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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークに接続され、所定の通信プロトコルに従って無線周波数の信号を送受信す
る複数のスマートメータ（１～５）の動作状態を評価するスマートメータ評価装置（１０
）であって、
　前記無線周波数の信号を受信してベースバンド信号に変換する受信手段（２１）と、
　前記ベースバンド信号をデジタルデータに変換して復調データとして出力する復調手段
（４１ａ）と、
　前記復調データの信号種別を特定する信号種別特定手段（４５）と、
　前記復調データに含まれる通信情報を取得する通信情報取得手段（４１ｂ）と、
　前記ベースバンド信号の信号波形を取得する信号波形取得手段（４１ｃ）と、
　前記信号種別、前記通信情報及び前記信号波形を表示する表示手段（３３）と、を備え
たことを特徴とするスマートメータ評価装置。
【請求項２】
　前記復調データの送信元のスマートメータを特定するスマートメータ特定手段（４４）
と、
　前記ベースバンド信号の信号レベルを測定する信号レベル測定手段（４２）と、をさら
に備え、
　前記スマートメータ特定手段は、前記信号レベルに基づいて前記復調データの送信元の
スマートメータを特定するものであることを特徴とする請求項１に記載のスマートメータ
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評価装置。
【請求項３】
　一のスマートメータにおいて複数のスマートメータからの各信号が衝突したことを前記
信号レベルに基づいて検出する信号衝突検出手段（４３）をさらに備えたことを特徴とす
る請求項２に記載のスマートメータ評価装置。
【請求項４】
　ネットワークに接続され、所定の通信プロトコルに従って無線周波数の信号を送受信す
る複数のスマートメータ（１～５）の動作状態を評価するスマートメータの評価方法であ
って、
　前記無線周波数の信号を受信してベースバンド信号に変換する受信ステップと、
　前記ベースバンド信号をデジタルデータに変換して復調データとして出力する復調ステ
ップと、
　前記復調データの信号種別を特定する信号種別特定ステップと、
　前記復調データに含まれる通信情報を取得する通信情報取得ステップと、
　前記ベースバンド信号の信号波形を取得する信号波形取得ステップと、
　前記信号種別、前記通信情報及び前記信号波形を表示する表示ステップと、を含むこと
を特徴とするスマートメータの評価方法。
【請求項５】
　前記ベースバンド信号の信号レベルを測定する信号レベル測定ステップと、
　一のスマートメータにおいて複数のスマートメータからの各信号が衝突したことを前記
信号レベルに基づいて検出する信号衝突検出ステップと、をさらに含むことを特徴とする
請求項４に記載のスマートメータの評価方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スマートメータの動作状態を評価するスマートメータ評価装置及びスマート
メータの評価方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電力メータやガスメータ等に通信機能を持たせたスマートメータと呼ばれる計器
の導入が検討されている。電力量を計量するスマートメータとしては、特許文献１に開示
されたものが知られている。
【０００３】
　特許文献１に記載のスマートメータは、ネットワークを介して各顧客の使用電力量の情
報を自動的に取得する自動検針装置に接続され、各顧客の検針値データを取得する検針手
段と、検針値データを自動検針装置に転送する検針値データ転送手段と、自動検針装置か
らの所定の通告を受信する通告受信部と、を備えている。この構成により、特許文献１に
記載のスマートメータは、各顧客の使用電力量のデータを一定間隔で取得したり、使用電
力量の抑制を通知したりすることができるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１２８８１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前述のように、スマートメータは使用電力量の情報の取得や所定の通告の受信ができる
利便性の高いものではあるが、スマートメータの動作状態を評価する装置は提案されてい
なかった。
【０００６】
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　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、スマートメータの動作状態を
評価するスマートメータ評価装置及びスマートメータの評価方法を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の請求項１に係るスマートメータ評価装置は、ネットワークに接続され、所定の
通信プロトコルに従って無線周波数の信号を送受信する複数のスマートメータ（１～５）
の動作状態を評価するスマートメータ評価装置（１０）であって、前記無線周波数の信号
を受信してベースバンド信号に変換する受信手段（２１）と、前記ベースバンド信号をデ
ジタルデータに変換して復調データとして出力する復調手段（４１ａ）と、前記復調デー
タの信号種別を特定する信号種別特定手段（４５）と、前記復調データに含まれる通信情
報を取得する通信情報取得手段（４１ｂ）と、前記ベースバンド信号の信号波形を取得す
る信号波形取得手段（４１ｃ）と、前記信号種別、前記通信情報及び前記信号波形を表示
する表示手段（３３）と、を備えた構成を有している。
【０００８】
　この構成により、本発明の請求項１に係るスマートメータ評価装置は、スマートメータ
の通信信号から信号種別、通信情報及び信号波形を取得し、表示手段が、信号種別、通信
情報及び信号波形を表示するので、スマートメータの動作状態を評価することができる。
【０００９】
　また、本発明の請求項２に係るスマートメータ評価装置は、前記復調データの送信元の
スマートメータを特定するスマートメータ特定手段（４４）と、前記ベースバンド信号の
信号レベルを測定する信号レベル測定手段（４２）と、をさらに備え、前記スマートメー
タ特定手段は、前記信号レベルに基づいて前記復調データの送信元のスマートメータを特
定するものである構成を有している。
【００１０】
　この構成により、本発明の請求項２に係るスマートメータ評価装置は、受信データの送
信元のスマートメータを特定することができる。
【００１１】
　さらに、本発明の請求項３に係るスマートメータ評価装置は、一のスマートメータにお
いて複数のスマートメータからの各信号が衝突したことを前記信号レベルに基づいて検出
する信号衝突検出手段（４３）をさらに備えた構成を有している。
【００１２】
　この構成により、本発明の請求項３に係るスマートメータ評価装置は、一のスマートメ
ータにおいて信号が衝突したことを検出することができる。
【００１３】
　本発明の請求項４に係るスマートメータ評価方法は、ネットワークに接続され、所定の
通信プロトコルに従って無線周波数の信号を送受信する複数のスマートメータ（１～５）
の動作状態を評価するスマートメータの評価方法であって、前記無線周波数の信号を受信
してベースバンド信号に変換する受信ステップと、前記ベースバンド信号をデジタルデー
タに変換して復調データとして出力する復調ステップと、前記復調データの信号種別を特
定する信号種別特定ステップと、前記復調データに含まれる通信情報を取得する通信情報
取得ステップと、前記ベースバンド信号の信号波形を取得する信号波形取得ステップと、
前記信号種別、前記通信情報及び前記信号波形を表示する表示ステップと、を含む構成を
有している。
【００１４】
　この構成により、本発明の請求項４に係るスマートメータ評価方法は、表示ステップに
おいて、信号種別、通信情報及び信号波形を表示するので、スマートメータの動作状態を
評価することができる。
【００１５】
　また、本発明の請求項５に係るスマートメータ評価方法は、前記ベースバンド信号の信
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号レベルを測定する信号レベル測定ステップと、一のスマートメータにおいて複数のスマ
ートメータからの各信号が衝突したことを前記信号レベルに基づいて検出する信号衝突検
出ステップと、をさらに含む構成を有している。
【００１６】
　この構成により、本発明の請求項５に係るスマートメータ評価方法は、一のスマートメ
ータにおいて信号が衝突したことを検出することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明は、スマートメータの動作状態を評価することができるという効果を有するスマ
ートメータ評価装置及びスマートメータの評価方法を提供することができるものである。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明に係るスマートメータ評価装置の適用例を示した模式図である。
【図２】本発明に係るスマートメータ評価装置の一実施形態におけるブロック構成図であ
る。
【図３】本発明に係るスマートメータ評価装置の一実施形態における表示部の表示例を示
す図である。
【図４】本発明に係るスマートメータ評価装置の一実施形態において、信号の衝突判定の
前に実施する準備段階の動作のフローチャートである。
【図５】本発明に係るスマートメータ評価装置の一実施形態において、信号の衝突判定の
動作のフローチャートである。
【図６】本発明に係るスマートメータ評価装置の一実施形態において、復調データの波形
例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の一実施形態について図面を用いて説明する。なお、本発明に係るスマー
トメータ評価装置を、電力量を計量するスマートメータを評価するものに適用した例を挙
げて説明する。
【００２０】
　図１は、本実施形態におけるスマートメータ評価装置１０の適用例を示した模式図であ
る。図１において、スマートメータ１～５は、例えば、各住宅に設置され、各住宅の電力
使用量を計測するものである。また、スマートメータ１～５は、無線通信機能を有し、そ
れぞれが自律的に無線アドホックネットワークを形成し、計測した電力使用量のデータを
所定の通信プロトコルに従ってパケット化してマルチホップ通信により集約装置６に送信
するようになっている。通信プロトコルとしては、例えば、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）と
呼ばれるものがある。このＺｉｇＢｅｅは、ＯＳＩ参照モデルのネットワーク層以上の範
囲をカバーするものであり、物理層及びＭＡＣ（Media Access Control）層についてはＩ
ＥＥＥ８０２．１５．４を採用している。
【００２１】
　図１では、スマートメータ２が、計測した電力使用量のデータを含むパケットをスマー
トメータ３及び５を介して集約装置６に送信する状態を示している。本実施形態における
スマートメータ評価装置１０は、スマートメータ１～５の各通信信号を受信し、通信信号
の解析を行うことができるものである。以下、スマートメータ評価装置１０の構成につい
て説明する。
【００２２】
　図２に示すように、スマートメータ評価装置１０は、測定装置２０及び解析装置３０を
備える。
【００２３】
　測定装置２０は、受信部２１、ＡＤ（アナログデジタル）変換部２２、受信信号記憶部
２３を備える。受信部２１は、アンテナ２１ａを有し、スマートメータ１～５から無線周
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波数の各通信信号を受信してベースバンド信号に周波数変換し、ＡＤ変換部２２に出力す
るようになっている。この受信部２１は、本発明に係る受信手段を構成する。ＡＤ変換部
２２は、ベースバンド信号をアナログ値からデジタル値に変換するようになっている。受
信信号記憶部２３は、デジタル値のベースバンド信号を記憶するようになっている。なお
、測定装置２０は、多種多様な信号を受信して各種測定を行う測定機能を備えてはいるが
、これらの測定機能は本発明とは直接関係しないので、測定に係る構成の図示は省略して
いる。
【００２４】
　解析装置３０は、信号解析手段４０、操作部３１、表示制御部３２、表示部３３を備え
る。なお、解析装置３０は、図示を省略したが、解析装置３０の全体の動作を制御するＣ
ＰＵ及びこのＣＰＵを機能させるためのプログラムを記憶するＲＯＭ、ＲＡＭ等で構成さ
れた制御回路を備えている。
【００２５】
　信号解析手段４０は、信号処理部４１、信号レベル測定部４２、判定部４３、スマート
メータ管理部４４、信号種別特定部４５、メモリ部４６を備える。信号処理部４１は、復
調部４１ａ、通信情報取得部４１ｂ、信号波形取得部４１ｃを備える。
【００２６】
　復調部４１ａは、受信信号記憶部２３から評価対象のベースバンド信号を読み出してデ
ジタルデータに変換（復調）し、このデータを復調データとして出力するようになってい
る。なお、復調部４１ａは、必要に応じて復調データの復号も行えるようになっている。
この復調部４１ａは、本発明に係る復調手段を構成する。
【００２７】
　通信情報取得部４１ｂは、復調データに含まれる通信情報を取得するようになっている
。通信情報は、例えば、ヘッダ情報、通信ログ情報、電力量データ等を含む。この通信情
報取得部４１ｂは、本発明に係る通信情報取得手段を構成する。
【００２８】
　信号波形取得部４１ｃは、表示部３３にベースバンド信号波形を表示するために、受信
信号記憶部２３から評価対象のベースバンド信号を読み出すことにより、その信号波形を
取得するようになっている。この信号波形取得部４１ｃは、本発明に係る信号波形取得手
段を構成する。
【００２９】
　信号レベル測定部４２は、受信信号記憶部２３から評価対象のベースバンド信号を読み
出し、読み出したベースバンド信号の信号レベルを測定するようになっている。この信号
レベル測定部４２は、本発明に係る信号レベル測定手段を構成する。
【００３０】
　判定部４３は、後述する操作部３１の設定に従って各種の判定を行うようになっている
。例えば、判定部４３は、あるスマートメータにおいて、信号の衝突（パケットの衝突）
が発生しているか否かの判定や、受信データが正常か否かといった判定を行うものである
。この判定部４３は、本発明に係る信号衝突検出手段を構成する。
【００３１】
　スマートメータ管理部４４は、スマートメータとベースバンド信号の信号レベルとを関
連付けた関連情報を予め取得し、この関連情報と、信号レベル測定部４２が測定した信号
レベルとに基づいて、復調部４１ａが復調した復調データの送信元のスマートメータを特
定するようになっている。このスマートメータ管理部４４は、本発明に係るスマートメー
タ特定手段を構成する。なお、スマートメータ管理部４４は、スマートメータ１～５の通
信ログを参照することによって、復調データの送信元のスマートメータを特定するもので
あってもよい。
【００３２】
　信号種別特定部４５は、復調部４１ａが復調した復調データの信号種別を特定するよう
になっている。例えば、信号種別特定部４５は、復調データのヘッダ情報から、信号種別
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として、ビーコン信号、データ信号、Ａｃｋ（Acknowledgement）信号、ＭＡＣコマンド
信号等を特定することができる。この信号種別特定部４５は、本発明に係る信号種別特定
手段を構成する。
【００３３】
　メモリ部４６は、通信情報取得部４１ｂが取得した通信情報、信号波形取得部４１ｃが
取得したベースバンド信号波形、信号レベル測定部４２が測定した信号レベル、スマート
メータ管理部４４が特定したスマートメータ特定情報、信号種別特定部４５が特定した信
号種別等のデータを記憶するようになっている。
【００３４】
　操作部３１は、信号解析手段４０で解析する解析項目や解析条件、判定条件等を設定す
るため評価者が操作するものである。例えば、操作部３１は、図示を省略したが、各種条
件を設定するための設定画面を表示するディスプレイ、キーボード、ダイヤル又はマウス
のような入力デバイス、これらを制御する制御回路等を備える。
【００３５】
　表示制御部３２は、操作部３１の設定内容に応じて、メモリ部４６に記憶された各デー
タをスマートメータごとに表示部３３に表示するための表示制御を行うようになっている
。
【００３６】
　表示部３３は、例えば液晶モニタで構成され、表示制御部３２の出力信号を表示するよ
うになっている。この表示部３３は、本発明に係る表示手段を構成する。
【００３７】
　次に、本実施形態におけるスマートメータ評価装置１０の動作について説明する。なお
、受信信号記憶部２３には、評価対象のベースバンド信号が記憶されているものとする。
【００３８】
　評価者が操作部３１を操作することにより、信号解析手段４０において以下の動作が行
われる。
【００３９】
　復調部４１ａは、受信信号記憶部２３から評価対象のベースバンド信号を読み出してデ
ジタルデータに変換（復調）し、復調データ、復調データに含まれる通信情報、復調デー
タの信号波形のデータをメモリ部４６に記憶する。
【００４０】
　信号レベル測定部４２は、復調部４１ａが復調した復調データに対応するベースバンド
信号の信号レベルを測定し、測定結果のデータを復調データと関連付けてメモリ部４６に
記憶する。
【００４１】
　判定部４３は、操作部３１の設定に従って各種の判定を行う。例えば、判定部４３は、
復調部４１ａの復調結果が正常か否かの判定や、スマートメータの異常の有無、信号の衝
突の発生の有無等を判定し、その判定結果のデータをメモリ部４６に記憶する。
【００４２】
　スマートメータ管理部４４は、信号レベル測定部４２が測定した信号レベルに基づいて
、復調部４１ａが復調した復調データの送信元のスマートメータを特定し、特定結果のデ
ータをメモリ部４６に記憶する。
【００４３】
　信号種別特定部４５は、復調部４１ａが復調した復調データの信号種別を特定し、特定
結果のデータをメモリ部４６に記憶する。
【００４４】
　さらに、評価者が操作部３１を操作することにより、表示制御部３２が、メモリ部４６
に記憶された各データを読み出して表示部３３に表示する動作が行われる。その結果、表
示部３３は、例えば、図３に示すような表示を行う。図３は、表示部３３の表示例を示す
図である。
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【００４５】
　表示部３３の表示画面は、ＰＨＹ（物理層）解析結果を表示する表示エリア５１、ＭＡ
Ｃ解析結果を表示する表示エリア５２、各通信信号の波形を表示する表示エリア５３、各
通信信号の送信タイミングを表示する表示エリア５４、各通信信号の送信電力を表示する
表示エリア５５で構成されている。
【００４６】
　図３に示した表示例では、表示エリア５２において、通信情報取得部４１ｂが取得した
通信情報のうち、信号Ｆ３の通信内容が表示されている。この表示エリア５２を評価者が
見れば、通信プロトコルによる通信内容の詳細が分かり、どのようなデータが送受されて
いるかを容易に知ることができる。具体的には、送信元のスマートメータの識別番号、通
信データの暗号化の有無及び暗号種別、使用電力量等のデータの宛先、使用電力量等のデ
ータの内容及び計測条件等の情報が表示エリア５２に表示される。
【００４７】
　また、表示エリア５３には、時間軸及び電力軸で表された各信号及びその波形（ベース
バンド信号波形）が識別表示されている。例えば、信号Ｆ３はビーコン信号、信号Ｆ４は
ＭＡＣコマンド信号、信号Ｆ５はＡｃｋ信号、信号Ｆ６はデータ信号であることが容易に
分かるよう表示エリア５３に識別表示されている。識別表示の例としては、各信号名を表
すエリアを色分けして表示する手法がある。また、例えば、送信元のスマートメータごと
にその送信信号の波形を識別表示したり、文字で識別表示したりしてもよい。
【００４８】
　また、表示エリア５４には、各信号の時間軸上の位置や、隣接する信号間の時間間隔（
GAP TIME）が表示されている。
【００４９】
　次に、本実施形態におけるスマートメータ評価装置１０において、信号の衝突判定の動
作について説明する。この信号の衝突判定は、ＺｉｇＢｅｅ／ＩＥＥＥ８０２．１５．４
の規格では信号送出の同期管理が行われないので、あるスマートメータにおいて信号が衝
突するおそれがあるため実施するものである。
【００５０】
　最初に、スマートメータ評価装置１０は、信号の衝突判定の前に、図４に示した準備段
階の動作を行う。
【００５１】
　復調部４１ａは、受信信号記憶部２３に記憶されたベースバンド信号を読み出してデジ
タルデータに変換（復調）し（ステップＳ１１）、復調データをメモリ部４６に出力する
。
【００５２】
　スマートメータ管理部４４は、復調データのヘッダ情報を参照し、その復調データの送
信元のスマートメータを特定する（ステップＳ１２）。
【００５３】
　信号レベル測定部４２は、復調データに対応するベースバンド信号の信号レベルの平均
値をスマートメータごとに測定する（ステップＳ１３）。
【００５４】
　スマートメータ管理部４４は、信号レベル測定部４２が測定した、復調データに対応す
るベースバンド信号の信号レベルと、その復調データの送信元のスマートメータとを関連
付けたデータをメモリ部４６に記憶する（ステップＳ１４）。
【００５５】
　次に、図５及び図６に基づき、スマートメータ評価装置１０の信号の衝突判定の動作に
ついて説明する。
【００５６】
　復調部４１ａは、受信信号記憶部２３に記憶された評価対象のベースバンド信号を読み
出してデジタルデータに変換（復調）し（ステップＳ２１）、復調データをメモリ部４６
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に出力する。
【００５７】
　スマートメータ管理部４４は、復調データのヘッダ情報を参照し、その復調データの送
信元のスマートメータを特定する（ステップＳ２２）。
【００５８】
　通信情報取得部４１ｂは、復調データのヘッダ情報に含まれるＬｅｎｇｔｈ値を読み取
る（ステップＳ２３）。このＬｅｎｇｔｈ値は、復調データの長さを示す値である。この
Ｌｅｎｇｔｈ値から、対応する信号の信号長（時間の長さ）が推定できる。その結果、例
えば、図６（ａ）に示したデータ６１は、Ｌｅｎｇｔｈ値相当の位置まで復調できたこと
が分かる。また、通信情報取得部４１ｂは、復調データのＭＡＣヘッダを解析し、ＭＡＣ
解析結果を取得する（ステップＳ２４）。
【００５９】
　判定部４３は、ＭＡＣ解析結果が正常か否かを判定する（ステップＳ２５）。ここで、
ＭＡＣ解析結果が正常とは、通信情報取得部４１ｂによるＭＡＣヘッダの解析の結果、Ｚ
ｉｇＢｅｅ／ＩＥＥＥ８０２．１５．４の規格に沿った意味のあるデータが得られたこと
をいう。
【００６０】
　ステップＳ２５において、ＭＡＣ解析結果が正常であると判定された場合は、判定部４
３は、Ｌｅｎｇｔｈ値相当の位置より後の信号レベルが閾値レベル（図６（ａ）参照）以
下か否かを判定する（ステップＳ２６）。このステップＳ２６において、Ｌｅｎｇｔｈ値
相当の位置より後の信号レベルが閾値レベル以下と判定された場合は、復調データは正常
であると判定し（ステップＳ２７）、その判定結果が表示制御部３２により表示部３３に
表示される（ステップＳ３５）。
【００６１】
　ステップＳ２５において、ＭＡＣ解析結果が正常ではない、すなわち異常であると判定
された場合は、判定部４３は、ＭＡＣ解析結果の異常部分の信号レベルが閾値レベル以下
か否かを判定する（ステップＳ３１）。このステップＳ３１において、ＭＡＣ解析結果の
異常部分の信号レベルが閾値レベル以下と判定された場合は、判定部４３は、復調データ
の送信元のスマートメータが異常であると判定し（ステップＳ３２）、ステップＳ３５に
進む。
【００６２】
　例えば、図６（ｂ）に示すデータ６２は、後半部分のデータ６２ａが消失している。し
たがって、データ６２は、Ｌｅｎｇｔｈ値相当の位置まで復調できたものではなく、デー
タ６２ａが消失した部分はＭＡＣ解析結果の異常部分と判定され、かつ、この異常部分の
信号レベルが閾値レベル以下であると判定される。
【００６３】
　ステップＳ２６においてＬｅｎｇｔｈ値相当の位置より後の信号レベルが閾値レベル以
下ではないと判定された場合と、ステップＳ３１においてＭＡＣ解析結果の異常部分の信
号レベルが閾値レベル以下ではないと判定された場合（例えば図６（ｃ）、（ｄ））は、
判定部４３は、復調データの送信元のスマートメータの信号と、それ以外のスマートメー
タからの信号とが衝突したと判定する（ステップＳ３３）。
【００６４】
　具体的には、図６（ｃ）に示すデータ６３は、後半部分に衝突したデータ６３ａが重畳
されている。また、図６（ｄ）に示すデータ６４は、後半部分に衝突したデータ６４ａが
重畳されている。
【００６５】
　ステップＳ３３の判定結果が得られた場合、スマートメータ管理部４４は、復調データ
の信号レベルから衝突した信号の送信元のスマートメータを特定し（ステップＳ３４）、
ステップＳ３５に進む。例えば、スマートメータ管理部４４は、図６（ｃ）及び（ｄ）に
それぞれ示したデータ６３ａ及び６４ａの各信号レベルと、図４のステップＳ１４で記憶
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した関連情報とに基づいて、それぞれの送信元のスマートメータを特定することができる
。
【００６６】
　以上のように、本実施形態におけるスマートメータ評価装置１０は、表示部３３が、信
号種別、通信情報及び信号波形を表示する構成を有するので、スマートメータの動作状態
を評価することができる。
【００６７】
　また、スマートメータ評価装置１０は、前述の信号の衝突判定を行うことにより、無線
アドホックネットワーク上のどのスマートメータにおいて信号の衝突が発生しているかを
特定することができ、異常箇所の特定が容易となる。
【００６８】
　なお、前述の実施形態では、スマートメータ評価装置１０が、無線アドホックネットワ
ークに接続されたスマートメータを評価する例を挙げて説明したが、他の無線ネットワー
クや、有線ネットワークに接続されたスマートメータを評価することもできる。
【００６９】
　また、前述の実施形態では、スマートメータ評価装置１０が、電力量を計量するスマー
トメータを評価する例を挙げたが、本発明はこれに限定されるものではなく、ガスや水道
等の使用量を計量するスマートメータ及び各種センサネットワークを評価することもでき
る。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　以上のように、本発明に係るスマートメータの動作状態を評価するスマートメータ評価
装置及びスマートメータの評価方法は、スマートメータの動作状態を評価することができ
るという効果を有し、電力量やガスの使用量を計量するスマートメータ等の動作状態を評
価するスマートメータ評価装置及びスマートメータの評価方法として有用である。
【符号の説明】
【００７１】
　１～５　スマートメータ
　６　集約装置
　１０　スマートメータ評価装置
　２０　測定装置
　２１　受信部（受信手段）
　２１ａ　アンテナ
　２２　ＡＤ変換部
　２３　受信信号記憶部
　３０　解析装置
　３１　操作部
　３２　表示制御部
　３３　表示部（表示手段）
　４０　信号解析手段
　４１　信号処理部
　４１ａ　復調部（復調手段）
　４１ｂ　通信情報取得部（通信情報取得手段）
　４１ｃ　信号波形取得部（信号波形取得手段）
　４２　信号レベル測定部（信号レベル測定手段）
　４３　判定部（信号衝突検出手段）
　４４　スマートメータ管理部（スマートメータ特定手段）
　４５　信号種別特定部（信号種別特定手段）
　４６　メモリ部
　５１～５５　表示エリア
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　６１～６４（６２ａ、６３ａ、６４ａ）　データ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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