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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信側と受信側で無線通信を行うシステムにおける適応変調符号化方法であって、
　前記送信側と前記受信側で独立に測定可能な共通の伝搬路の品質情報を指標とする変調
符号化方式の遷移条件を共有し、
　前記送信側と前記受信側それぞれで独立に測定した前記品質情報と、共有した前記遷移
条件に基づいて、前記送信側と前記受信側が各々前記変調符号化方式を切り替え、
　前記受信側は候補となる前記変調符号化方式の内の一部を受信処理の対象とし、
　前記受信側の判断により運用中に、前記受信処理の対象とする前記変調符号化方式の数
を一時的に増加させ、
　前記受信処理の対象とする変調符号化方式の数を増加させる条件が、前記変調符号化方
式の切り替えから予め決められた一定の回数パケットを受信するまでの期間である、
ことを特徴とする適応変調符号化方法。
【請求項２】
　送信側と受信側で無線通信を行うシステムにおける適応変調符号化方法であって、
　前記送信側と前記受信側で独立に測定可能な共通の伝搬路の品質情報を指標とする変調
符号化方式の遷移条件を共有し、
　前記送信側と前記受信側それぞれで独立に測定した前記品質情報と、共有した前記遷移
条件に基づいて、前記送信側と前記受信側が各々前記変調符号化方式を切り替え、
　前記受信側は候補となる前記変調符号化方式の内の一部を受信処理の対象とし、
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　前記受信側の判断により運用中に、前記受信処理の対象とする前記変調符号化方式の数
を一時的に増加させ、
　前記受信処理の対象とする前記変調符号化方式の数を増加させる条件が、前記変調符号
化方式の切り替えから、切り替えた後の前記変調符号化方式を用いて受信処理を行った際
のパケットエラー率が、予め決められた閾値を下回るまでの期間、或いは、切り替える前
の前記変調符号化方式を用いて受信処理を行った際のパケットエラー率よりも、予め決め
られた値以上下回るまでの期間である、
ことを特徴とする適応変調符号化方法。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の適応変調符号化方法であって、
　前記品質情報が無線通信のパケットエラー率、或いは無線通信の連続パケットエラー回
数である、
ことを特徴とする適応変調符号化方法。
【請求項４】
　請求項１又は２に記載の適応変調符号化方法であって、
　前記送信側と前記受信側は、共有した前記遷移条件を用いて、現在の前記品質情報の共
有を可能とする、
ことを特徴とする適応変調符号化方法。
【請求項５】
　請求項１又は２に記載の適応変調符号化方法であって、
　前記送信側と前記受信側の前記変調符号化方式の切り替えにおいて、当該変調符号化方
式の変動量を可変とする、
ことを特徴とする適応変調符号化方法。
【請求項６】
　請求項１又は２に記載の適応変調符号化方法であって、
　前記送信側と前記受信側の前記変調符号化方式の切り替えにおいて、当該変調符号化方
式の変動量が、前記変調符号化方式の切り替えに用いる前記品質情報、またはそれ以外の
他の前記品質情報に基づいて決定される複数の値をとる、
ことを特徴とする適応変調符号化方法。
【請求項７】
　測定端末装置と無線通信を行う集約局装置であって、
　変調符号化方式を用いる無線送受信部と処理部を備え、
　前記処理部は、
　前記測定端末装置と共有した、当該集約局装置と前記測定端末装置で独立に測定可能な
共通の伝搬路の品質情報を指標とする前記変調符号化方式の遷移条件と、当該集約局装置
で独立に測定した前記品質情報に基づき、前記変調符号化方式を切り替え、
　候補となる前記変調符号化方式の内の一部を受信処理の対象とし、
　前記処理部は、
　運用中に、前記受信処理の対象とする前記変調符号化方式の数を一時的に増加させ、
　前記受信処理の対象とする変調符号化方式の数を増加させる条件が、前記変調符号化方
式の切り替えから予め決められた一定の回数パケットを受信するまでの期間である、
ことを特徴とする集約局装置。
【請求項８】
　測定端末装置と無線通信を行う集約局装置であって、
　変調符号化方式を用いる無線送受信部と処理部を備え、
　前記処理部は、
　前記測定端末装置と共有した、当該集約局装置と前記測定端末装置で独立に測定可能な
共通の伝搬路の品質情報を指標とする前記変調符号化方式の遷移条件と、当該集約局装置
で独立に測定した前記品質情報に基づき、前記変調符号化方式を切り替え、
　候補となる前記変調符号化方式の内の一部を受信処理の対象とし、
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　前記処理部は、
　運用中に、前記受信処理の対象とする前記変調符号化方式の数を一時的に増加させ、
　前記受信処理の対象とする前記変調符号化方式の数を増加させる条件が、前記変調符号
化方式の切り替えから、切り替えた後の前記変調符号化方式を用いて受信処理を行った際
のパケットエラー率が、予め決められた閾値を下回るまでの期間、或いは、切り替える前
の前記変調符号化方式を用いて受信処理を行った際のパケットエラー率よりも、予め決め
られた値以上下回るまでの期間である、
ことを特徴とする集約局装置。
【請求項９】
　請求項７又は８に記載の集約局装置であって、
　前記品質情報が無線通信のパケットエラー率、或いは無線通信の連続パケットエラー回
数である、
ことを特徴とする集約局装置。
【請求項１０】
　請求項７又は８に記載の集約局装置であって、
　前記処理部は、
　共有した前記遷移条件を用いて、現在の前記品質情報の共有を可能とする、
ことを特徴とする集約局装置。
【請求項１１】
　請求項７又は８に記載の集約局装置であって、
　前記処理部は、
　前記送信側と前記受信側の前記変調符号化方式の切り替えにおいて、当該変調符号化方
式の変動量を可変とする、
ことを特徴とする集約局装置。
【請求項１２】
　請求項７又は８に記載の集約局装置であって、
　前記処理部は、
　前記変調符号化方式の切り替えにおいて、当該変調符号化方式の変動量が、前記変調符
号化方式の切り替えに用いる前記品質情報、またはそれ以外の他の前記品質情報に基づい
て決定される複数の値をとる、
ことを特徴とする集約局装置。
【請求項１３】
　集約局装置と無線通信を行う測定端末装置であって、
　変調符号化方式を用いる無線送受信部と処理部を備え、
　前記処理部は、
　前記集約局装置から受信し、前記集約局装置と共有した、当該測定端末装置と前記集約
局装置とで独立に測定可能な共通の伝搬路の品質情報を指標とする前記変調符号化方式の
遷移条件と、当該測定端末装置で独立に測定した前記品質情報に基づき、前記変調符号化
方式を切り替え、
　候補となる前記変調符号化方式の内の一部を受信処理の対象とし、
　運用中に、前記受信処理の対象とする前記変調符号化方式の数を一時的に増加させ、
　前記受信処理の対象とする変調符号化方式の数を増加させる条件が、前記変調符号化方
式の切り替えから予め決められた一定の回数パケットを受信するまでの期間である、
ことを特徴とする測定端末装置。
【請求項１４】
　集約局装置と無線通信を行う測定端末装置であって、
　変調符号化方式を用いる無線送受信部と処理部を備え、
　前記処理部は、
　前記集約局装置から受信し、前記集約局装置と共有した、当該測定端末装置と前記集約
局装置とで独立に測定可能な共通の伝搬路の品質情報を指標とする前記変調符号化方式の
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遷移条件と、当該測定端末装置で独立に測定した前記品質情報に基づき、前記変調符号化
方式を切り替え、
　候補となる前記変調符号化方式の内の一部を受信処理の対象とし、
　運用中に、前記受信処理の対象とする前記変調符号化方式の数を一時的に増加させ、
　前記受信処理の対象とする前記変調符号化方式の数を増加させる条件が、前記変調符号
化方式の切り替えから、切り替えた後の前記変調符号化方式を用いて受信処理を行った際
のパケットエラー率が、予め決められた閾値を下回るまでの期間、或いは、切り替える前
の前記変調符号化方式を用いて受信処理を行った際のパケットエラー率よりも、予め決め
られた値以上下回るまでの期間である、
ことを特徴とする測定端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線通信システム及び無線通信装置に係り、特に適応変調符号化による通信制
御技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ボイラーや火力タービンといった設備の監視や保守、または構内のエネルギー消
費量のモニタリングを、現場から離れたセンタ側から遠隔で実施することの需要が高まっ
ている。この際、末端のモニタリング用のセンサ各々に通信用のケーブルを接続するとコ
ストが増加することや、モニタリング対象が移動する場合があることから、センサのデー
タを無線通信で一旦基地局装置に集約する構成が注目されている。
【０００３】
　一方、一般に無線通信は有線に比べて伝搬路品質の変動が大きい。これに対し、伝搬路
品質に応じて変調符号化方式（ＭＣＳ：Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　
Ｓｃｈｅｍｅ）を適応的に選択することで、パケット到達率を維持しつつ伝送データ量を
増加させる、適応変調符号化方式（ＡＭＣ：Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　
ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ）が知られている。前記の遠隔監視システムにおいても、ＡＭＣを
適用することでセンサあたりの通信速度を改善し、通信時間の短縮を図ることができる。
【０００４】
　ＡＭＣの効果をより高めるため、ＭＣＳの選択に関してはさまざまな方式が提案されて
いる。例えば特許文献１及び特許文献２では、端末の平均伝播路品質を測定し、その品質
に対応するＭＣＳを中心にＡＭＣで候補とするＭＣＳのセットを選択することで、ＭＣＳ
の候補の総数を増加させずにＡＭＣの効果を高める技術が開示されている。また、特許文
献２では、基地局装置で測定した端末の移動速度に応じてＭＣＳの決定に用いる受信信号
品質（ＳＩＮＲ：Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｎｏｉｓｅ
　Ｒａｔｉｏ）の平均時間などを切り替える技術が開示されている。また、特許文献３で
は、ＳＩＮＲとＭＣＳの対応テーブルの閾値に対して、現在のパケットエラー率に応じた
オフセットを適用することで、短期的な伝搬路変動（フェージング）の影響を低減する技
術が開示されている。また、特許文献４では、通信先のノードの情報をノード間で交換す
ることにより、ＣＳＭＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓ
ｓ）における隠れ端末問題のＡＭＣへの影響を低減する技術が開示されている。更に、特
許文献５では、高次の変調方式から順にＢｌｉｎｄ　Ｄｅｃｏｄｉｎｇを行い、成功した
時点で打ち切ることでＢｌｉｎｄ　Ｄｅｃｏｄｉｎｇの処理負荷の低減を図る技術が開示
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－０８１５９４号公報
【特許文献２】特開２０１１－０４９８２９号公報
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【特許文献３】特開２００５－２０４２７６号公報
【特許文献４】特開２００９－１７７４８１号公報
【特許文献５】特開２００４－５１９１７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　送信側が複数のＭＣＳの候補から１つを選択するＡＭＣにおいて、復調や復号のような
受信処理を成功させるためには、受信側が、送信側が選択したＭＣＳで受信処理を行う必
要がある。これは、例えば送信側が、データとは別にＭＣＳ情報を受信側へ通知すること
で実現できる。この場合、通知されたＭＣＳで受信処理を行えば良いため受信側の負荷は
低いが、ＭＣＳ情報の分だけ送信データ量が増加し、その送信処理や送信時間の分だけ送
信側の負荷が高くなる。一方、送信側がＭＣＳ情報を通知せず、受信側が候補となるＭＣ
Ｓ全てについて受信処理を試行（Ｂｌｉｎｄ　Ｄｅｃｏｄｉｎｇ）しても良い。この場合
、送信側の負荷はＡＭＣを行わない場合と同等だが、成功するまで受信処理を繰り返すた
め、受信側の処理負荷が増加する。このように、ＭＣＳを合わせるために送信側もしくは
受信側いずれかの負荷が高くなることがＡＭＣの課題であった。
【０００７】
　特許文献１－４は、いずれもＡＭＣの効果を高めるものであり、これらの処理負荷を低
減できない。また、特許文献５は、送信側が低次の変調方式を用いた場合はほぼ全てのＭ
ＣＳを受信処理することや、高次のＭＣＳを受信したと誤認した場合、低次のＭＣＳを受
信処理せずにＡＭＣを打ち切り、受信に失敗することという課題がある。
【０００８】
　本発明の目的は、上記課題を解決するため、送信側と受信側の処理負荷が共に低い適応
変調符号化方法及び装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するために、本発明においては、送信側と受信側で無線通信を行うシ
ステムにおける適応変調符号化方法であって、送信側と受信側で独立に測定可能な共通の
伝搬路の品質情報を指標とする変調符号化方式の遷移条件を共有し、送信側と受信側それ
ぞれで独立に測定した品質情報と、共有した遷移条件に基づいて、送信側と受信側が各々
変調符号化方式を切り替え、受信側は候補となる変調符号化方式の内の一部を受信処理の
対象とし、受信側の判断により運用中に、受信処理の対象とする変調符号化方式の数を一
時的に増加させ、受信処理の対象とする変調符号化方式の数を増加させる条件が、変調符
号化方式の切り替えから予め決められた一定の回数パケットを受信するまでの期間である
、構成の適応変調符号化方法を提供する。
【００１０】
　また、上記の目的を達成するため、本発明においては、測定端末装置と無線通信を行う
集約局装置であって、変調符号化方式を用いる無線送受信部と処理部を備え、処理部は、
測定端末装置と共有した、当該集約局装置と測定端末装置で独立に測定可能な共通の伝搬
路の品質情報を指標とする変調符号化方式の遷移条件と、当該集約局装置で独立に測定し
た品質情報に基づき、変調符号化方式を切り替え、候補となる変調符号化方式の内の一部
を受信処理の対象とし、処理部は、運用中に、受信処理の対象とする変調符号化方式の数
を一時的に増加させ、受信処理の対象とする変調符号化方式の数を増加させる条件が、変
調符号化方式の切り替えから予め決められた一定の回数パケットを受信するまでの期間で
ある構成の集約局装置を提供する。
【００１１】
　更に、上記の目的を達成するため、本発明においては、集約局装置と無線通信を行う測
定端末装置であって、変調符号化方式を用いる無線送受信部と処理部を備え、処理部は、
集約局装置から受信し、集約局装置と共有した、当該測定端末装置と集約局装置とで独立
に測定可能な共通の伝搬路の品質情報を指標とする変調符号化方式の遷移条件と、当該測
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定端末装置で独立に測定した品質情報に基づき変調符号化方式を切り替え、処理部は、運
用中に、受信処理の対象とする変調符号化方式の数を一時的に増加させ、受信処理の対象
とする変調符号化方式の数を増加させる条件が、変調符号化方式の切り替えから予め決め
られた一定の回数パケットを受信するまでの期間である構成の測定端末装置を提供する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、自律分散的に送信処理および受信処理に使用するＭＣＳを一致させる
ことが可能となり、送信側がＭＣＳ情報を通知しなくても、受信側は受信処理を行うＭＣ
Ｓを限定できる。これにより、送信側と受信側の処理負荷が共に低い適応変調符号化方式
を提供出来る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】各実施例における遠隔監視システムの全体構成図である。
【図２】送信側がＭＣＳ情報を通知する形態のＡＭＣの動作シーケンスを示す図である。
【図３】受信側がＭＣＳを指定する形態のＡＭＣの動作シーケンスを示す図である。
【図４】ＭＣＳ情報をやり取りしない形態のＡＭＣの動作シーケンスを示す図である。
【図５】第一の実施例の遠隔監視システムの動作シーケンスを示す図である。
【図６】各実施例において共有するＭＣＳ遷移条件テーブルの一例を示す図である。
【図７】第一の実施例における測定端末の動作フローチャートを示す図である。
【図８】第一の実施例における測定情報集約局の動作フローチャートを示す図である。
【図９】第二の実施例における測定端末の動作フローチャートを示す図である。
【図１０】第二の実施例における測定情報集約局の動作フローチャートを示す図である。
【図１１】第三の実施例の動遠隔監視システムの作シーケンスを示す図である。
【図１２】第三の実施例における測定端末の動作フローチャートを示す図である。
【図１３】第三の実施例における測定情報集約局の動作フローチャートを示す図である。
【図１４】第四の実施例の遠隔監視システムの動作シーケンスを示す図である。
【図１５】第四の実施例における測定情報集約局の動作フローチャートを示す図である。
【図１６】第五の実施例における測定情報集約局の動作フローチャートを示す図である。
【図１７】各実施例における測定端末の機能ブロックの一例を示す図である。
【図１８】各実施例における測定端末の装置構成の一例を示す図である。
【図１９】各実施例における測定情報集約局の機能ブロックの一例を示す図である。
【図２０】各実施例における測定情報集約局の装置構成の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の種々の実施形態を図面に従い説明する。図面において同じ符号を付した
ものは同じ動作を示し、そのため記述を省略する。本明細書において、伝送路の評価指標
を、伝送路品質情報、あるいは単に、品質情報と呼ぶこととする。なお、以下に説明する
種々の実施形態は、センサ等の測定情報を監視センタにて監視する遠隔監視システムを例
示して説明するが、本発明は、その他の無線通信を利用する通信装置に利用可能である。
【００１５】
　図１に、まず各実施例における遠隔監視システムの全体構成図を示す。各実施例におけ
る遠隔監視システムは、無線ネットワーク１０５を介して接続される測定情報集約局１０
１及び測定端末１０２、ネットワーク１０４及びネットワーク１０４を介して測定情報集
約局１０１に接続される監視センタ１０３を含む。ネットワーク１０４はローカルネット
ワークであっても広域ネットワークであっても良い。測定情報集約局１０１は例えば無線
ネットワークの基地局装置であり、測定端末１０２は、例えば無線ネットワークのセンサ
端末装置である。
【００１６】
　測定情報集約局１０１はネットワーク１０４を介した監視センタ１０３との通信機能及
び無線ネットワーク１０５による１ないしは複数の測定端末１０２との通信機能を有する
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。測定情報集約局１０１は無線ネットワーク１０５により１ないしは複数の測定端末１０
２から通知されたセンサ測定情報を集約し、ネットワーク１０４を通じて監視センタ１０
３に対して通知する機能を持つ。また測定情報集約局１０１はネットワーク１０４を通じ
た監視センタ１０３からの制御に応じて、無線ネットワーク１０５を通じて測定端末１０
２の動作を変更する機能を持ってもよい。
【００１７】
　測定端末１０２はセンサ機能及び無線通信機能を有する。測定端末１０２はセンサ機能
を用いて測定を行い、測定の結果得たセンサ測定情報を無線ネットワーク１０５を介して
測定情報集約局１０１へ通知する。ここでセンサ機能とは例えば温度センサや湿度センサ
、加速度センサといった独立動作可能なセンサであり、またはGPSを用いた位置センサ等
の外部からの信号入力を利用するセンサであり、または音声や静止画、動画を取得する監
視装置のいずれかないしは組み合わせを指す。また、測定端末１０２は、測定情報集約局
１０１からの制御に応じて、センサ機能及び無線通信機能のいずれかもしくは両方の動作
を変更する機能を持ってもよい。ここで変更される機能とは、例えばセンサ機能における
測定に用いるセンサの種類であり、またはセンサ機能における測定の頻度であり、または
無線通信機能における通信の頻度である。
【００１８】
　監視センタ１０３はネットワーク通信機能を有し、ネットワーク１０４を通じて測定情
報集約局１０１にて集約されたセンサ測定情報を受け取る。監視センタ１０３は受け取っ
たセンサ測定情報を記憶する記憶装置、センサ測定情報を解析する解析装置、センサ測定
情報を表示する表示装置のいずれかもしくは複数を持っても良い。また監視センタ１０３
は測定情報集約局１０１及び通信端末１０２の一方もしくは両方の動作を制御する機能を
持っても良い。このような構成、機能を備える監視センタ１０３は、通常のネットワーク
通信機能を備え、処理部であるＣＰＵ(Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉ
ｔ)、記憶部であるメモリ、表示部であるディスプレイを備えるコンピュータで構成可能
であり、上記の解析装置としての機能及び制御機能はＣＰＵによるプログラム処理で実現
することができる。
【００１９】
　ネットワーク１０４は例えば物理層にＩＥＥＥ８０２．１１やＩＥＥＥ８０２．３を用
いたＬＡＮであり、または例えば物理層にＩＥＥＥ８０２．１６を用いたＭＡＮ（Ｍｅｔ
ｒｏｐｏｌｉｔａｎ Ａｒｅａ Ｎｅｔｗｏｒｋ）であり、またはセルラ網であり、或いは
それらの組み合わせからなる無線ないしは有線のネットワークである。
【００２０】
　無線ネットワーク１０５は例えば物理層にＩＥＥＥ８０２．１５．４や特定小電力無線
方式を用いたＰＡＮ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ａｒｅａ Ｎｅｔｗｏｒｋ）であり、または例え
ば物理層にＩＥＥＥ８０２．１１を用いたＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ Ａｒｅａ Ｎｅｔｗｏｒｋ
）であり、またはセルラ網であり、或いはそれらの組み合わせからなる。
【００２１】
　以下、本明細書においては無線ネットワーク１０５の物理層にＩＥＥＥ８０２．１５．
４を、ネットワーク１０４の物理層にＩＥＥＥ８０２．３のＬＡＮを用いることを前提に
記述するが、これらの物理層に用いる方式が前記の組み合わせ以外であっても各実施例は
適用可能である。また、前記のように遠隔監視システムにおいて無線ネットワーク１０５
を介してセンサ端末からのデータを収集する構成を主な対象とし、送信側は測定端末１０
２、受信側は測定情報集約局１０１とする。なお、測定情報集約局１０１はＩＥＥＥ８０
２．１５．４におけるコーディネータの機能を有する。また、特に断りがない限り、ＭＣ
Ｓを更新した際にはエラーのカウントを初期化する。
【００２２】
　図２から図４を用いて、種々のＡＭＣ方式の動作形態を説明する。説明の簡略化のため
に以下の動作シーケンスではひとつの処理の流れのみについて記述するが、複数の処理の
流れをパイプライン的に実行してもよい。
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【００２３】
　図２に送信側がＭＣＳ情報を通知する形態のＡＭＣ方式の動作シーケンスを示す。電源
投入処理２０１が行われた場合、測定端末１０２はまず測定情報集約局１０１に対してＰ
ＡＮへの加入要求２０２を通知する。測定情報集約局１０１は、自らの管理するＰＡＮに
測定端末１０２を追加可能であるかを判定し（２０３）、可能な場合は加入許可２０４を
通知する。加入要求２０２及び加入許可２０４は、各々ＩＥＥＥ８０２．１５．４におけ
るＡｓｓｏｓｉａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ及びＡｓｓｏｓｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏ
ｎｓｅに相当する。以上により、測定端末１０２が測定情報集約局１０１の管理するＰＡ
Ｎへ追加され、以降測定端末１０２はＩＥＥＥ８０２．１５．４が規定するＣＳＭA（Ｃ
ａｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）方式に則ってセンサ測定
情報であるデータ２０５を測定情報集約局１０１へと送信する。
【００２４】
　測定情報集約局１０１は、データ２０５と共に通知されたＭＣＳ情報２０６に基づいて
受信処理２０７を行い、受信の成否をＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報２０８として測定端末１０２
へと通知する。これを受けて測定端末１０２はＡＭＣにおける伝送路品質情報の更新処理
２０９を行い、更新された伝送路品質情報に基づいてＭＣＳの更新処理２１０を行う。こ
こで、伝送路品質情報は例えばパケットエラー率を用いる。
【００２５】
　図３に受信側がＭＣＳ情報を指定する形態のＡＭＣ方式の動作シーケンスを示す。予め
測定情報集約局１０１がＭＣＳ情報３０１を通知し、測定端末１０２がＭＣＳ情報３０１
に従ってデータ２０５を送信処理する点が図２と異なる。測定情報集約局１０１は自らが
指定したＭＣＳ情報３０１に基づいてデータ２０５の受信処理３０２を行い、受信の成否
をＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報２０８として測定端末１０２へ通知すると共に、ＡＭＣにおける
品質情報の更新処理３０３を行い、更新された品質情報に基づいてＭＣＳの更新処理３０
４を行う。ここで、品質情報は例えば受信成否に基づくパケットエラー率やＳＩＮＲを用
いる。
【００２６】
　図４にＭＣＳ情報をやりとりしない形態のＡＭＣ方式の動作シーケンスを示す。図２に
おけるＭＣＳ情報２０６の通知がなくなり、その代わりに測定情報集約局１０１が全ての
ＭＣＳ情報について受信処理４０１を行う点が図２と異なる。
【実施例１】
【００２７】
　図５に第一の実施例の遠隔監視システムの測定情報集約の際の動作シーケンスを示す。
本実施例においては、測定情報集約局１０１と測定端末１０２が各々測定可能な共通の伝
送路品質情報の一例として、パケットエラー率を用いる。加入要求２０２～許可通知２０
４により測定端末１０２がＰＡＮへと追加された後、データ２０５の送信の前に、測定情
報集約局１０１は初期設定５０１とＭＣＳ遷移条件５０２を測定端末１０２へ通知する。
測定端末１０２は、これらの情報の受信に成功し、ＭＣＳの遷移が可能になると、了解通
知５０３を測定情報集約局１０１へと通知する。初期設定５０１は、ＭＣＳの遷移に用い
る品質情報や、例えばＭＣＳの初期値や品質情報の初期化要求といった、制御の初期状態
を規定する。
【００２８】
　図６にＭＣＳ遷移条件５０２の一例を示す。候補となるＭＣＳ各々について、ＭＣＳを
増加または減少させるための品質情報に対する閾値を規定する。一般に、低次の変調方式
や低い符号化率を用いるほど、伝播路品質が悪い環境でもパケットの到達率が増加する一
方、送信データにおける情報の割合、すなわちリソース効率が低下するため、番号の低い
方から順に変調方式や符号化率が高くなるようにＭＣＳを設定するのが望ましい。例えば
本実施例においてＭＣＳ＃３を用いて通信している場合、パケットエラー率が第一の閾値
６０１を上回った場合は１段階低いＭＣＳ＃２へと更新し、第二の閾値６０２を下回った
場合は１段階高いＭＣＳ＃４へと更新する。説明の簡略化のため、本実施例では候補とな
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るＭＣＳの総数を４として１段階ずつ移行するが、ＭＣＳの総数が多い場合には、第三の
実施例で述べるように一度に複数段階の移行を可能としてもよい。
【００２９】
　データ２０５の送信からＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報２０８の通知においては、ＭＣＳ情報２
０６の通知がなく、測定情報集約局１０１はＭＣＳ遷移条件５０２と品質情報に基づいて
更新した特定のＭＣＳに基づいて受信処理５０４を行う。これにより、ＭＣＳ情報２０６
の通知が不要なため測定端末１０２の処理負荷が低く、受信処理を試行するＭＣＳの数が
減るため測定情報集約局１０１の処理負荷が低くなる。
【００３０】
　測定情報集約局１０１は、特定のＭＣＳによる受信処理５０４の結果に基づいて、測定
端末１０２はＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報２０８の内容に基づいて、各々エラー率更新処理５０
５，５０７およびＭＣＳ更新処理５０６，５０８を行う。ＭＣＳ遷移条件５０２を共有し
ているため、測定情報集約局１０１は測定端末１０２のＭＣＳの遷移に追従できる。
【００３１】
　一般に、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報２０８のような制御情報に用いるＭＣＳは、データ通信
用の最もパケット到達率の高いＭＣＳと同等以上の到達率とするため、測定端末１０２と
測定情報収集局１０１のＭＣＳがずれるほどにＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報２０８のエラー率は
高くならない。また、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報２０８の受信エラーは、第四または第五の実
施例により解決可能である。
【００３２】
　また、ＣＳＭＡにおけるパケットの衝突やヘッダの受信ミスによって、測定情報集約局
１０１がデータ２０５の送信を認識できない状況（消失）が発生する場合があるが、本実
施例では、ＡＭＣの観点から、エラーのカウントを測定情報集約局１０１が認識した、す
なわち受信処理５０４を行いＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報２０８を通知したものに限定する。測
定端末１０２はＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報２０８の通知がないことをもってデータ２０５の消
失を認識できるため、データ２０５の送信から一定時間以上ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報２０８
の通知がなければデータ２０５を再送することで消失に対処しても良い。
【００３３】
　図７に第一の実施例における測定端末１０２の動作フローチャートを示す。本実施例に
おいては、前記データ２０５の消失に対する再送処理を含む。測定端末１０２では、デー
タの送信７０１と同時にその消失を判定するタイマーを起動し（７０２）、一定時間毎に
タイムアウト判定７０３を行い、タイムアウト時はデータ送信７０１を再び実行する。こ
の時、再送回数と上限値との比較動作７０４により、再送が無限に行われることを回避す
る。タイムアウト判定７０３の実行周期は、例えば無線通信において１情報シンボルの送
信にかかる時間、例えばＩＥＥＥ８０２．１５．４の４０ｂｉｔ／ｓ　ＢＰＳＫにおいて
は２５ｍｓとすれば良い。
【００３４】
　消失と判定されなかった場合、測定端末１０２はＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の受信判定７０
５を行い、受信と判定された場合はエラー率更新処理７０６とＭＣＳの更新処理を行う。
具体的には更新されたエラー率を第一の閾値６０１と比較し（７０７）、上回っていた場
合はＭＣＳを減少させる（７０８）。下回っていた場合、さらにエラー率を第二の閾値６
０２と比較し（７０９）、下回っていた場合はＭＣＳを増加させる（７１０）。エラー率
は、例えば現時刻から一定期間内の送信パケット数に対する受信失敗（ＮＡＣＫ）数の割
合の計算、または現在のエラー率とＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を用いた忘却平均により更新で
きる。測定端末１０２と測定情報収集局１０１で同じであれば、エラー率の更新はいずれ
の方法でも良い。
【００３５】
　図８に第一の実施例における測定情報集約局１０１の動作フローチャートを示す。デー
タの受信を検出した（８０１）場合、ＭＣＳ遷移条件５０２と品質情報に基づいて更新し
たＭＣＳに基づいて受信処理を行い（８０２）、その結果をＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報として
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測定端末１０２へと通知する（８０３）。データの検出８０１は、例えば予め決められた
同期用のプリアンブル系列と受信信号の相関をとることで実現できる。その後、受信処理
８０２の結果に基づいてエラー率更新処理８０４とＭＣＳの更新処理を行う。具体的には
更新されたエラー率を第一の閾値６０１と比較し（８０５）、上回っていた場合はＭＣＳ
を減少させる（８０６）。下回っていた場合、さらにエラー率を第二の閾値６０２と比較
し（８０７）、下回っていた場合はＭＣＳを増加させる（８０８）。
【実施例２】
【００３６】
　図９および図１０を用いて第二の実施例の遠隔監視システムの動作を説明する。第二の
実施例においては、第一の実施例の構成に加え、更にパケットの連続エラー回数を伝送路
品質情報とし、継続してエラーが発生した場合にもＭＣＳを減少させることで、伝播路品
質が急激に悪化した場合のパケット到達率を向上する。
【００３７】
　図９に第二の実施例における測定端末１０２の動作フローチャートを示す。
  ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の受信判定７０５にて受信と判定された際、エラー率更新処理７
０６と共に連続エラー数更新処理９０１を行う点、および更新された連続エラー数を第三
の閾値と比較し（９０２）、上回っていた場合はＭＣＳを減少させる点が図７と異なる。
前記第三の閾値は、例えばＭＣＳの遷移条件５０２にてＭＣＳ毎の値を通知すれば良い
　図１０に第二の実施例における測定情報集約局１０１の動作フローチャートを示す。受
信処理８０２の結果に基づき、エラー率更新処理８０４と共に連続エラー回数更新処理１
００１を行う点、および更新された連続エラー数を第三の閾値と比較し（１００２）、上
回っていた場合はＭＣＳを減少させる点が図８と異なる。前記第三の閾値は、測定情報収
集局１０１が生成しても、監視センタ１０３から設定しても良い。
【実施例３】
【００３８】
　図１１から図１３を用いて第三の実施例の遠隔監視システムの動作を説明する。第三の
実施例においては、第一の実施例の構成に加え、ＭＣＳを複数段階遷移できるようにする
ことで、伝播路品質の変動に対するＡＭＣの追従性を向上する。
【００３９】
　図１１に第三の実施例の動作シーケンスを示す。測定情報集約局１０１は、初期設定５
０１とＭＣＳ遷移条件５０２と共にＭＣＳ変化量の設定１１０１を測定端末１０２へ通知
する。ＭＣＳ変化量の設定１１０１は、例えばＭＣＳ変化量が固定か否か、およびＭＣＳ
の最大変化量の情報を含む。変化量が固定の場合、最大変化量は一度のＭＣＳ変化量その
ものを示す。以降、ＭＣＳ変化量が可変の場合について説明する。
【００４０】
　測定情報集約局１０１は、受信処理５０４におけるＳＩＮＲのような品質情報を記録し
、受信成否と品質情報とをまとめて、拡張ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報１１０２として測定端末
１０２へと通知する。通知する品質情報は、例えば量子化されたＳＩＮＲそのものでも良
いが、例えば受信処理において、現在のＭＣＳではＳＩＮＲが大きく不足して失敗、もし
くはＳＩＮＲが過剰に良い状態で成功した場合に“１”とし、それ以外の場合に“０”と
しても良い。その後、測定情報集約局１０１および測定端末１０２は、ＭＣＳの更新処理
５０６，５０８において、品質情報の更新処理１１０３，１１０４の結果からＭＣＳの変
動幅を決定する。具体的には、品質情報が、ＳＩＮＲが大きく不足していることを示す場
合はＭＣＳの減少幅を大きく、逆にＳＩＮＲが過剰に良いことを示す場合はＭＣＳの増加
幅を大きくする。また、測定情報集約局１０１は、例えば品質情報に基づいてＭＣＳの最
大変化量を更新し（１１０５）、更新結果１１０６を測定端末１０２へと通知しても良い
。以上、ＭＣＳ変化量が可変の場合について記述したが、固定の場合は品質情報に応じて
変動幅を決定する一連の処理を行わなければ良い。
【００４１】
　図１２に第三の実施例における測定端末１０２の動作フローチャートを示す。
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  拡張ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を受信し（１２０１）、その内容に応じて品質情報を更新す
る（１２０２）。前記のように、ＳＩＮＲが大きく良いまたは大きく悪ければ“１”が通
知される場合、例えばＡＣＫであれば“＋１”、ＮＡＣＫであれば“－１”として値を平
均化したものを品質情報とすれば良い。これにより、品質情報はそのＭＣＳがターゲット
とするＳＩＮＲに対する差分（－１～＋１の値で、０が過不足ない状態）を示す。その後
、ＭＣＳを増加または減少させる際に、品質情報からＭＣＳの変動幅を決定する。具体的
には、ＭＣＳを減少させる場合は、該品質情報が一定以下であれば、その絶対値に応じて
ＭＣＳの減少幅を大きくし（１２０３）、ＭＣＳを増加させる場合は、該品質情報が一定
以上であれば、その絶対値に応じてＭＣＳの増加幅を大きくする（１２０４）。また、Ｍ
ＣＳ変化量の最大値を更新（１２０５）しても良い。例えば品質情報の絶対値に応じて最
大幅を増加または減少させる。
【００４２】
　図１３に第三の実施例における測定情報集約局１０１の動作フローチャートを示す。受
信処理８０２における受信品質（例えばＳＩＮＲ）に基づいて品質情報を設定し（１３０
１）、受信成否と共に拡張ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報として測定端末１０２へと通知する（１
３０２）。また、同時に品質情報を更新し（１３０３）、その値に応じてＭＣＳを増加ま
たは減少させる際の変動幅を決定する。具体的には、ＭＣＳを減少させる場合は、該品質
情報が一定以下であれば、その絶対値に応じてＭＣＳの減少幅を大きくし（１３０４）、
ＭＣＳを増加させる場合は、該品質情報が一定以上であれば、その絶対値に応じてＭＣＳ
の増加幅を大きくする（１３０５）。なお、品質情報の設定や更新は測定端末１０２と同
様に行う。また、ＭＣＳ変化量の最大値を更新（１3
０６）しても良い。例えば品質情報の絶対値に応じて最大幅を増加または減少させる。
【実施例４】
【００４３】
　図１４および図１５を用いて第四の実施例の動作を説明する。第四の実施例においては
、第一の実施例の構成に加え、測定情報集約局１０１の判断により受信処理の対象とする
ＭＣＳの数を一時的に増加させることで、ＡＣＫ／ＮＡＣＫの受信エラーによって測定端
末１０２と測定情報集約局１０１の間でエラー率がずれた状況でも受信処理が成功するよ
うにし、また、エラー率の情報を定期的に通知することで前記のずれを解消する。
【００４４】
　図１４に第四の実施例の動作シーケンスを示す。全候補の中から一部のＭＣＳを選択し
て受信処理を行うという意味で、受信処理５０４は第一の実施例と同様であり、測定情報
集約局１０１が任意のタイミングで測定端末１０２へとエラー率を通知（１４０１）し、
測定端末１０２がエラー率を通知した値へと更新する（１４０２）点が異なる。
【００４５】
　図１５に第四の実施例における測定情報集約局１０１の動作フローチャートを示す。デ
ータの受信を検出した際、測定情報集約局１０１は、まず受信処理８０２を実施するＭＣ
Ｓを決定する（１５０１）。通常の状態においては、ＭＣＳ遷移条件５０２と、伝送路品
質情報に基づいて更新したＭＣＳのみとすれば第一の実施例と同様の動作となる。一方、
例えばＭＣＳを変更した直後のように測定端末１０２との間でＭＣＳのずれが発生し得る
場合、例えば変更前と変更後のＭＣＳをいずれも受信処理の対象とすることで、ＭＣＳの
ずれがあっても受信できる。その後、例えばＭＣＳの変更から一定の時間が経過した場合
や、変更後のＭＣＳによるエラー率が一定化となった場合、または変更後のＭＣＳによる
エラー率が変更前のＭＣＳによるエラー率よりも一定以上良くなった場合に、受信処理を
行うＭＣＳを減少させれば良い。この場合、測定端末１０２に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情
報１５０２は、いずれかのＭＣＳで受信に成功すれば受信成功と通知する。ただし、ＭＣ
Ｓの変更の判断に用いるエラー率は、変更後のＭＣＳのエラー率を用いる。これにより、
測定端末１０２と測定情報集約局１０１のいずれかがＭＣＳを増加させてずれが生じた場
合は、エラー率が増加することで元のＭＣＳへと戻りやすくなる。ＭＣＳを減少させてず
れが生じた場合でも、最終的に最も低いＭＣＳで一致するためシステムとして不安定には
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ならない。第二の実施例と組み合わせ、連続エラー数が一定以上の場合にはエラー率とＭ
ＣＳを通知するようにしても良い。
【実施例５】
【００４６】
　図１６を用いて第五の実施例の動作を説明する。第五の実施例においては、第一の実施
例の構成に加え、測定情報集約局１０１の判断により受信処理の対象とするＭＣＳの数を
一時的に増加させることで、ＡＣＫ／ＮＡＣＫの受信エラーによって測定端末１０２と測
定情報集約局１０１の間でエラー率がずれた状況における受信処理の成功率を向上する。
【００４７】
　図１６に第五の実施例における測定情報集約局１０１の動作フローチャートを示す。受
信処理８０２の結果がエラーか否かを判定し（１６０１）、エラーであった場合は、更に
受信処理を行ったＭＣＳから一段階増加および減少したＭＣＳについて受信処理を行う（
１６０２）。いずれかのＭＣＳで受信が成功したか否かを判定し（１６０３）、成功した
場合は測定端末１０２が一段階異なるＭＣＳを使用していると判断し、受信処理に用いる
ＭＣＳを、成功したＭＣＳへと更新する（１６０４）。これにより、測定端末１０２と測
定情報集約局１０１が用いるＭＣＳにずれがあっても、一段階以内であれば解消できる。
第二の実施例と組み合わせ、エラー判定処理１６０１を、連続エラー数を閾値と比較する
処理としても良い。これにより、ＭＣＳが一致している状況でのランダムエラーに対して
、複数のＭＣＳで受信処理を行うことを低減できる。
【００４８】
　図１７～図２０を用いて、上述した各実施例における測定端末と測定情報集約局の機能
構成、装置構成の一例について説明する。
  図１７に各実施例における測定情報集約局１０１の機能ブロック図の一例を示す。測定
情報集約局１０１は、アンテナ１７０１、無線送受信部１７０２、制御部１７０３、ベー
スバンド復調部１７０４、復号部１７０５、ネットワークインタフェース部１７０６、符
号化部１７０７、ベースバンド変調部１７０８を有する。
【００４９】
　無線送受信部１７０２は、デュプレクサ、パワーアンプ、ローノイズアンプ、アップコ
ンバータ、ダウンコンバータ、アナログデジタル変換器、デジタルアナログ変換器、自動
周波数調整器、自動利得調整器で構成される。アンテナ１７０１から入力された無線周波
数信号は、無線送受信部１７０２を通じてベースバンド信号に変換され、ベースバンド復
調部１７０４へと入力される。ベースバンド復調部１７０４は、制御部１７０３から与え
られるＭＣＳ情報に基づいて入力信号を復調し、結果を復号部１７０５へと入力する。復
調結果は、復号部１７０５で用いる符号によって、硬判定結果（ビット系列）または軟判
定結果（尤度情報）のいずれかとする。復号部１７０５は、制御部１７０３から与えられ
るＭＣＳ情報に基づいて誤り訂正処理を行い、復号したデータはネットワークインタフェ
ース部１７０６へ、制御情報と復号結果は制御部１７０３へと出力する。ネットワークイ
ンタフェース部１７０６は、ネットワーク１０４を介して復号部１７０５の出力を監視セ
ンタ１０３へと出力すると共に、監視センタ１０３から制御情報を受けた際は、その情報
を符号化部１７０７へと入力する。
【００５０】
　ネットワークインタフェース部１７０６から入力された、または測定情報集約局１０１
の内部で生成された、測定端末１０２に対する送信データは、まず符号化部１７０７へと
入力される。符号化部１７０７は、制御部１７０３から与えられるＭＣＳ情報に基づいて
入力を符号化し、ベースバンド変調部１７０８へと入力する。制御部１７０３から与えら
れるＭＣＳ情報に基づいてベースバンド変調部１７０８で変調されたベースバンド信号は
無線送受信部１７０２へと入力され、無線周波数信号に変換されてアンテナ１７０１から
出力される。
【００５１】
　制御部１７０３は各実施例における測定情報集約局１０１の動作の主体となる。図６に
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示すＭＣＳの遷移条件のテーブル、現在のＭＣＳの値、および現在のＭＣＳにおけるエラ
ー率を管理し、復号部１７０５から与えられる復号結果の情報に基づいてエラー率を更新
し、更に更新されたエラー率に基づいてＭＣＳを更新する。また、データの受信処理の際
にはベースバンド復調部１７０４および復号部１７０５へＭＣＳの情報を通知する。また
、ＩＥＥＥ　８０２．１５．４におけるコーディネータとして、自らの管理するＰＡＮに
所属する測定端末１０２の情報を管理し、新規にＰＡＮに参加した測定端末１０２に対し
、ＭＣＳの遷移条件のテーブル５０２、および初期設定情報５０１を送付する機能を有す
る。第二の実施例においては、更に連続エラー回数も管理し、復号部１７０５から与えら
れる復号結果の情報に基づいて連続エラー回数を更新し、その結果に基づいて更にＭＣＳ
を更新する。第三の実施例においては、更に伝播路品質情報も管理し、復号部１７０５か
ら与えられる品質情報を平均化し、その結果に基づいてＭＣＳの変動幅を決定する。第四
の実施例においては、ＭＣＳの遷移の状態に応じて、ベースバンド復調部１７０４および
復号部１７０５に対して受信処理を行うＭＣＳを複数入力する。また、任意のタイミング
でエラー率の情報を符号化部１７０７へ入力する。第五の実施例においては、復号部１７
０５から与えられる復号結果の情報に基づいて、ベースバンド復調部１７０４および復号
部１７０５に対して受信処理を行うＭＣＳを追加で入力する。
【００５２】
　図１８に各実施例における測定情報集約局１０１の装置構成の一例を示す。測定情報集
約局１０１は、プロセッサ１８０１、データバッファ１８０２、メモリ１８０３を有し、
それぞれ内部バス１８０４で接続されている。さらに、外部ノードに対するインタフェー
スとして、無線送受信部１７０２およびネットワークインタフェース部１７０６を有する
。また、測定情報集約局１０１は、プログラムやテーブルを格納する記憶装置１８０５を
有する。
【００５３】
　プロセッサ１８０１は、記憶装置１８０５に格納されているプログラムを実行する。す
なわち、プロセッサ１８０１は、プログラムを実行し、制御部１７０３に対応する処理等
を実行し、テーブルを参照し、無線通信を制御する処理部である。
【００５４】
　データバッファ１８０２は、測定端末１０２から受信した上り信号、または監視センタ
１０３から受信した、あるいは測定情報集約局１０１が生成した下り信号を、監視センタ
１０３あるいは測定端末１０２へ伝送するために一時的に格納する。メモリ１８０３は、
プロセッサ１８０１が処理するプログラムが展開され、処理に必要なデータを保持する。
【００５５】
　無線送受信部１７０２およびネットワークインタフェース部１７０６は、図１７と同様
で、測定端末１０２との無線信号の送受信や監視センタ１０３との信号の送受信を行うイ
ンタフェースである。
【００５６】
　記憶装置１８０５には、通信制御プログラム１８０６、ＭＣＳ更新プログラム１８０７
、ＭＣＳ遷移条件テーブル１８０８、パラメータ管理テーブル１８０９、およびＰＡＮ管
理テーブル１８１０が格納されている。なお、本明細書で開示される測定情報集約局１０
１における処理に対応するプログラムや情報は、図示されていないものも格納されている
。
【００５７】
　通信制御プログラム１８０６およびＭＣＳ更新プログラム１８０７は、図１７の制御部
１７０３に対応する。通信制御プログラム１８０６は、測定端末１０２からＰＡＮへの加
入要求を受けてＰＡＮ管理テーブルを更新する機能、およびパラメータ管理テーブル１８
０９に基づいてベースバンド復調部１７０４および復号部１７０５へＭＣＳの情報を出力
する機能を有する。第四の実施例においては、ＭＣＳ更新プログラム１８０７の出力を基
に、ベースバンド復調部１７０４および復号部１７０５へ出力するＭＣＳ情報の数を制御
する。第五の実施例においては、復号部１７０５から与えられる復号結果を基に、ベース
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バンド復調部１７０４および復号部１７０５へＭＣＳの情報を追加で出力する。
【００５８】
　ＭＣＳ更新プログラム１８０７は、第一の実施例においては、パラメータ管理テーブル
１８０９に格納されているＭＣＳ情報とエラー率の情報、復号部１７０５から与えられる
復号結果、およびＭＣＳ遷移条件テーブル１８０８を基に、エラー率とＭＣＳ情報を更新
する。また、通信制御プログラム１８０６がＰＡＮ管理テーブルを更新した際、新たに参
加した測定端末１０２に対してＭＣＳ遷移条件テーブル１８０８と初期設定情報を通知し
、同時にパラメータ管理テーブル１８０９に該端末用のパラメータを生成する。また、Ｍ
ＣＳ遷移条件テーブル１８０８が監視センタ１０３から与えられる場合、ＭＣＳ遷移条件
テーブル１８０８の設定動作および更新動作を含む。第二の実施例においては、更にパラ
メータ管理テーブル１８０９に格納されている連続エラー回数を、復号部１７０５から与
えられる復号結果を基に更新し、それを基にＭＣＳを更新する。第三の実施例においては
、更にパラメータ管理テーブルに格納されている平均品質情報を、復号部１７０５から与
えられる品質情報を基に更新し、それを基にＭＣＳの更新における変動幅を決定する。第
四の実施例では、任意のタイミングでパラメータ管理テーブル１８０９に格納されている
エラー率の情報を符号化部１７０７へ出力する。
【００５９】
　ＭＣＳ遷移条件テーブル１８０８は、ＡＭＣにおいて選択され得るＭＣＳのリスト、お
よび各ＭＣＳを用いて通信を行う際に、ＭＣＳを増加あるいは減少させるための伝送路品
質情報の閾値を管理する。伝送路品質情報は、第一の実施例においてはエラー率、第二の
実施例においては更に連続エラー回数を用いる。
【００６０】
　パラメータ管理テーブル１８０９は、ＰＡＮに参加している測定端末１０２各々につい
て、現在使用しているＭＣＳおよびそのエラー率を管理する。第二の実施例においては更
に連続エラー回数、第三の実施例においては更に品質情報を管理する。
【００６１】
　ＰＡＮ管理テーブル１８１０は、ＰＡＮに参加している測定端末１０２各々について、
その物理ＩＤ等の情報を管理する。
【００６２】
　図１９に各実施例における測定端末１０２の機能ブロック図の一例を示す。測定端末１
０２は、アンテナ１９０１、無線送受信部１９０２、制御部１９０３、ベースバンド復調
部１９０４、復号部１９０５、アプリケーションインタフェース部１９０６、符号化部１
９０７、ベースバンド変調部１９０８を有する。
【００６３】
　無線送受信部１９０２は、デュプレクサ、パワーアンプ、ローノイズアンプ、アップコ
ンバータ、ダウンコンバータ、アナログデジタル変換器、デジタルアナログ変換器、自動
周波数調整器、自動利得調整器で構成される。アンテナ１９０１から入力された無線周波
数信号は、無線送受信部１９０２を通じてベースバンド信号に変換され、ベースバンド復
調部１９０４へと入力される。ベースバンド復調部１９０４は、制御部１９０３から与え
られるＭＣＳ情報に基づいて入力信号を復調し、結果を復号部１９０５へと入力する。復
調結果は、復号部１９０５で用いる符号によって、硬判定結果（ビット系列）または軟判
定結果（尤度情報）のいずれかとする。復号部１９０５は、制御部１９０３から与えられ
るＭＣＳ情報に基づいて誤り訂正処理を行い、復号したデータはアプリケーションインタ
フェース部１９０６へ、制御情報と復号結果は制御部１９０３へと各々出力する。アプリ
ケーションインタフェース部１９０６は、受信したデータをアプリケーションへと出力し
、アプリケーションから入力されたセンサ測定情報を符号化部１９０７へと出力する。
【００６４】
　アプリケーションインタフェース部１９０６から入力されたセンサ測定情報は、まず符
号化部１９０７へと入力される。符号化部１９０７は、制御部１９０３から与えられるＭ
ＣＳ情報に基づいて入力を符号化し、ベースバンド変調部１９０８へと入力する。制御部
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１９０３から与えられるＭＣＳ情報に基づいてベースバンド変調部１９０８で変調された
ベースバンド信号は無線送受信部１９０２へと入力され、無線周波数信号に変換されてア
ンテナ１９０１から出力される。
【００６５】
　制御部１９０３は各実施例における測定端末１０２の動作の主体となる。図６に示すＭ
ＣＳの遷移条件のテーブル、現在のＭＣＳの値、および現在のＭＣＳにおけるエラー率を
管理し、復号部１９０５から与えられる制御情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報２０８）に基づ
いてエラー率を更新し、更に更新されたエラー率に基づいてＭＣＳを更新する。また、デ
ータの送信処理の際には符号化部１９０７およびベースバンド変調部１９０８へＭＣＳの
情報を通知する。また、ＩＥＥＥ　８０２．１５．４におけるルータまたはエンドポイン
トとして測定情報集約局１０１に対して加入要求２０２を通知し、加入の際に測定情報集
約局から通知されるＭＣＳ遷移条件テーブル５０２および初期設定情報５０１を内部に格
納する。第二の実施例においては、更に連続エラー回数も管理し、復号部１９０５から与
えられる制御情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報２０８）に基づいて連続エラー回数を更新し、
その結果に基づいて更にＭＣＳを更新する。第三の実施例においては、更に伝播路品質情
報も管理し、復号部１７０５から与えられる制御情報（拡張ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報１１０
２）に含まれる品質情報を平均化し、その結果に基づいてＭＣＳの変動幅を決定する。
【００６６】
　図２０に第一の実施例における測定端末１０２の装置構成の一例を示す。測定端末１０
２は、プロセッサ２００１、データバッファ２００２、メモリ２００３を有し、それぞれ
内部バス２００４で接続されている。さらに、外部ノードに対するインタフェースとして
、無線送受信部１９０２を有する。また、測定端末１０２は、プログラムやテーブルを格
納する記憶装置２００５を有する。
【００６７】
　プロセッサ２００１は、記憶装置２００５に格納されているプログラムを実行する。す
なわち、プロセッサ２００１は、プログラムを実行し、制御部１９０３に対応する処理等
を実行し、テーブルを参照し、無線通信を制御する処理部である。
【００６８】
　データバッファ２００２は、測定情報集約局１０１から受信した下り信号、またはアプ
リケーションから入力された上り信号を、アプリケーションあるいは測定情報集約局１０
１へ伝送するために一時的に格納する。メモリ２００３は、プロセッサ２００１が処理す
るプログラムが展開され、処理に必要なデータを保持する。
【００６９】
　無線送受信部１９０２は、図１９と同様で、測定情報集約局１０１との無線信号の送受
信を行うインタフェースである。
【００７０】
　記憶装置２００５には、通信制御プログラム２００６、ＭＣＳ更新プログラム２００７
、ＭＣＳ遷移条件テーブル２００８、パラメータ管理テーブル２００９が格納されている
。なお、本明細書で開示される測定端末１０２における処理に対応するプログラムや情報
は、図示されていないものも格納されている。
【００７１】
　通信制御プログラム２００６及びＭＣＳ更新プログラム２００７は、図１９の制御部１
９０３に対応する。通信制御プログラム２００６は、パラメータ管理テーブル２００９に
基づいて符号化部１９０７およびベースバンド変調部１９０８へＭＣＳの情報を通知する
。
【００７２】
　ＭＣＳ更新プログラム２００７は、第一の実施例においては、パラメータ管理テーブル
に格納されているＭＣＳ情報とエラー率の情報、および復号部１９０５から与えられる制
御情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報２０８）を基に、ＭＣＳ遷移条件テーブル２００８に基づ
いてＭＣＳを更新する。また、ＰＡＮに新たに参加した際、測定情報集約局１０１から通
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知されるＭＣＳ遷移条件テーブル２００８を格納し、同時に通知される初期設定情報に基
づいてＭＣＳの初期値やエラーカウントを設定する。第二の実施例においては、更にパラ
メータ管理テーブル２００９に格納されている連続エラー回数を、復号部１９０５から与
えられる制御情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報２０８）を基に更新し、それを基にＭＣＳを更
新する。第三の実施例においては、更にパラメータ管理テーブルに格納されている平均品
質情報を、復号部１７０５から与えられる制御情報（拡張ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報１１０２
）に含まれる品質情報を基に更新し、それを基にＭＣＳの更新における変動幅を決定する
。
【００７３】
　ＭＣＳ遷移条件テーブル２００８は、ＡＭＣにおいて選択され得るＭＣＳのリスト、お
よび各ＭＣＳを用いて通信を行う際に、ＭＣＳを増加あるいは減少させるための伝送路品
質情報の閾値を管理する。伝送路品質情報は、第一の実施例においてはエラー率、第二の
実施例においては更に連続エラー回数を用いる。
【００７４】
　パラメータ管理テーブル２００９は、測定端末１０２が現在使用しているＭＣＳおよび
そのエラー率を管理する。第二の実施例においては更に連続エラー回数、第三の実施例に
おいては更に品質情報を管理する。
【００７５】
　なお上記実施例に示した機能の切り分けについてはあくまで一例であり、遠隔監視シス
テム、測定情報集約局、ルータの各実施例全体として同等の機能を実現できるのであれば
他の構成であってもよい。また、第二から第四の実施例は、第一の実施例に対する変更点
が各々独立であるため、組み合わせて使用することもできる。
【００７６】
　すなわち、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれ
る。例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したので
あり、必ずしも説明の全ての構成を備えるものに限定されものではない。また、ある実施
例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施例の
構成に他の実施例の構成を加えることが可能である。また、各実施例の構成の一部につい
て、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。
【００７７】
　また、上記の各構成、機能、処理部、処理手段等は、それらの一部又は全部を、例えば
集積回路で設計する等によりハードウェアで実現してもよい。また、上記の各構成、機能
等は、それぞれの機能を実現するプログラムを実行することによりソフトウェアで実現す
る場合を中心に説明したが、各機能を実現するプログラム、テーブル、ファイル等の情報
はメモリのみならず、ハードディスク、ＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）
等の記録装置、または、ＩＣカード、ＳＤカード、ＤＶＤ等の記録媒体におくことができ
るし、必要に応じてネットワーク等を介してダウンロード、インストロールすることも可
能である。
【産業上の利用可能性】
【００７８】
　本発明はセンサ等の測定情報を監視センタにて監視する遠隔監視システム、及び無線通
信を利用する通信装置に利用可能である。
【符号の説明】
【００７９】
　１０１　測定情報集約局
　１０２　測定端末
　１０３　監視センタ
　１０４　ネットワーク
　１０５　無線ネットワーク
　５０１　初期設定情報
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　５０２　ＭＣＳの遷移条件
　５０３　了解通知
　５０４　指定のＭＣＳに基づく上りデータ受信処理
　５０５，５０７　品質情報の更新処理
　５０６，５０８　ＭＣＳ遷移条件と品質情報に基づくＭＣＳの更新処理
　６０１　ＭＣＳを減少させるためのエラー率に関する第一の閾値
　６０２　ＭＣＳを増加させるためのエラー率に関する第二の閾値
　７０１　データ送信処理
　７０２　消失判定タイマー起動処理
　７０３　消失判定処理
　７０４　再送回数判定処理
　７０５　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の受信判定処理
　７０６　エラー率更新処理
　７０７　エラー率と第一の閾値との比較処理
　７０８　ＭＣＳ減少処理
　７０９　エラー率と第二の閾値との比較処理
　７１０　ＭＣＳ増加処理
　８０１　データ受信判定処理
　８０２　データ受信処理
　８０３　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報送信処理
　８０４　エラー率更新処理
　８０５　エラー率と第一の閾値との比較処理
　８０６　ＭＣＳ減少処理
　８０７　エラー率と第二の閾値との比較処理
　８０８　ＭＣＳ増加処理
　９０１　連続エラー数更新処理
　９０２　連続エラー数と第三の閾値との比較動作
　１００１　連続エラー数更新処理
　１００２　連続エラー数と第三の閾値との比較動作
　１１０１　ＭＣＳの変化量に関する設定情報
　１１０２　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報と品質情報の複合情報
　１１０３　品質情報更新処理
　１１０４　品質情報更新処理
　１１０５　最大ＭＣＳ変化量更新処理
　１１０６　最大ＭＣＳ変化量情報
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