１０Ａおよび無線通信装置１０Ｄは３ホップ以上離れており、無線
通信装置１０Ｂおよび無線通信装置１０Ｅも３ホップ以上離れているため、複数の無線通
信装置が共通のＢＳを利用しても事実上の支障はないものとする。
【００３８】
　なお、当該無線通信システム１に新規参入する無線通信装置の為に、必要に応じてＢＳ
０、ＢＳ１、ＢＳ７及びＢＳ８が確保されている。通常、自装置のビーコンスロットの後
方に所定数の空きビーコンスロットが設けられている。これらの空きビーコンスロットは
、新たな無線通信装置の新規参入に備えて準備されているものである。
【００３９】
　図１に示した状態において、無線通信装置１０Ｃ（図１において黒塗りで記載）の電源
が落とされ、無線通信装置１０Ｃが無線通信システム１に存在しなくなると、無線通信シ
ステム１が複数の無線ネットワーク（無線通信システム）に分裂する。すなわち、無線通
信装置１０Ａおよび１０Ｂ（図１において色つきの丸印で記載）が第１の無線ネットワー
クを形成し、無線通信装置１０Ｄ～１０Ｇ（図１において無色の丸印で記載）が第２の無
線ネットワークを形成する。
【００４０】
　また、無線通信装置１０Ａ、１０Ｂおよび１０Ｄ～１０Ｇは、必要に応じて利用するＢ
Ｓを変更する。例えば、図３に示したように、無線通信装置１０Ｂはより前方のＢＳ２を
利用し、無線通信装置１０Ｇもより前方のＢＳを利用するようになる。仮にこのようにＢ
Ｓが変更された状態で無線通信装置１０Ｃの電源が投入されると、無線通信装置１０Ｃは



(9) JP 2009-130530 A 2009.6.11

10

20

30

40

50

、同一のＢＳ２を複数の無線通信装置１０Ｂおよび１０Ｇが利用しているため、無線ネッ
トワークの現在状態を正確に把握することが困難である。
【００４１】
　図４は、ビーコンフレームの構成例を示した説明図である。図４に示したように、ビー
コンフレームは、プリアンブル（Ｐｒｅａｍｂｌｅ）６０、ＰＨＹヘッダ（ＰＨＹ　Ｈｅ
ａｄｅｒ）６２、ＭＡＣヘッダ（ＭＡＣ　Ｈｅａｄｅｒ）７０、ＨＣＳ７１、ペイロード
（Ｐａｙｌｏａｄ）７２、およびＦＣＳ７３を含む。
【００４２】
　プリアンブル６０は、無線通信装置１０がビーコンなどの無線信号を受信する際に同期
を獲得するために付されており、ＴＦＣコードごとに固有の固定パターンを有する。ＰＨ
Ｙヘッダ６２は、当該ビーコンの物理層に関する情報が記載されており、例えば当該ビー
コンのＴＦＣコードを示す情報を含む。
【００４３】
　ＭＡＣヘッダ７０は、当該フレームの形式などを示したフレーム制御情報７０１、当該
フレームの届け先アドレス７０２、当該フレームの送り元アドレス７０３、当該フレーム
のシーケンス番号などのシーケンス制御情報７０４、およびアクセス方式などを示すアク
セス制御情報７０５を含む。
【００４４】
　ＨＣＳ（Ｈｅａｄｅｒ　Ｃｈｅｃｋ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ）７１は、ＭＡＣヘッダ７０ま
でに記載されているヘッダ情報に誤りがあった否かを判断するために付加されている。
【００４５】
　ペイロード７２は、ビーコンパラメータ７２１、ビーコンスロット利用情報エレメント
７２２、任意の情報エレメント（その１）７２３、任意の情報エレメント（そのＮ）７２
４を含む。さらに、ビーコンパラメータ７２１は、デバイス識別子７７１、ビーコンスロ
ット番号７７２、およびデバイス制御情報７７３を含む。なお、ビーコンフレームには、
情報エレメントとしては、ＤＲＰ予約方式を実現するためのＤＲＰ予約情報エレメント（
ＤＲＰＩＥ）が含まれてもよい。
【００４６】
　各無線通信装置１０は、このようなフレーム構成を有するビーコンをビーコン期間に送
受信することにより、自律分散的な無線ネットワークを形成することができる。
【００４７】
　　　〔１－４〕ＴＦＣコードについて
　続いて、図５および図６を参照してＴＦＣ（Ｔｉｍｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｃｏｄｅ
）コードについて説明する。
【００４８】
　図５は、マルチバンドＯＦＤＭ方式の周波数チャンネルの構成を示した説明図である。
図５に示したように、Ｗｉｍｅｄｉａ　Ａｌｌｉａｎｃｅ　Ｍｕｌｔｉ
Ｂａｎｄ　ＯＦＤＭ　ＰＨＹ仕様書においては、５２８ＫＨｚのバンド幅のサブバンドが
、３．１ＧＨｚ～１０．６ＧＨｚの間に、計１４個配置されることが定義されている。
【００４９】
　また、周波数の低い方から順にサブバンドが３つごとに区切られ、バンドグループ１、
バンドグループ２、バンドグループ３、バンドグループ４が構成され、残りの２つのサブ
バンドでバンドグループ５が構成される。
【００５０】
　このようなバンドグループごとに周波数ホッピングパターンを変化させることで、図５
群に示す複数のＴＦＣコード１～７が構成される。
【００５１】
　図６群は、ＴＦＣコードの周波数ホッピングパターン例を示した説明図である。具体的
には、図６ＡはＴＦＣコード１の周波数ホッピングパターンを示し、図６ＢはＴＦＣコー
ド２の周波数ホッピングパターンを示し、図６ＣはＴＦＣコード３の周波数ホッピングパ
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ターンを示し、図６ＤはＴＦＣコード４の周波数ホッピングパターンを示し、図６ＥはＴ
ＦＣコード５の周波数ホッピングパターンを示し、図６ＦはＴＦＣコード６の周波数ホッ
ピングパターンを示し、図６ＧはＴＦＣコード７の周波数ホッピングパターンを示してい
る。
【００５２】
　周波数ホッピングパターンは、ＴＦＣと呼ばれるチャネルのコードによって定義される
。例えば、チャネルがＴＦＣコード１であった場合、図６Ａに示したようにサブバンド１
、サブバンド２、サブバンド３、サブバンド１、サブバンド２、サブバンド３、の規則に
したがって利用するサブバンドが変化する。なお、あるバンドグループを構成するサブバ
ンドのうちの最も周波数帯域が低いサブバンドがサブバンド１であり、最も周波数が高い
サブバンドがサブバンド３であり、サブバンド１とサブバンド３の中間のサブバンドがサ
ブバンド２であってもよい。
【００５３】
　また、図６Ｂに示したように、チャネルがＴＦＣコード２であった場合、サブバンド１
、サブバンド３、サブバンド２、サブバンド１、サブバンド３、サブバンド２、の規則に
したがって利用するサブバンドが変化する。
【００５４】
　また、図６Ｃに示したように、チャネルがＴＦＣコード３であった場合、サブバンド１
、サブバンド１、サブバンド２、サブバンド２、サブバンド３、サブバンド３、の規則に
したがって利用するサブバンドが変化する。同様に、図６Ｄに示したように、チャネルが
ＴＦＣコード４であった場合、サブバンド１、サブバンド１、サブバンド３、サブバンド
３、サブバンド２、サブバンド２、の規則にしたがって利用するサブバンドが変化する。
【００５５】
　さらに、マルチバンドＯＦＤＭ方式においては、ＴＦＣコード５～７のように、２のサ
ブバンドに間で周波数ホッピングを行うパターンも用意されている。
【００５６】
　具体的には、図６Ｅに示したように、ＴＦＣコード５はサブバンド１およびサブバンド
２のみを交互に利用する。また、図６Ｆに示したように、ＴＦＣコード６はサブバンド１
およびサブバンド３のみを交互に利用する。同様に、図６Ｇに示したように、ＴＦＣコー
ド７はサブバンド２および３のみ交互に利用する。このように、設定するＴＦＣコードに
応じて、利用する周波数ホッピングのパターンが決定される。
【００５７】
　また、利用するＴＦＣコードには、各ＴＦＣコードに対応する所定のプリアンブルのシ
ーケンスが用意されている。プリアンブルとは、送受信される信号に付加される同期信号
である。なお、図６群において四角枠で示した各データは、１のＯＦＤＭシンボルであっ
てもよく、時間にして３１２．５ｎｓ秒の間に送信されるデータであってもよい。
【００５８】
　　〔２〕本実施形態に至る経緯
　以上、図１～図６を参照して本実施形態の概要を説明した。続いて、図７を参照し、本
実施形態に至った経緯を説明する。
【００５９】
　従来から存在する、搬送波検出多重アクセス／衝突回避方式（ＣＳＭＡ／ＣＡ方式）を
用いた単純な時分割多重方法では、同一時間に同一空間上で異なる通信が行なえないとい
う問題があった。つまり、送信を行なっている無線通信装置の周囲に存在する無線通信装
置が伝送路を利用することができないため、スループットが低下するという問題があった
。
【００６０】
　さらに、ウルトラワイドバンド無線通信システムにおいては、極めて微弱な電波を用い
て通信を行なうため、従来の搬送波検出多重アクセス／衝突回避方式（ＣＳＭＡ／ＣＡ方
式）を用いたアクセス制御が行なえないという問題があった。また、搬送波検出多重アク
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セス／衝突回避方式（ＣＳＭＡ／ＣＡ方式）に類似するＰＣＡによる送信制御においては
、無線通信装置は、周囲の無線通信装置からの無線信号を検出しない場合に無線信号の送
信を行なえる。しかし、本来信号がない場合に誤検出が生じると、無線通信装置は送信機
会を喪失してしまうという問題があった。
【００６１】
　また、単純に時分割多重を用いる方法では、特定の無線通信装置によって時間が占有さ
れている間、他の無線通信装置は通信を行なえないため、全ての帯域を、利用する無線通
信装置の台数分相当の数で割った時間の帯域しかスループットが出ないという問題があっ
た。
【００６２】
　他の従来の問題点として、マルチバンドＯＦＤＭ方式による無線通信システムの場合、
ほぼ同時に複数の無線通信装置からの無線信号を受信すると、所望の信号を復号できない
ことがあった。これは、図７に示すように、無線通信装置が、異なるＴＦＣコードを利用
する無線信号であっても、受信タイミングの早いほうの無線信号に同期して受信してしま
うためである。
【００６３】
　図７は、無線信号の衝突と復号結果の関係を示した説明図である。より詳細には、図７
においては、無線通信装置１１Ｃが無線通信装置１１Ｂおよび１１Ｄから送信された無線
信号を受信できる位置に存在しており、事前に設定されているＭＡＳにおいて受信処理を
行った場合を示している。
【００６４】
　図７に示したように、無線通信装置１１Ｂおよび１１Ｄからからほぼ同時に無線信号が
送信されると、無線通信装置１１Ｃは無線信号に付加されているプリアンブル６０の復号
を開始する。無線通信装置１１Ｃが一般的な受信機能を有する場合、プリアンブル６０の
相関器を用いて同期を獲得し、それ以降のＰＨＹヘッダ６２やＭＡＣヘッダ７０などの情
報ビットを所定のビタビ復号装置などを用いて、もっともらしい信号に復号する処理が行
なわれる。
【００６５】
　したがって、無線通信装置１１Ｃは、無線通信装置１１Ｂおよび１１Ｄからからほぼ同
時に無線信号が送信されると、高確率で最初にプリアンブル６０を検出した方の無線信号
のみを復号する場合が想定される。図７においては、無線通信装置１１Ｂからの信号送信
の方が無線通信装置１１Ｄからの信号送信より早く、無線通信装置１１Ｂから送信された
無線信号のみが復号される様子を示している。
【００６６】
　このため、ＤＲＰ予約を行なって無線通信を行なう場合でも、無線通信装置は、同じス
ロットが予約されていると、干渉となる相手の無線信号を微妙なタイミングで早く受信し
てしまうと、本来受信すべき信号を受信できないという問題が生じてしまう。当該問題は
、ビーコン期間が重複する複数の無線ネットワークが近接する場合にも生ずる。
【００６７】
　なお、ビーコン期間が重複する複数の無線ネットワークの近接は、例えば、図３を参照
して説明したように、ある無線通信装置が無線ネットワークに存在しなくなることにより
１の無線ネットワークが２の無線ネットワークに分裂した後に、該無線通信装置が無線ネ
ットワークに参入しようとする際に生じる。
【００６８】
　そこで、上記事情を一着眼点にして本実施形態にかかる無線通信装置１０を創作するに
至った。本実施形態にかかる無線通信装置１０によれば、同一時間帯における無線信号の
送信を実現することによりスループットを向上することができる。また、当該無線通信装
置１０は、ビーコン期間が重複する無線ネットワークが近接する場合に、ビーコンの送受
信の成功率を向上することができる。以下、このような無線通信装置１０について詳細に
説明する。
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【００６９】
　　〔３〕本実施形態の詳細な説明
　　　〔３－１〕本実施形態にかかる無線通信装置の構成
　図８は、本実施形態にかかる無線通信装置１０の構成を示した機能ブロック図である。
図８に示したように無線通信装置１０は、アンテナ１０１と、高周波受信処理部１０２と
、受信信号復号処理部１０３と、受信データバッファ１０４と、ビーコン処理部１０５と
、送受信制御部１０６と、ＴＦＣ同期検出部１０７と、ＴＦＣオフセット間隔設定部１０
８と、ＢＰＳＴ〔Ｂｅａｃｏｎ　Ｐｅｒｉｏｄ　Ｓｔａｒｔ　Ｔｉｍｅ〕同期設定部１０
９と、ＴＦＣ設定部１１０と、インターフェース１１１と、送信データバッファ１１２と
、ＤＲＰ予約解析部１１３と、ＤＲＰ予約管理部１１４と、ビーコン生成部１１５と、送
信信号符号処理部１１６と、高周波送信処理部１１７と、を備える。
【００７０】
　アンテナ１０１は、周囲の無線通信装置とのインターフェースであって、高周波受信処
理部１０２と協働して無線信号を受信する受信部として機能し、また、高周波送信処理部
１１７と協働して無線信号を送信する送信部として機能する。
【００７１】
　高周波受信処理部１０２は、アンテナ１０１により受信された無線信号（高周波ウルト
ラワイドバンド信号）に付加されているプリアンブルに同期して無線信号の受信処理を行
う。例えば、高周波受信処理部１０２は、アンテナ１０１により受信されたベースバンド
信号にダウンコンバージョンしてビット列に変換する。
【００７２】
　受信信号復号処理部１０３は、高周波受信処理部１０２により得られたビット列から特
定のデータを抽出し、受信データバッファ１０４は、受信信号復号処理部１０３により抽
出されたデータを保持する。
【００７３】
　ビーコン処理部１０５は、ビーコンフレームを解析し、ＤＲＰ予約情報をＤＲＰ予約解
析部１１３に出力する。ＤＲＰ予約解析部１１３は、ＤＲＰ予約情報を解析することによ
り空きスロットを特定する。ＤＲＰ予約管理部１１４は、送信データが存在する場合、Ｄ
ＲＰ予約解析部１１３により特定された空きスロットのうちのいずれかを予約する。
【００７４】
　送受信制御部１０６は、ＤＲＰ予約管理部１１４により予約が設定されたスロットにお
いて、高周波受信処理部１０２に受信処理を行わせたり、高周波送信処理部１１７に送信
処理を行わせたりする。すなわち、送受信制御部１０６は、送信制御部としての機能、お
よび受信制御部としての機能を包含する。また、送受信制御部１０６は、ＤＲＰ予約管理
部１１４により予約が設定されたスロット以外にも高周波受信処理部１０２に受信処理を
行わせる場合があるが、詳細については図１０や図１２を参照して後述する。
【００７５】
　ＴＦＣ設定部１１０は、例えば図６群に示したＴＦＣコード１～７のいずれに、当該無
線通信装置１０が無線信号の送受信に際して利用するＴＦＣコードを設定する。インター
フェース１１１は、受信データバッファ１０４に保持されている受信データをアプリケー
ション機器に受け渡したり、送信データバッファ１１２に保持させる送信データをアプリ
ケーション機器から受け取ったりする。送信データバッファ１１２は、インターフェース
１１１を介してアプリケーション機器から得られた送信データを保持する。
【００７６】
　ビーコン生成部１１５は、例えば図４に示したように、周囲の無線通信装置の状況や自
装置のスロット予約の設定状況を記載した情報エレメントを含むビーコンフレームを生成
する。送信信号符号処理部１１６は、ビーコン生成部１１５または送信データバッファ１
１２から得られるデータの情報ビットを信号処理により送信信号に符号化する。高周波送
信処理部１１７は、送信信号符号処理部１１６により符号化された送信信号を高周波のウ
ルトラワイドバンド信号に変調し、アンテナ１０１から無線信号として送信させる。
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【００７７】
　ＴＦＣ同期検出部１０７は、高周波受信処理部１０２により獲得されたプリアンブルの
同期に基づいて、周囲の無線通信装置から送信された無線信号のＴＦＣコードの開始タイ
ミングを検出する検出部としての機能を有する。ここで、ＴＦＣコードの開始タイミング
は、１周期の周波数ホッピングを経るごとに現れるあるサブバンドの各々の開始タイミン
グを意味する。例えば、図６Ａに示したＴＦＣコード１で送信された無線信号を無線通信
装置１０が受信する場合、ＴＦＣ同期検出部１０７は、サブバンド１で送信されたデータ
の受信開始タイミングを検出してもよい。
【００７８】
　ＴＦＣオフセット間隔設定部１０８は、図９に示すように、無線通信装置１０から送信
される無線信号のＴＦＣコードの開始タイミングを、ＴＦＣ同期検出部１０７により検出
されたタイミングとオフセットを有するタイミングに設定する設定部としての機能を有す
る。例えば、ＴＦＣオフセット間隔設定部１０８は、ＴＦＣ同期検出部１０７により検出
されたタイミングとのオフセット間隔を設定することによりＴＦＣコードの開始タイミン
グを設定する。
【００７９】
　図９は、複数の無線信号の周波数ホッピングの様子を示した説明図である。より詳細に
は、図９は、第１の無線ネットワーク（ＮＷ１）がＴＦＣコード１で無線信号を送信して
いる際に、第２の無線ネットワーク（ＮＷ２）に属する無線通信装置１０が無線信号を送
信する様子を示している。
【００８０】
　ＴＦＣ同期検出部１０７は、図９に示したような第１の無線ネットワークの無線信号が
受信されると、サブバンド１が現れるタイミングを、第１の無線ネットワークの無線信号
のＴＦＣコードの開始タイミングとして検出する。そして、ＴＦＣオフセット間隔設定部
１０８は、第１の無線ネットワークの無線信号が利用する周波数帯と重ならないよう、Ｔ
ＦＣコードの開始タイミングとＴＦＣ同期検出部１０７により検出されたタイミングのオ
フセット間隔を例えば１～２ＯＦＤＭシンボル分の時間に設定する。
【００８１】
　その結果、図９に示したように、無線通信装置１０は、同一時点において第１の無線ネ
ットワークの無線信号の周波数帯（サブバンド）を回避して無線信号を送信することがで
きる。なお、ＴＦＣオフセット間隔設定部１０８が設定するオフセット間隔は、ＴＦＣコ
ードごとに事前に取り決められていてもよい。
【００８２】
　ＢＰＳＴ同期設定部１０９は、無線通信装置１０が属する第２の無線ネットワークのビ
ーコン期間に第１の無線ネットワークから送信されたビーコンが受信された場合、ビーコ
ン期間の到来タイミングを早めるビーコン期間調整部としての機能を有する。
【００８３】
　かかるＢＰＳＴ同期設定部１０９は、図７を参照して説明した問題点を解消するために
設けられた構成である。無線通信装置１０が属する第２の無線ネットワークのビーコン期
間に第１の無線ネットワークから送信されたビーコンが受信されたということは、図７に
示したように、第１の無線ネットワークのビーコンの方が、第２の無線ネットワークのあ
るビーコンより早期に送信された可能性がある。そこで、ＢＰＳＴ同期設定部１０９は、
第２のビーコン期間の到来タイミングを早めることにより、第２の無線ネットワークのあ
るビーコンが第１の無線ネットワークのビーコンより早く送信されるようにしてもよい。
その結果、無線通信装置１０は、第２の無線ネットワークのあるビーコンを正常に受信す
ることが可能となる。
【００８４】
　なお、無線通信装置１０が第２の無線ネットワークにおいて一番早期のＢＳを利用して
いる場合、無線通信装置１０がビーコンの送信タイミングを例えば１～２ＯＦＤＭシンボ
ル分だけ早めることによりビーコン期間の到来タイミングを早めることができる。また、
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ビーコン期間の到来タイミングを早めるために、あるスーパーフレームの周期を一時的に
短くしてもよい。また、ビーコン期間の到来タイミングを早めることは、スーパーフレー
ムの切り替えのタイミングを早めることと等価である。したがって、無線通信装置１０は
、スーパーフレーム期間の遷移用の情報を含むビーコンを周囲に送信することにより第２
の無線ネットワークのビーコン期間の到来タイミングを早めてもよい。
【００８５】
　　　〔３－２〕本実施形態にかかる無線通信システムの第１の動作例
　次に、本実施形態にかかる無線通信システムの第１の動作例を図１０を参照して説明す
る。
【００８６】
　図１０は、本実施形態にかかる無線通信システムの第１の動作例を示したシーケンス図
である。詳細には、図１０は、無線通信装置１０ＣがＤＲＰ予約によりあるスロットにお
いて無線信号の送信を予約している場合の動作例を示している。この場合、無線通信装置
１０Ｃの送受信制御部１０６は、無線信号の送信を予約しているスロットの手前の前期間
において高周波受信処理部１０２に受信処理を行わせる。
【００８７】
　したがって、図１０に示したように、第１のネットワークに属する無線通信装置１０Ｂ
からＴＦＣコード１で無線信号が送信されると、第２のネットワークに属する無線通信装
置１０Ｃは無線通信装置１０Ｂから送信された無線信号を検出する（Ｓ２１０）。すなわ
ち、ＴＦＣ同期検出部１０７が無線通信装置１０Ｂから送信された無線信号のＴＦＣコー
ドの開始タイミングを検出する。
【００８８】
　その後、無線通信装置１０ＣのＴＦＣオフセット間隔設定部１０８が、ＴＦＣコードの
開始タイミングとＴＦＣ同期検出部１０７により検出されたタイミングとのオフセット間
隔を例えば１～２ＯＦＤＭシンボル分の時間に設定する（Ｓ２２０）。その結果、無線通
信装置１０Ｃは、無線通信装置１０Ｂから送信される無線信号のＴＦＣコードの開始タイ
ミングと異なるタイミングを開始タイミングとして無線信号を送信することができる（Ｓ
２３０）。
【００８９】
　なお、ＴＦＣオフセット間隔設定部１０８が設定するオフセット間隔は、ＴＦＣコード
が図６Ｃに示したＴＦＣコード３または図６Ｄに示したＴＦＣコード４である場合、図１
１に示したように、２～４ＯＦＤＭシンボル分であってもよい。
【００９０】
　図１１は、複数の無線信号の周波数ホッピングの様子を示した他の説明図である。図１
１に示したように、第１の無線ネットワークおよび第２の無線ネットワークがＴＦＣコー
ド３を利用する場合、ＴＦＣオフセット間隔設定部１０８は２～４ＯＦＤＭシンボル分の
オフセット間隔を設定してもよい。かかる構成により、図１１に示したように、第１の無
線ネットワークの無線信号および第２の無線ネットワークの無線信号を同一時間帯に共存
させることができる。
【００９１】
　　　〔３－３〕本実施形態にかかる無線通信システムの第２の動作例
　次に、図１２を参照して本実施形態にかかる無線通信システムの第２の動作例を説明す
る。第１の動作例においては、無線通信装置１０ＣのＴＦＣオフセット間隔設定部１０８
が、無線通信装置１０Ｃからの無線信号の送信に際して無線通信装置１０Ｂから送信され
た無線信号のＴＦＣコードのオフセット間隔を設定した。これに対し、第２の動作例は、
無線通信装置１０Ｂから送信された無線信号のＴＦＣコードのオフセット間隔を事前に設
定する点で第１の動作例と異なる。
【００９２】
　図１２は、本実施形態にかかる無線通信システムの第２の動作例の流れを示したシーケ
ンス図である。まず、第２のネットワークに属する無線通信装置１０Ｃは、ビーコン期間
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に無線通信装置１０Ｄからビーコンを受信し（Ｓ２４０）、周囲にビーコンを送信する（
Ｓ２４４）。続いて、無線通信装置１０Ｃの送受信制御部１０６は、ビーコン期間に第１
の無線ネットワークから送信された無線信号が受信されると（Ｓ２４８）、自装置の予約
しているスロット以外の期間に高周波受信処理部１０２に受信処理（スキャン）を行わせ
る（Ｓ２５２）。
【００９３】
　そして、送受信制御部１０６による制御に基づいて高周波受信処理部１０２がスキャン
を実行している間（Ｓ２５６）、第１の無線ネットワークのビーコン期間が到来し、第１
の無線ネットワークにおいてビーコンが送受信される（Ｓ２６０、Ｓ２６４）。無線通信
装置１０Ｃの高周波受信処理部１０２により受信されたビーコンからＴＦＣ同期検出部１
０７が該ビーコンのＴＦＣコードの開始タイミングを検出し、該開始タイミングに基づい
てＴＦＣオフセット間隔設定部１０８がオフセット間隔を設定する（Ｓ２６８）。その後
、無線通信装置１０ＣはＳ２６８において設定されたオフセット間隔に従って無線信号を
送信する（Ｓ２７２）。
【００９４】
　　　〔３－４〕本実施形態にかかる無線通信システムの第３の動作例
　次に、図１３を参照して本実施形態にかかる無線通信システムの第３の動作例を説明す
る。
【００９５】
　図１３は、本実施形態にかかる無線通信システムの第３の動作例を示した説明図である
。図１３に示したように、第２の無線ネットワークに属する無線通信装置１０Ｃが第２の
無線ネットワークのビーコン期間においてビーコンを送信した後に（Ｓ３０２）、無線通
信装置１０Ｄがビーコンを送信する（Ｓ３０４）。
【００９６】
　また、第２の無線ネットワークと第１の無線ネットワークのビーコン期間の重複により
、Ｓ３０４より早く第１の無線ネットワークに属する無線通信装置１０Ｂから送信された
ビーコンが無線通信装置１０Ｃに到達したとする（Ｓ３０６）。この場合、無線通信装置
１０Ｃの高周波受信処理部１０２が、無線通信装置１０Ｄから送信されたビーコンでなく
、無線通信装置１０Ｂから送信されたビーコンを受信してしまうことにより、ビーコン期
間の重複が検出される。その後、無線通信装置１０Ａがビーコンを送信する（Ｓ３０８）
【００９７】
　無線通信装置１０ＣのＢＰＳＴ同期設定部１０９は、ビーコン期間の重複、ビーコンス
ロットの競合が検出されると、スーパーフレーム期間を調整し、ビーコン期間の到来タイ
ミングを早める（Ｓ３１０）。具体的には、ＢＰＳＴ同期設定部１０９は、１のスーパー
フレームの周期を例えば１～２ＯＦＤＭシンボル分のオフセット間隔だけ減少させてもよ
い。
【００９８】
　そして、無線通信装置１０Ｃおよび無線通信装置１０Ｄは、到来タイミングの早められ
たビーコン期間における自装置のビーコンスロットでビーコンを送信する（Ｓ３１２、Ｓ
３１４）。その結果、無線通信装置１０Ｄの後に無線通信装置１０Ｂからビーコンが送信
されるようになるため（Ｓ３１６）、無線通信装置１０Ｃは無線通信装置１０Ｄから送信
されたビーコンを正常に受信することが可能となる。
【００９９】
　なお、図１３においては、無線通信装置１０Ｃが自装置のビーコンスロットより後方の
ビーコンスロットでビーコンの衝突を検出する場合を示したが、自装置のビーコンスロッ
トより前方でビーコンの衝突を検出する場合も想定される。この場合、無線通信装置１０
Ｃは、ビーコンの衝突を検出したスーパーフレームにおける自装置のビーコンスロットの
送信タイミングを早めに調整することで、次のビーコン期間を調整してもよい。
【０１００】
　また、図１３においては、便宜上、次のスーパーフレームのビーコン期間が早く到来す
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る例を示しているが、実際は自装置がタイミングを微調整してビーコン送信タイミングを
早めた、さらに次のスーパーフレームで、本来受信すべき無線通信装置１０Ｄのビーコン
を受信することになる。
【０１０１】
　　　〔３－５〕本実施形態にかかる無線通信装置の動作例
　続いて、図１４および図１５を参照し、本実施形態にかかる無線通信装置１０において
実行される無線通信方法を説明する。
【０１０２】
　図１４および図１５は、本実施形態にかかる無線通信装置１０において実行される無線
通信方法の流れを示したフローチャートである。図１４および図１５の説明に際し、無線
通信装置１０には、すでに特定のＴＦＣコードが設定されており、周囲の無線通信装置と
無線ネットワークが形成されている状態にあるものとする。
【０１０３】
　図１４に示したように、本実施形態にかかる無線通信装置１０は、スーパーフレーム周
期のうち、ビーコン期間であり（Ｓ４０１）、自装置のビーコン送信スロットに相当する
場合に（Ｓ４０２）、後述のオフセット間隔の設定があれば（Ｓ４０３）、設定されてい
るオフセット間隔にしたがったタイミングにＴＦＣコードの開始タイミングがなるよう（
Ｓ４０４）、ビーコンを送信する（Ｓ４０５）。なお、無線通信装置１０は、オフセット
間隔の設定がなければ通常のＴＦＣコードの開始タイミングでビーコンを送信する。
【０１０４】
　一方、ビーコン期間のうち、自装置のビーコン送信スロットでなければ、送受信制御部
１０６が高周波受信処理部１０２に受信処理を行なわせ（Ｓ４０６）、ビーコンが受信さ
れたら（Ｓ４０７）、ビーコン処理部１０５が該ビーコンに記載されているビーコン情報
を収集する（Ｓ４０８）。
【０１０５】
　ここで、受信されたビーコンが、すでに自装置の周囲で利用されていたビーコンスロッ
トにおいて新たな（別の）無線通信装置から送信されたビーコンであれば（Ｓ４０９）、
ＢＰＳＴ同期設定部１０９は、一旦、スーパーフレーム間隔を微妙に短く設定する微調整
をする（Ｓ４１０）。
【０１０６】
　さらに、ＤＲＰ予約解析部１１３がビーコンに含まれるＤＲＰ予約情報を解析し、自装
置宛の予約要求が含まれていたら（Ｓ４１１）、ビーコン生成部１１５が予約応答用のＤ
ＲＰ予約情報をビーコンに付加し（Ｓ４１２）、送受信制御部１０６が予約するスロット
（ＭＡＳ）での受信の設定を行なう（Ｓ４１３）。
【０１０７】
　一方、ＤＲＰ予約情報に自装置宛の予約応答が含まれていれば（Ｓ４１４）、予約した
スロット（ＭＡＳ）での送信を送受信制御部１０６が設定する（Ｓ４１５）。また、他装
置宛のＤＲＰ予約情報に自装置の予約を設定したスロット（ＭＡＳ）と予約が競合する設
定があれば（Ｓ４１６）、自装置の送信スロットの手前で、送受信制御部１０６が他の通
信との競合を避けるために受信の設定を行なう（Ｓ４１７）。
【０１０８】
　受信されたフレームが未登録の無線通信装置からのビーコン以外であれば（Ｓ４１８）
、送受信制御部１０６が当該スーパーフレーム内で自装置の送受信スロットとして稼働し
ていない期間でのスキャン動作を設定する（Ｓ４１９）。そして、ＴＦＣオフセット間隔
設定部１０８が例えば１～２ＯＦＤＭシンボル、あるいは２～３ＯＦＤＭシンボルに相当
するＴＦＣオフセット間隔の設定を行なう（Ｓ４２０）。
【０１０９】
　そして、無線通信装置１０がインターフェース１１１を介して送信データを受理した場
合（Ｓ４２１）、ＤＲＰ予約管理部１１４は、受信先装置のビーコン情報を獲得し（Ｓ４
２２）、空きスロット（ＭＡＳ）状況と自装置の空きスロット（ＭＡＳ）状況を加味して
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、利用するスロット（ＭＡＳ）を特定する。続いて、ビーコン生成部１１５が、当該特定
されたスロットを予約するためのＤＲＰ予約情報を付加してビーコンフレームを構築する
（Ｓ４２３）。
【０１１０】
　また、事前に設定した受信スロット（ＭＡＳ）が到来した場合には（Ｓ４２４）、送受
信制御部１０６は高周波受信処理部１０２に受信処理を行わせる（Ｓ４２５）。そして、
宛先が自装置宛となるヘッダ情報が受信されたら（Ｓ４２６）、高周波受信処理部１０２
はさらにデータペイロード部分の受信処理を行なう（Ｓ４２７）。その後、無線通信装置
１０は収集されたデータをインターフェースを介して出力する（Ｓ４２８）。
【０１１１】
　他方、受信スロットで宛先が他装置宛となるヘッダ情報が受信され、該ヘッダ情報を含
む無線信号が未登録の無線通信装置からのビーコンである場合（Ｓ４２９）、当該ビーコ
ンに記載されたＤＲＰ予約情報が自装置の送信スロットと競合すれば（Ｓ４３０）、送受
信制御部１０６が他の通信との競合を避けるための受信設定を行なう（Ｓ４３１）。
【０１１２】
　その後、送受信制御部１０６が高周波受信処理部１０２に受信処理を中断させ（Ｓ４３
２）、再度Ｓ４２４に戻って自装置宛信号の受信処理を行なうことで、本来自装置が受信
すべきデータを待ち受けする。
【０１１３】
　一方、事前に設定した送信スロット（ＭＡＳ）から、所定の時間を差し引いた時間が到
来した場合には（Ｓ４３３）、送受信制御部１０６が高周波受信処理部１０２に受信処理
を開始させる（Ｓ４３４）。そして、宛先が他装置であるヘッダ情報が受信された場合に
は（Ｓ４３５）、ＴＦＣオフセット間隔設定部１０８は、例えば１～２ＯＦＤＭシンボル
、あるいは２～３ＯＦＤＭシンボルに相当するオフセット間隔の設定を行なう（Ｓ４３６
）。
【０１１４】
　また、宛先が自装置であるヘッダ情報が受信された場合には、Ｓ４２７の処理に戻り、
自装置宛データの受信を行なってもよい。あるいは、本来受信すべきスロットに向けた送
信でないので、当該ヘッダ情報に続くデータを破棄してもよい。
【０１１５】
　そして、送信タイミングが到来した場合（Ｓ４３７）、前述Ｓ４２０やＳ４３６でオフ
セット間隔が設定されていれば（Ｓ４３８）、無線通信装置１０は、オフセット間隔を加
算したタイミングをＴＦＣコードの開始タイミングとして（Ｓ４３９）自装置のデータを
送信する（Ｓ４４０）。
【０１１６】
　次に、本実施形態のポイントを明確に示すため、図１５を参照し、オフセット間隔の設
定動作について重点的に説明する。
【０１１７】
　図１５に示したように、無線通信装置１０の送受信制御部１０６が高周波受信処理部１
０２に受信処理を開始させる（Ｓ５０１）。そして、高周波受信処理部１０２によりプリ
アンブルの同期補足が開始され、プリアンブルの同期がかかった場合に（Ｓ５０２）、受
信信号復号処理部１０３はプリアンブルに続く無線信号を復号する（Ｓ５０３）。
【０１１８】
　続いて、送受信制御部１０６は、受信信号復号処理部１０３により復号された情報のう
ちで、ＭＡＣヘッダ部分に記載される送り元アドレスを参照する（Ｓ５０４）。そして、
送受信制御部１０６は、該送り元アドレスと管理しているアドレスを比較する（Ｓ５０５
）。ここで、送受信制御部１０６が管理しているアドレスは、同一無線ネットワークを構
成する無線通信装置として認識している無線通信装置のアドレスであってもよい。そして
、Ｓ５０６の結果、上記送り元アドレスが未登録である無線通信装置のアドレスであれば
（Ｓ５０６）、送受信制御部１０６は、ＤＲＰ予約管理部１１４で管理されている自装置
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の送信開始タイミングを参照する（Ｓ５０７）。
【０１１９】
　そして、未登録である無線通信装置から送信された無線信号が、自装置の送信タイミン
グと衝突を生じる場合に（Ｓ５０８）、ＴＦＣオフセット間隔設定部１０８は、未登録で
ある無線通信装置のＴＦＣサイクル（開始のタイミング）から、１～２ＯＦＤＭシンボル
、あるいは２～３ＯＦＤＭシンボル分だけＴＦＣコードの開始タイミングを遅らせるオフ
セット間隔を設定する（Ｓ５０９）。
【０１２０】
　さらに、高周波送信処理部１１７は、未登録である無線通信装置のＴＦＣコードの開始
タイミングにオフセット間隔を加算したタイミングをＴＦＣコードの開始タイミングとし
て無線信号の送信処理を行う（Ｓ５１０）。
【０１２１】
　　〔４〕まとめ
　以上説明したように、本実施形態にかかる無線通信装置１０は、周囲の無線通信装置か
ら送信される無線信号の開始タイミングと差分を有するタイミングをＴＦＣコードの開始
タイミングとして無線信号を送信する。したがって、当該無線通信装置１０が送信する無
線信号と、周囲の無線通信装置から送信される無線信号との周波数帯が同一時間帯に重複
する場合を抑制できる。その結果、同一時間帯に当該無線通信装置１０と周囲の無線通信
装置が無線信号を送信しても、双方の無線信号が干渉する場合が抑制される。すなわち、
当該無線通信装置１０は、正常な無線通信を維持しつつ、周囲の無線通信装置と同一時間
帯に無線信号を送信することによりスループットを向上することができる。
【０１２２】
　すなわち、当該無線通信装置１０が異なる無線ネットワークに属する他の無線通信装置
の電波到達範囲に含まれる場合でも、双方の無線ネットワークの同期を維持しながら、Ｔ
ＦＣコードの開始タイミングを微調整するだけで双方の無線ネットワークを共存させるこ
とができる。
【０１２３】
　また、無線通信装置１０は、他の無線通信装置から送信された無線信号を検出した場合
、スーパーフレーム内でデータ送信のスケジュールがあれば、自装置の送信に先立ちスキ
ャン動作を行なう。そして、ＴＦＣオフセット間隔設定部１０８がスキャン結果に基づい
てオフセット間隔を設定しておくことにより、無線通信装置１０は、自装置の送信スケジ
ュール到来時、他の無線通信装置と送信時間帯が競合しても干渉を回避して無線信号を送
信できる。
【０１２４】
　また、ＢＰＳＴ同期設定部１０９は、自装置のビーコン期間の既存のビーコンスロット
で、新たな無線通信装置からのビーコンが検出された場合に、自装置のスーパーフレーム
間隔を微調整する。具体的には、ＢＰＳＴ同期設定部１０９は、自装置のスーパーフレー
ム間隔を例えば１～２ＯＦＤＭシンボル分短く設定してもよい。その結果、後のスーパー
フレームにおいて、新たな無線通信装置から送信されるビーコンよりも早いタイミングで
ビーコンを受信することができる。
【０１２５】
　また、新たな無線通信装置からのビーコンが検出された場合に、ＴＦＣオフセット間隔
設定部１０８が、自装置のビーコン送信スロットにおいて、オフセット間隔を設定する。
その結果、新たな無線通信装置を含む複数の無線通信装置のビーコンスロットが衝突して
いるときに、周囲の無線通信装置における複数のビーコンの干渉を抑制することができる
。
【０１２６】
　また、他の無線通信装置が利用を設定したＤＲＰ予約情報の中に、自装置と同じスロッ
ト予約の設定があった場合に、ＴＦＣオフセット間隔設定部１０８が事前にオフセット間
隔を設定する。そして、無線通信装置１０は、該当するスロットで該オフセット間隔にし
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たがって通信を行なうことで、予約の変更を行なうことなく、通信を共存させる方法が得
られる。
【０１２７】
　このように、従来からの同一空間上に１つの通信しか存在が認められていなかった、搬
送波検出多重アクセス制御方法に比べ、本実施形態は、複数の通信を共存させることがで
きるため、スループットを劇的に向上させることが可能である。
【０１２８】
　なお、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【０１２９】
　例えば、本明細書の無線通信装置１０の処理における各ステップは、必ずしもフローチ
ャートまたはシーケンス図として記載された順序に沿って時系列に処理する必要はない。
例えば、無線通信装置１０の処理における各ステップは、並列的あるいは個別に実行され
る処理（例えば、並列処理あるいはオブジェクトによる処理）を含んでもよい。
【０１３０】
　また、無線通信装置１０に内蔵されるＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭなどのハードウェア
を、上述した無線通信装置１０の各構成と同等の機能を発揮させるためのコンピュータプ
ログラムも作成可能である。また、該コンピュータプログラムを記憶させた記憶媒体も提
供される。また、図８の機能ブロック図で示したそれぞれの機能ブロックをハードウェア
で構成することで、一連の処理をハードウェアで実現することもできる。
【図面の簡単な説明】
【０１３１】
【図１】本実施形態にかかる無線通信システムの構成例を示した説明図である。
【図２】スーパーフレームの構成例を示した説明図である。
【図３】ビーコンスロット位置を示した概念図である。
【図４】ビーコンフレームの構成例を示した説明図である。
【図５】マルチバンドＯＦＤＭ方式の周波数チャンネルの構成を示した説明図である。
【図６Ａ】ＴＦＣコード１の周波数ホッピングパターンを示した説明図である。
【図６Ｂ】ＴＦＣコード２の周波数ホッピングパターンを示した説明図である。
【図６Ｃ】ＴＦＣコード３の周波数ホッピングパターンを示した説明図である。
【図６Ｄ】ＴＦＣコード４の周波数ホッピングパターンを示した説明図である。
【図６Ｅ】ＴＦＣコード５の周波数ホッピングパターンを示した説明図である。
【図６Ｆ】ＴＦＣコード６の周波数ホッピングパターンを示した説明図である。
【図６Ｇ】ＴＦＣコード７の周波数ホッピングパターンを示した説明図である。
【図７】無線信号の衝突と復号結果の関係を示した説明図である。
【図８】本実施形態にかかる無線通信装置の構成を示した機能ブロック図である。
【図９】複数の無線信号の周波数ホッピングの様子を示した説明図である。
【図１０】本実施形態にかかる無線通信システムの第１の動作例を示したシーケンス図で
ある。
【図１１】複数の無線信号の周波数ホッピングの様子を示した他の説明図である。
【図１２】本実施形態にかかる無線通信システムの第２の動作例の流れを示したシーケン
ス図である。
【図１３】本実施形態にかかる無線通信システムの第３の動作例を示した説明図である。
【図１４】本実施形態にかかる無線通信装置において実行される無線通信方法の流れを示
したフローチャートである。
【図１５】本実施形態にかかる無線通信装置において実行される無線通信方法の流れを示
したフローチャートである。
【符号の説明】
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【０１３２】
　１０１　　アンテナ
　１０２　　高周波受信処理部
　１０６　　送受信制御部
　１０７　　ＴＦＣ同期検出部
　１０８　　ＴＦＣオフセット間隔設定部
　１０９　　ＢＰＳＴ同期設定部
　１１７　　高周波送信処理部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図６Ｃ】

【図６Ｄ】

【図６Ｅ】

【図６Ｆ】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】
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