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(57)【要約】
【課題】中継局と無線基地局との間の無線リソースを有
効に利用する。
【解決手段】無線通信システムは、無線基地局と、複数
の端末のそれぞれが周期的に送信したデータを受信して
無線基地局へ送信する中継局と、を備える。中継局は、
端末毎のデータのサイズ及び送信周期に応じた無線リソ
ースの割当パターンに従って、データを無線基地局へ送
信する。
【選択図】図１９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムであって、
　無線基地局と、
　複数の端末のそれぞれが周期的に送信したデータを受信して前記無線基地局へ送信する
中継局と、を備え、
　前記中継局は、前記端末毎の前記データのサイズ及び送信周期に応じた無線リソースの
割当パターンに従って、前記データを前記無線基地局へ送信する、無線通信システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の無線通信システムであって、
　前記中継局から前記無線基地局への前記データの送信に割り当てられる無線リソースは
、時間及び周波数により識別される、無線通信帯域の要素であるとともに、前記無線通信
帯域のうちの時間及び周波数が連続する部分であり、
　前記割当パターンは、前記中継局から前記無線基地局へ送信される前記データのサイズ
のパターンであるデータサイズパターンと、前記中継局から前記無線基地局への前記デー
タの送信に割り当てられる前記無線リソースの基準となる時点及び周波数と、に基づいて
決定される、無線通信システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の無線通信システムであって、
　前記中継局から前記無線基地局への前記データの送信に用いられる変調符号化方式と、
前記データサイズパターンと、に基づいて、前記中継局から前記無線基地局への前記デー
タの送信に割り当てられる前記無線リソースを決定する、無線通信システム。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載の無線通信システムであって、
　前記端末毎の前記データが前記中継局から前記無線基地局へ送信される時点の、処理基
準時点からのオフセット時間を端末毎に設定し、
　前記割当パターンは、前記端末毎の前記データのサイズ及び送信周期と、前記端末毎に
設定された前記オフセット時間と、に応じて決定される、無線通信システム。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載の無線通信システムであって、
　前記複数の端末の数が変化した場合、前記割当パターンを前記変化に応じて更新する、
無線通信システム。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一項に記載の無線通信システムであって、
　前記無線基地局は、前記割当パターンに従って、前記中継局から受信した前記データか
ら、前記端末毎の前記データを取得する、無線通信システム。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一項に記載の無線通信システムであって、
　前記複数の端末は、複数のグループに分類され、
　前記中継局は、前記グループ毎の割当パターンに従って、当該グループに分類された前
記端末からの前記データを前記無線基地局へ送信する、無線通信システム。
【請求項８】
　無線通信方法であって、
　中継局は、
　複数の端末のそれぞれが周期的に送信したデータを受信し、
　前記端末毎の前記データのサイズ及び送信周期に応じた無線リソースの割当パターンに
従って、前記受信したデータを無線基地局へ送信する、無線通信方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の無線通信方法であって、
　前記中継局から前記無線基地局への前記データの送信に割り当てられる無線リソースは
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、時間及び周波数により識別される、無線通信帯域の要素であるとともに、前記無線通信
帯域のうちの時間及び周波数が連続する部分であり、
　前記割当パターンは、前記中継局から前記無線基地局へ送信される前記データのサイズ
のパターンであるデータサイズパターンと、前記中継局から前記無線基地局への前記デー
タの送信に割り当てられる前記無線リソースの基準となる時点及び周波数と、に基づいて
決定される、無線通信方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の無線通信方法であって、
　前記中継局から前記無線基地局への前記データの送信に用いられる変調符号化方式と、
前記データサイズパターンと、に基づいて、前記中継局から前記無線基地局への前記デー
タの送信に割り当てられる前記無線リソースを決定する、無線通信方法。
【請求項１１】
　中継局であって、
　複数の端末のそれぞれが周期的に送信したデータを受信し、
　前記端末毎の前記データのサイズ及び送信周期に応じた無線リソースの割当パターンに
従って、前記受信したデータを無線基地局へ送信する、中継局。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の中継局であって、
　前記中継局から前記無線基地局への前記データの送信に割り当てられる無線リソースは
、時間及び周波数により識別される、無線通信帯域の要素であるとともに、前記無線通信
帯域のうちの時間及び周波数が連続する部分であり、
　前記割当パターンは、前記中継局から前記無線基地局へ送信される前記データのサイズ
のパターンであるデータサイズパターンと、前記中継局から前記無線基地局への前記デー
タの送信に割り当てられる前記無線リソースの基準となる時点及び周波数と、に基づいて
決定される、中継局。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の中継局であって、
　前記中継局から前記無線基地局への前記データの送信に用いられる変調符号化方式と、
前記データサイズパターンと、に基づいて、前記中継局から前記無線基地局への前記デー
タの送信に割り当てられる前記無線リソースを決定する、中継局。
【請求項１４】
　無線基地局であって、
　複数の端末のそれぞれが周期的に送信したデータを受信した中継局が、前記端末毎の前
記データのサイズ及び送信周期に応じた無線リソースの割当パターンに従って送信した前
記データを受信する、無線基地局。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の無線基地局であって、
　前記中継局から前記無線基地局への前記データの送信に割り当てられる無線リソースは
、時間及び周波数により識別される、無線通信帯域の要素であるとともに、前記無線通信
帯域のうちの時間及び周波数が連続する部分であり、
　前記割当パターンは、前記中継局から前記無線基地局へ送信される前記データのサイズ
のパターンであるデータサイズパターンと、前記中継局から前記無線基地局への前記デー
タの送信に割り当てられる前記無線リソースの基準となる時点及び周波数と、に基づいて
決定される、無線基地局。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の無線基地局であって、
　前記中継局から前記無線基地局への前記データの送信に用いられる変調符号化方式と、
前記データサイズパターンと、に基づいて、前記中継局から前記無線基地局への前記デー
タの送信に割り当てられる前記無線リソースを決定する、無線基地局。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システム、無線通信方法、中継局、及び、無線基地局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の端末のそれぞれから受信したデータを無線基地局へ無線により送信する中継局が
知られている。端末が、例えば、センサデバイス等のユーザによって保持されないデバイ
スである場合、中継局は、Ｍ２Ｍ　ＧＷ（Ｍａｃｈｉｎｅ－ｔｏ－Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｇａ
ｔｅＷａｙ）と呼ばれる。無線基地局は、中継局から受信したデータを、通信網を介して
接続されたサーバに送信する。サーバは、無線基地局から受信したデータを記憶する。
【０００３】
　端末は、所定の時間が経過する毎に物理量（例えば、温度、湿度、又は、消費電力量等
）を検出し、検出結果を表すデータを中継局へ送信する。このデータは、所定のサイズを
有する。ところで、データのサイズ及び送信周期が異なる端末が存在することがある。例
えば、ある端末が、４０バイトのデータを１秒周期にて送信し、他の端末が、６０バイト
のデータを２秒周期にて送信することがある。この場合、個々の端末から送信されるデー
タのサイズが一定であっても、中継局から無線基地局へ送信されるデータの量は、時間の
経過に伴って変化する。
【０００４】
　また、第１乃至第３の無線通信システムが知られている（例えば、特許文献１乃至３を
参照）。第１の無線通信システムは、無線基地局及び端末と通信する中継局に必要な論理
パスの設定情報を、無線基地局から中継局へ通知する。また、第２の無線通信システムに
おいて、中継局は、複数の端末宛のデータと、マッピングリファレンスと、を無線基地局
から受信する。中継局は、マッピングリファレンスに基づいて、中継局と各端末との間の
無線リソースを特定し、特定した無線リソースを用いて各端末へデータを送信する。また
、第３の無線通信システムは、端末の無線チャネル状態に基づいて決定された周期にて、
端末がデータを無線基地局へ送信する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－４４３３６号公報
【特許文献２】特表２０１０－５３２９７３号公報
【特許文献３】特開２０１２－２３１２６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記特許文献１乃至３のいずれも、中継局から無線基地局へ送信されるデー
タの量が時間の経過に伴って変化することを考慮していない。そのため、上記特許文献１
乃至３に記載の無線通信システムにおいては、中継局と無線基地局との間の無線リソース
を有効に利用することができない場合がある。
【０００７】
　本発明の目的の一つは、中継局と無線基地局との間の無線リソースを有効に利用するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一つの側面では、無線通信システムは、無線基地局と、複数の端末のそれぞれが周期的
に送信したデータを受信して上記無線基地局へ送信する中継局と、を備える。
　上記中継局は、上記端末毎の上記データのサイズ及び送信周期に応じた無線リソースの
割当パターンに従って、上記データを上記無線基地局へ送信する。
【発明の効果】
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【０００９】
　無線リソースを有効に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】中継局から無線基地局へ送信されるデータに対して、端末毎に無線リソースの割
り当てを行なった場合において、データの送信に割り当てられる無線リソースの一例を示
す説明図である。
【図２】第１実施形態に係る無線通信システムの構成例を表すブロック図である。
【図３】図２の端末の構成例を表すブロック図である。
【図４】図３の端末の制御回路が有する機能の一例を表すブロック図である。
【図５】図２の中継局の構成例を表すブロック図である。
【図６】図５の中継局の制御回路が有する機能の一例を表すブロック図である。
【図７】割当情報が表す割当基準時点及び割当基準周波数の一例を示す説明図である。
【図８】端末増加通知に含まれる情報の一例を示すテーブルである。
【図９】パターン情報に含まれる情報の一例を示すテーブルである。
【図１０】中継データに含まれるセンサデータの一例を示す説明図である。
【図１１】図２の無線基地局の構成例を表すブロック図である。
【図１２】図１１の無線基地局の制御回路が有する機能の一例を表すブロック図である。
【図１３】割当要求及び割当情報の送受信に係る、図２の無線通信システムの動作の一例
を示すシーケンス図である。
【図１４】端末増加通知の送受信及びパターン情報の更新に係る、図２の無線通信システ
ムの動作の一例を示すシーケンス図である。
【図１５】パターン情報を更新するために図２の無線基地局が実行する処理の一例を示す
フローチャートである。
【図１６】端末減少通知の送受信及びパターン情報の更新に係る、図２の無線通信システ
ムの動作の一例を示すシーケンス図である。
【図１７】中継データを送信するために図２の中継局が実行する処理の一例を示すフロー
チャートである。
【図１８】中継データを受信するために図２の無線基地局が実行する処理の一例を示すフ
ローチャートである。
【図１９】図２の無線通信システムにおいて、中継データの送信に割り当てられる無線リ
ソースの一例を示す説明図である。
【図２０】第２実施形態に係る無線通信システムにおいて、中継データの送信に割り当て
られる無線リソースの一例を示す説明図である。
【図２１】中継データの送信に割り当てられる無線リソースの一例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。ただし、以下に説明される実施形
態は例示である。従って、以下に明示しない種々の変形や技術が実施形態に適用されるこ
とは排除されない。なお、以下の実施形態で用いる図面において、同一の符号を付した部
分は、変更又は変形が明示されない限り、同一若しくは同様の部分を表す。
【００１２】
＜第１実施形態＞
　ＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）等のアプリ
ケーションにおいては、所定のサイズを有するデータが、所定の周期にて送信される。そ
こで、例えば、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式においては、無
線基地局と端末との間で、所定の周期にて所定の量の無線リソースの割り当てを行なうＳ
ＰＳ（Ｓｅｍｉ－Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）が規定されている。ア
ップリンクの通信にＳＰＳを適用した場合、端末は、所定の周期にて、割り当てられた無
線リソースを用いてデータを送信する。
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【００１３】
　これにより、無線基地局と端末との間のデータの送信毎に無線リソースの割り当てを行
なう場合と比較して、無線リソースの割り当てに用いられる制御メッセージを削減できる
。この結果、制御メッセージの通信に割り当てられる無線リソースを低減できる。そこで
、中継局から無線基地局へ送信されるデータに対して、端末毎にＳＰＳを適用することが
考えられる。
【００１４】
　図１は、中継局から無線基地局へ送信されるデータに対して、端末毎にＳＰＳを適用し
た場合において、データの送信に割り当てられる無線リソースの一例を示す。本例では、
中継局は、サイズ及び送信周期が互いに異なるデータを、３つの端末＃１～＃３からそれ
ぞれ受信する。
【００１５】
　端末＃１は、送信周期が１秒（［ｓ］）であり且つサイズが４５バイトであるデータを
送信する。また、端末＃２は、送信周期が２［ｓ］であり且つサイズが６０バイトである
データを送信する。また、端末＃３は、送信周期が３［ｓ］であり且つサイズが１４０バ
イトであるデータを送信する。
【００１６】
　本例では、無線基地局が、端末＃１～＃３のデータの送信に、それぞれ、ＳＰＳ＃１～
＃３によって無線リソースを割り当てる。また、本例では、１つのＲＢ（Ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ　Ｂｌｏｃｋ）を用いて送信可能なデータサイズが４２バイトである場合を想定する。
ＲＢは、無線リソースの割り当て可能な単位である。
【００１７】
　従って、端末＃１～＃３のデータの１回の送信に用いられるＲＢの数は、それぞれ、２
つ、２つ、及び、４つである。また、端末毎にデータの送信周期が異なるため、中継局か
ら無線基地局へのデータの送信に用いられるＲＢの数は、時間の経過に伴って変化する。
本例では、図１に示すように、中継局から無線基地局へのデータの送信に用いられるＲＢ
の数は、時点ｔ０［ｓ］、ｔ０＋１［ｓ］、ｔ０＋２［ｓ］、及び、ｔ０＋３［ｓ］にて
、それぞれ、２つ、４つ、６つ、及び、４つである。
【００１８】
　ところで、本例では、１つのＲＢを用いて送信可能なデータサイズは、４２バイトであ
る。一方、端末＃１のデータのサイズは、４５バイトである。従って、ＳＰＳ＃１によっ
て端末＃１のデータの送信に割り当てられた、２つのＲＢのうちの、３９（＝２×４２－
４５）バイトの部分は、当該データの送信に用いられない。例えば、この部分は、所定の
値によりパディングされる。
【００１９】
　このように、中継局から無線基地局へ送信されるデータに対して、端末毎にＳＰＳを適
用した場合、中継局から無線基地局へのデータの送信に割り当てられた無線リソースのう
ちの、当該データの送信に用いられない部分が生じやすい。
【００２０】
　これに対し、後述するように、第１実施形態に係る無線通信システムにおいて、中継局
は、端末毎のデータのサイズ及び送信周期に応じた無線リソースの割当パターンに従って
、データを無線基地局へ送信する。
【００２１】
　これによれば、中継局から無線基地局への端末毎のデータの送信に、例えば、ＳＰＳ等
によって、端末毎に無線リソースを割り当てる場合よりも、無線リソースの割り当てに用
いられる制御メッセージを削減できる。この結果、制御メッセージの通信に割り当てられ
る無線リソースを低減できる。従って、中継局と無線基地局との間の無線リソースを有効
に利用できる。
【００２２】
　後述するように、第１実施形態に係る無線通信システムにおいて、中継局から無線基地
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局へのデータの送信に割り当てられる無線リソースは、時間及び周波数により識別される
、無線通信帯域の要素であるとともに、無線通信帯域のうちの時間及び周波数が連続する
部分である。無線通信帯域は、無線における通信領域を表す。
【００２３】
　これにより、中継局は、割当パターンに従って割り当てられた無線リソースを用いて、
複数の端末からのデータを集約して送信できる。これにより、中継局から無線基地局への
端末毎のデータの送信に、端末毎に無線リソースを割り当てる場合よりも、データの送信
に用いられない無線リソースを低減できる。
【００２４】
　また、中継局と無線基地局とは、無線により通信を行なう。無線通信においては、通信
品質の変動によって、中継局から無線基地局へのデータの送信に用いられる変調符号化方
式が変更されることがある。変調符号化方式は、ＭＣＳ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ
　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ）とも表される。
【００２５】
　例えば、通信品質が低下した場合、ＭＣＳが、１６ＱＡＭ（１／２）からＱＰＳＫ（１
／２）へ変更されることがある。ここで、１６ＱＡＭ（１／２）は、符号化率が１／２で
あり且つ変調方式が１６ＱＡＭであるＭＣＳを表す。また、ＱＰＳＫ（１／２）は、符号
化率が１／２であり且つ変調方式がＱＰＳＫであるＭＣＳを表す。ＱＡＭは、Ｑｕａｄｒ
ａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎの略記である。ＱＰＳＫは、Ｑ
ｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇの略記である。
【００２６】
　また、ＭＣＳが変更された場合、１つのＲＢを用いて送信可能なデータサイズも変化す
る。ＭＣＳが１６ＱＡＭ（１／２）からＱＰＳＫ（１／２）に変更された場合、１つのＲ
Ｂを用いて送信可能なデータサイズは、ＭＣＳが１６ＱＡＭ（１／２）である場合におけ
るサイズの１／２倍のサイズに減少する。
【００２７】
　図１に示される例において、ＭＣＳが１６ＱＡＭ（１／２）からＱＰＳＫ（１／２）に
変更された場合、端末＃１～＃３のデータの１回の送信に用いられるＲＢの数は、それぞ
れ、３つ、３つ、及び、７つに変化する。従って、中継局から無線基地局への端末毎のデ
ータの送信に、例えば、ＳＰＳ等によって、端末毎に無線リソースが割り当てられた場合
においてＭＣＳが変更されると、無線リソースの割り当てを再実行しなければ中継局が端
末毎のデータを送信できない虞がある。
【００２８】
　従って、無線リソースの割り当てを再実行するための負荷は、端末の数が増加するほど
増加する。同様に、無線リソースの割り当てに用いられる制御メッセージも、端末の数が
増加するほど増加する。
　また、端末毎に割り当てられる無線リソースが互いに重複しないように割り当てを行な
うことは、端末の数が増加するほど、より困難になる。
【００２９】
　これに対し、後述するように、第１実施形態に係る中継局は、中継局から無線基地局へ
のデータの送信に用いられる変調符号化方式と、データサイズパターンと、に基づいて、
当該データの送信に割り当てられる無線リソースを決定する。データサイズパターンは、
中継局から無線基地局へ送信されるデータのサイズのパターンである。
【００３０】
　これによれば、中継局から無線基地局へのデータの送信に用いられる変調符号化方式の
変化を割当パターンに反映できる。これにより、割当パターンを適切に決定できる。従っ
て、変調符号化方式が変更された場合であっても、無線リソースの割り当てを再実行せず
に、中継局から無線基地局へのデータを適切に送信することができる。
【００３１】
　なお、後述するように、第１実施形態においては、中継局と無線基地局とがデータサイ
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ズパターンを予め共有する。従って、無線基地局がＭＣＳを変更した場合、無線基地局が
変更後のＭＣＳを中継局へ通知することにより、中継局と無線基地局とが割当パターンを
適切に決定できる。
【００３２】
　従って、中継局から無線基地局への端末毎のデータの送信に、例えば、ＳＰＳ等によっ
て、端末毎に無線リソースを割り当てた場合よりも、無線リソースの割り当てを実行する
頻度を低減できる。更に、中継局から無線基地局への端末毎のデータの送信に、例えば、
ＳＰＳ等によって、端末毎に無線リソースを割り当てた場合よりも、無線リソースの割り
当てに用いられる制御メッセージを削減できる。この結果、制御メッセージの通信に割り
当てられる無線リソースを低減できる。
　このようにして、中継局と無線基地局との間の無線リソースを有効に利用できる。
【００３３】
　以下、第１実施形態に係る無線通信システムについて詳細に説明する。
（構成）
　図２に示すように、第１実施形態に係る無線通信システム１は、Ｎ個の端末１０－１，
…，１０－Ｎと、中継局２０と、無線基地局３０と、サーバ４０と、を備える。Ｎは、２
以上の整数を表す。また、以下において、端末１０－ｉは、区別する必要がない場合、端
末１０とも表される。ｉは、１からＮの整数を表す。
【００３４】
　本例では、端末１０－ｉは、無線通信機能を有するセンサデバイスである。端末１０－
ｉは、所定の測定周期が経過する毎に、物理量（例えば、温度、湿度、加速度、照度、風
向、風速、地震動、雨量、音の大きさ、水位、電力の使用量、水の使用量、及び、ガスの
使用量等）を測定する。
【００３５】
　端末１０－ｉは、所定の送信周期が経過する毎に、測定した物理量を表すセンサデータ
を、第１の無線通信方式に従って中継局２０へ送信する。本例では、測定周期と送信周期
とは、同じ長さを有する。なお、測定周期と送信周期とは、互いに異なってもよい。本例
では、第１の無線通信方式は、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）方
式である。なお、第１の無線通信方式は、無線ＬＡＮ方式と異なる方式（例えば、Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、又は、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）等の方式）であってもよい
。
【００３６】
　本例では、Ｎ個の端末１０－１，…，１０－Ｎと中継局２０とは、無線センサネットワ
ーク（ＷＳＮ；Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ）を形成する。なお
、Ｎ個の端末１０－１，…，１０－Ｎと中継局２０とは、無線アドホックネットワークを
形成してよい。この場合、Ｎ個の端末１０－１，…，１０－Ｎは、マルチホップ通信を行
なってよい。
【００３７】
　なお、端末１０－ｉは、無線に代えて、有線により中継局２０と通信を行なってもよい
。また、端末１０－ｉは、無線端末、又は、端末装置と呼ばれてもよい。また、端末１０
－ｉは、移動局、又は、ユーザ端末（ＵＥ；Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）であっても
よい。
【００３８】
　中継局２０は、無線基地局３０との間で、第２の無線通信方式に従って無線により通信
する。本例では、第２の無線通信方式は、ＬＴＥ方式である。なお、第２の無線通信方式
は、ＬＴＥ方式と異なる方式（例えば、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ、又は、ＷｉＭＡＸ（
登録商標）等の方式）であってもよい。ＷｉＭＡＸは、Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒ
ｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓの略記である。
　中継局２０は、各端末１０－ｉからセンサデータを受信し、受信したセンサデータを、
無線基地局３０を経由してサーバ４０へ送信する。
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【００３９】
　本例では、中継局２０は、Ｍ２Ｍ　ＧＷである。なお、中継局２０は、ユーザに保持さ
れる端末と通信可能なＧＷであってもよい。また、無線基地局３０は、例えば、ｅＮＢ（
Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ）である。なお、無線基地局３０は、アクセスポイント、
ＮＢ（Ｎｏｄｅ　Ｂ）、フェムト基地局、マクロ基地局、又は、ホーム基地局であっても
よい。
【００４０】
　サーバ４０は、通信網ＮＷを介して無線基地局３０と接続されている。本例では、サー
バ４０は、有線により無線基地局３０と通信する。なお、サーバ４０は、有線に代えて、
無線により無線基地局３０と通信を行なってもよい。
　本例では、通信網ＮＷは、ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）に従った通信
網である。サーバ４０は、センサデータを無線基地局３０から受信し、受信したセンサデ
ータを記憶装置により保持する。
【００４１】
　また、中継局２０、無線基地局３０、並びに、無線通信システム１のうちの無線基地局
３０よりも通信網ＮＷ（即ち、上位）側の部分は、Ｅ－ＵＴＲＡＮと呼ばれてもよい。Ｅ
－ＵＴＲＡＮは、Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａ
ｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋの略記である。
【００４２】
（構成：端末）
　図３に示すように、端末１０－ｉは、例示的に、制御回路１１と、センサ１２と、無線
通信回路１３と、を備える。
【００４３】
　制御回路１１は、センサ１２及び無線通信回路１３を制御する。制御回路１１の機能に
ついては後述する。
　センサ１２は、例えば、所定の測定周期が経過する毎に、物理量（例えば、温度、湿度
、加速度、照度、風向、風速、地震動、雨量、音の大きさ、水位、電力の使用量、水の使
用量、及び、ガスの使用量等）を測定する。
【００４４】
　無線通信回路１３は、アンテナ１３１を備える。無線通信回路１３は、制御回路１１か
ら入力されたデータ（例えば、後述する、制御メッセージ又はセンサデータ等）に対して
、第１の無線通信方式に従って、符号化及び変調を行なう。更に、無線通信回路１３は、
符号化及び変調後の変調信号に対して、ＤＡ変換、及び、周波数変換（ここでは、アップ
コンバート）を行なう。ＤＡは、Ｄｉｇｉｔａｌ　ｔｏ　Ａｎａｌｏｇの略記である。無
線通信回路１３は、周波数変換後の無線信号をアンテナ１３１を介して送信する。
【００４５】
　無線通信回路１３は、アンテナ１３１を介して無線信号を受信する。無線通信回路１３
は、受信した無線信号に対して、周波数変換（ここでは、ダウンコンバート）、及び、Ａ
Ｄ変換を行なう。ＡＤは、Ａｎａｌｏｇ　ｔｏ　Ｄｉｇｉｔａｌの略記である。無線通信
回路１３は、ＡＤ変換後の変調信号に対して、第１の無線通信方式に従って、復調及び復
号化を行なう。無線通信回路１３は、復号化後のデータを制御回路１１へ出力する。
【００４６】
　図４に例示するように、端末１０－ｉの制御回路１１は、機能的に、センサデータ生成
部１１１と、制御部１１２と、制御メッセージ処理部１１３と、を備える。
　センサデータ生成部１１１は、センサ１２により測定された物理量を表すセンサデータ
を生成する。本例では、センサデータは、物理量に応じて予め定められたサイズを有する
。本例では、センサデータは、端末１０－ｉを識別する端末識別子を含む。
【００４７】
　本例では、測定の対象となる物理量が互いに異なるセンサデータは、互いに異なるサイ
ズを有する。また、本例では、測定の対象となる物理量が互いに異なるセンサデータは、
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互いに異なる送信周期にて送信される。なお、測定の対象となる物理量が互いに異なるセ
ンサデータが、同じサイズを有していてもよい。また、測定の対象となる物理量が互いに
異なるセンサデータが、同じ送信周期にて送信されてもよい。
【００４８】
　制御メッセージ処理部１１３は、中継局２０から受信されたデータから、第１の無線通
信方式に従った制御メッセージを取得する。
【００４９】
　制御部１１２は、制御メッセージ処理部１１３により取得された制御メッセージに基づ
いて無線通信回路１３を制御する。例えば、制御部１１２は、データの再送、変調符号化
方式、送信電力、及び、通信タイミング等を制御する。更に、制御部１１２は、所定の送
信周期が経過する毎に、センサデータ生成部１１１により生成されたセンサデータを中継
局２０へ送信するように、無線通信回路１３を制御する。加えて、制御部１１２は、第１
の無線通信方式に従った制御メッセージを生成し、生成した制御メッセージを中継局２０
へ送信するように、無線通信回路１３を制御する。
【００５０】
　なお、端末１０－ｉは、ＬＳＩ（Ｌａｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ）
を用いて機能が実現されてよい。また、端末１０－ｉの少なくとも一部は、プログラム可
能な論理回路装置（例えば、ＰＬＤ、又は、ＦＰＧＡ）を用いて機能が実現されてもよい
。ＰＬＤは、Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅの略記である。ＦＰ
ＧＡは、Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙの略記である。
【００５１】
　また、端末１０－ｉは、例えば、ＣＰＵ又はＤＳＰ等の処理装置と、記憶装置と、を備
え、処理装置が記憶装置に記憶されているプログラムを実行することにより、端末１０－
ｉの機能の少なくとも一部を実現してもよい。ＣＰＵは、Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓ
ｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔの略記である。ＤＳＰは、Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｏｃｅ
ｓｓｏｒの略記である。
【００５２】
（構成：中継局）
　図５に示すように、中継局２０は、例示的に、制御回路２１と、第１の無線通信回路２
２と、第２の無線通信回路２３と、を備える。
【００５３】
　制御回路２１は、第１の無線通信回路２２及び第２の無線通信回路２３を制御する。制
御回路２１の機能については後述する。
【００５４】
　第１の無線通信回路２２は、アンテナ２２１を備える。第１の無線通信回路２２は、制
御回路２１から入力されたデータに対して、第１の無線通信方式に従って、符号化及び変
調を行なう。更に、第１の無線通信回路２２は、符号化及び変調後の変調信号に対して、
ＤＡ変換、及び、周波数変換（ここでは、アップコンバート）を行なう。第１の無線通信
回路２２は、周波数変換後の無線信号をアンテナ２２１を介して送信する。
【００５５】
　第１の無線通信回路２２は、アンテナ２２１を介して無線信号を受信する。第１の無線
通信回路２２は、受信した無線信号に対して、周波数変換（ここでは、ダウンコンバート
）、及び、ＡＤ変換を行なう。第１の無線通信回路２２は、ＡＤ変換後の変調信号に対し
て、第１の無線通信方式に従って、復調及び復号化を行なう。第１の無線通信回路２２は
、復号化後のデータを制御回路２１へ出力する。
【００５６】
　第２の無線通信回路２３は、アンテナ２３１を備える。第２の無線通信回路２３は、第
１の無線通信方式に代えて、第２の無線通信方式を用いる点を除いて、第１の無線通信回
路２２と同様の機能を有する。
【００５７】
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　図６に例示するように、中継局２０の制御回路２１は、機能的に、端末側バッファ部２
１１と、基地局側バッファ部２１２と、制御部２１３と、制御メッセージ処理部２１４と
、を備える。
【００５８】
　制御部２１３は、複数の端末１０－１，…，１０－Ｎから受信されたセンサデータを基
地局側バッファ部２１２に保持させる。
【００５９】
　制御メッセージ処理部２１４は、端末１０－ｉから受信されたデータから、第１の無線
通信方式に従った制御メッセージを取得する。同様に、制御メッセージ処理部２１４は、
無線基地局３０から受信されたデータから、第２の無線通信方式に従った制御メッセージ
を取得する。
【００６０】
　制御部２１３は、制御メッセージ処理部２１４により取得された、第１及び第２の無線
通信方式に従った制御メッセージに基づいて第１の無線通信回路２２及び第２の無線通信
回路２３をそれぞれ制御する。例えば、制御部２１３は、データの再送、変調符号化方式
、送信電力、及び、通信タイミング等を制御する。
【００６１】
　更に、制御部２１３は、第１の無線通信方式に従った制御メッセージを生成し、生成し
た制御メッセージを端末側バッファ部２１１に保持させる。加えて、制御部２１３は、端
末側バッファ部２１１に保持されている制御メッセージを、所定の送信タイミングにて端
末１０－ｉへ送信するように、第１の無線通信回路２２を制御する。
【００６２】
　同様に、制御部２１３は、第２の無線通信方式に従った制御メッセージを生成し、生成
した制御メッセージを基地局側バッファ部２１２に保持させる。加えて、制御部２１３は
、基地局側バッファ部２１２に保持されている制御メッセージを、所定の送信タイミング
にて無線基地局３０へ送信するように、第２の無線通信回路２３を制御する。
【００６３】
　更に、本例では、中継局２０と無線基地局３０とが通信する制御メッセージは、割当要
求、割当情報、端末増加通知、端末減少通知、パターン情報、及び、ＭＣＳ情報を含む。
以下、これらの情報について詳細に説明する。
【００６４】
　先ず、中継データ、中継周期、処理基準時点、割当基準時点、及び、割当基準周波数に
ついて説明する。
【００６５】
　中継データは、中継局２０から無線基地局３０へ送信されるデータである。中継データ
は、複数の端末１０－１，…，１０－Ｎから送信され且つ中継局２０により受信されたセ
ンサデータを含む。
【００６６】
　中継周期は、中継局２０から無線基地局３０への中継データの送信の時間間隔である。
本例では、中継周期は、１［ｓ］である。本例では、中継周期は、無線基地局３０により
予め保持されるとともに、無線基地局３０から中継局２０へ通知されてよい。また、中継
周期は、中継局２０により予め保持されるとともに、中継局２０から無線基地局３０へ通
知されてよい。また、中継周期は、中継局２０及び無線基地局３０のそれぞれにより予め
保持されていてもよい。また、中継周期は、複数の端末１０－１，…，１０－Ｎにより送
信されるセンサデータの送信周期の最小値に基づいて設定されてよい。
【００６７】
　処理基準時点は、中継局２０から無線基地局３０への中継データの送信が開始する基準
となる時点である。本例では、処理基準時点は、無線基地局３０により予め保持されると
ともに、無線基地局３０から中継局２０へ通知されてよい。また、処理基準時点は、中継
局２０により予め保持されるとともに、中継局２０から無線基地局３０へ通知されてよい
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。また、処理基準時点は、中継局２０及び無線基地局３０のそれぞれにより予め保持され
ていてもよい。
【００６８】
　割当基準時点は、割当情報に基づいてＲＢを特定する基準となる時点である。本例では
、割当基準時点は、処理基準時点から、中継周期をＬ倍した時間が経過した時点のそれぞ
れである。ここで、Ｌは、０以上の整数を表す。例えば、割当基準時点は、無線フレーム
の時間方向における先頭の時点であってよい。
　割当基準周波数は、割当情報に基づいてＲＢを特定する基準となる周波数である。本例
では、割当基準周波数は、システム帯域の最小値、最大値、又は、中心であってよい。
【００６９】
　割当要求は、基準時間及び基準帯域幅の割り当てを要求する情報である。本例では、後
述するように、割当要求は、中継局２０から無線基地局３０へ送信される。
【００７０】
　基準時間は、中継局２０から無線基地局３０への中継データの送信に割り当てられる無
線リソースの基準となる時点と、割当基準時点と、の間の時間である。本例では、割当基
準時点から基準時間だけ後の時点は、中継データの送信に割り当てられる無線リソースの
基準となる時点である。本例では、無線リソースは、時間及び周波数により識別される、
無線通信帯域の要素である。
　本例では、基準時間を表す情報は、時間方向におけるＲＢの数を表す。なお、基準時間
を表す情報は、時間（例えば、５０［ｍｓ］）を表してもよい。
【００７１】
　基準帯域幅は、中継局２０から無線基地局３０への中継データの送信に割り当てられる
無線リソースの基準となる周波数と、割当基準周波数と、の間の帯域幅である。本例では
、割当基準周波数から基準帯域幅だけ低い周波数は、中継データの送信に割り当てられる
無線リソースの基準となる周波数である。
　本例では、基準帯域幅を表す情報は、周波数方向におけるＲＢの数を表す。なお、基準
帯域幅を表す情報は、帯域幅（例えば、９００［ｋＨｚ］）を表してもよい。
【００７２】
　割当情報は、基準時間及び基準帯域幅を表す情報である。本例では、後述するように、
割当情報は、無線基地局３０から中継局２０へ送信される。
【００７３】
　本例では、割当基準時点、割当基準周波数、及び、割当情報は、図７に示すように、中
継データの送信に割り当てられる無線リソースの基準となる１つのリソースブロックＲＰ
を特定する。図７は、基準時間が表す、時間方向におけるＲＢの数Ｘ１が４つであり、且
つ、基準帯域幅が表す、周波数方向におけるＲＢの数Ｙ１が３つである例を表す。また、
ｔｂは、割当基準時点を表し、ｆｂは、割当基準周波数を表す。なお、後述するように、
本例では、中継データの送信に割り当てられる無線リソースは、リソースブロックＲＰと
、リソースブロックＲＰに時間方向において後続するリソースブロックと、を含む。
【００７４】
　端末増加通知は、中継局２０へセンサデータを送信する端末１０が増加したことを表す
情報である。本例では、後述するように、端末増加通知は、中継局２０から無線基地局３
０へ送信される。本例では、図８に示すように、端末増加通知は、増加の基となった端末
１０のそれぞれに対する、端末識別子、センサデータのサイズ、及び、センサデータの送
信周期、を含む。
【００７５】
　端末減少通知は、中継局２０へセンサデータを送信する端末１０が減少したことを表す
情報である。本例では、後述するように、端末減少通知は、中継局２０から無線基地局３
０へ送信される。本例では、端末減少通知は、減少の基となった端末１０のそれぞれに対
する端末識別子を含む。
【００７６】
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　パターン情報は、データサイズパターンの基となる情報である。データサイズパターン
は、中継局２０から無線基地局３０へ送信される中継データのサイズのパターンである。
本例では、データサイズパターンは、中継データのサイズの、時間の経過に伴う変化を示
す。
【００７７】
　本例では、パターン情報は、図９に示すように、複数の端末１０－１，…，１０－Ｎの
それぞれに対する、端末識別子、センサデータのサイズ、センサデータの送信周期、及び
、オフセット時間、を含む。
　オフセット時間は、センサデータを含む中継データが中継局２０から無線基地局３０へ
送信される時点と、上記処理基準時点と、の間の時間である。
　本例では、後述するように、パターン情報は、無線基地局３０から中継局２０へ送信さ
れる。
【００７８】
　ＭＣＳ情報は、ＭＣＳを表す情報である。本例では、ＭＣＳ情報は、ＭＣＳを識別する
番号である。例えば、ＭＣＳ情報は、ＭＣＳインデックスと呼ばれてもよい。本例では、
後述するように、ＭＣＳ情報は、無線基地局３０から中継局２０へ送信される。
【００７９】
　なお、パターン情報と、基準時間及び基準帯域幅と、は、端末１０毎のセンサデータの
サイズ及び送信周期に応じた無線リソースの割当パターンを決定する基となる情報の一例
である。
【００８０】
　制御部２１３は、無線リソースを割り当てる対象となる無線フレームにて送信される予
定の中継データのサイズを、無線基地局３０から受信されたパターン情報に基づいて取得
する。制御部２１３は、取得した中継データのサイズと、無線基地局３０から受信された
ＭＣＳ情報と、に基づいて、中継局２０から無線基地局３０への中継データの送信に用い
られるＲＢの数を決定する。
【００８１】
　制御部２１３は、無線基地局３０から受信された割当情報と、決定したＲＢの数と、に
基づいて、中継局２０から無線基地局３０への中継データの送信に割り当てられる無線リ
ソースを決定する。このようにして、制御部２１３は、ＭＣＳ情報が表すＭＣＳと、パタ
ーン情報が表すデータサイズパターンと、に基づいて、中継データの送信に割り当てられ
る無線リソースを決定する。
【００８２】
　本例では、無線通信帯域のうちの時間及び周波数が連続する部分が、中継局２０から無
線基地局３０への中継データの送信に割り当てられる。本例では、時間方向において連続
するＲＢが、当該中継データの送信に割り当てられる。なお、周波数方向において連続す
るＲＢが、当該中継データの送信に割り当てられてもよい。この場合、中継データの送信
に割り当てられる無線リソースは、周波数方向において複数のＲＢを有していてもよい。
【００８３】
　制御部２１３は、無線基地局３０から受信されたパターン情報に基づいて、基地局側バ
ッファ部２１２に保持されているセンサデータから中継データを生成する。制御部２１３
は、決定した無線リソースを用いて、生成した中継データを無線基地局３０へ送信するよ
うに、第２の無線通信回路２３を制御する。
【００８４】
　本例では、中継データは、１つのデータユニットである。データユニットは、プロトコ
ル・データユニットと呼ばれてもよい。データユニットは、例えば、パケットであっても
よい。
　本例では、中継データに含まれるセンサデータの順序は、パターン情報に基づいて決定
される。本例では、センサデータは、当該センサデータに対応付けられた端末識別子が、
パターン情報において先頭側に配置されるほど、中継データにおいて先頭側に配置される
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。
【００８５】
　従って、例えば、図９のパターン情報を中継局２０及び無線基地局３０が共有する場合
において、図１０に示すように、端末識別子ＤＩＤ＃１～ＤＩＤ＃３とそれぞれ対応付け
られたセンサデータＳＤ＃１～ＳＤ＃３が中継データＲＤに含まれる場合を想定する。こ
の場合、中継データＲＤにおいて、センサデータＳＤ＃１が先頭に配置され、センサデー
タＳＤ＃２がセンサデータＳＤ＃１に後続するように配置され、且つ、センサデータＳＤ
＃３がセンサデータＳＤ＃２に後続するように配置される。
【００８６】
　また、例えば、図９のパターン情報を中継局２０及び無線基地局３０が共有する場合に
おいて、端末識別子ＤＩＤ＃１及びＤＩＤ＃３とそれぞれ対応付けられたセンサデータＳ
Ｄ＃１及びＳＤ＃３が中継データに含まれる場合を想定する。この場合、中継データにお
いて、センサデータＳＤ＃１が先頭に配置され、且つ、センサデータＳＤ＃３がセンサデ
ータＳＤ＃１に後続するように配置される。
【００８７】
（構成：無線基地局）
　図１１に示すように、無線基地局３０は、例示的に、制御回路３１と、無線通信回路３
２と、有線通信回路３３と、を備える。
　制御回路３１は、無線通信回路３２及び有線通信回路３３を制御する。制御回路３１の
機能については後述する。
【００８８】
　無線通信回路３２は、アンテナ３２１を備える。無線通信回路３２は、制御回路３１か
ら入力されたデータに対して、第２の無線通信方式に従って、符号化及び変調を行なう。
更に、無線通信回路３２は、符号化及び変調後の変調信号に対して、ＤＡ変換、及び、周
波数変換（ここでは、アップコンバート）を行なう。無線通信回路３２は、周波数変換後
の無線信号をアンテナ３２１を介して送信する。
【００８９】
　無線通信回路３２は、アンテナ３２１を介して無線信号を受信する。無線通信回路３２
は、受信した無線信号に対して、周波数変換（ここでは、ダウンコンバート）、及び、Ａ
Ｄ変換を行なう。無線通信回路３２は、ＡＤ変換後の変調信号に対して、第２の無線通信
方式に従って、復調及び復号化を行なう。無線通信回路３２は、復号化後のデータを制御
回路３１へ出力する。
【００９０】
　有線通信回路３３は、制御回路３１から入力されたデータを、通信ケーブルを介してサ
ーバ４０へ送信するとともに、通信ケーブルを介してサーバ４０から受信したデータを制
御回路３１へ出力する。
【００９１】
　図１２に例示するように、無線基地局３０の制御回路３１は、機能的に、中継局側バッ
ファ部３１１と、制御部３１２と、通信網側バッファ部３１３と、制御メッセージ処理部
３１４と、を備える。
【００９２】
　制御メッセージ処理部３１４は、中継局２０から受信されたデータから、第２の無線通
信方式に従った制御メッセージを取得する。
　制御部３１２は、制御メッセージ処理部３１４により取得された第２の無線通信方式に
従った制御メッセージに基づいて無線通信回路３２を制御する。例えば、制御部３１２は
、データの再送、変調符号化方式、送信電力、及び、通信タイミング等を制御する。
【００９３】
　更に、制御部３１２は、第２の無線通信方式に従った制御メッセージを生成し、生成し
た制御メッセージを中継局側バッファ部３１１に保持させる。加えて、制御部３１２は、
中継局側バッファ部３１１に保持されている制御メッセージを、所定の送信タイミングに
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て中継局２０へ送信するように、無線通信回路３２を制御する。
【００９４】
　制御部３１２は、中継局２０から割当要求が受信された場合、基準時間及び基準帯域幅
を決定する。制御部３１２は、決定した基準時間及び基準帯域幅を表す割当情報を中継局
２０へ送信するように、無線通信回路３２を制御する。例えば、制御部３１２は、所定の
アルゴリズムに従って、基準時間及び基準帯域幅を決定してもよい。
【００９５】
　制御部３１２は、中継局２０から端末増加通知が受信された場合、オフセット時間を決
定する。本例では、制御部３１２は、端末増加通知に含まれる送信周期（例えば、３［ｓ
］）を、上記中継周期（本例では、１［ｓ］）により除した値Ｍ（本例では、３）を算出
する。この場合、制御部３１２は、０からＭ－１の整数のうちの１つを、擬似乱数を用い
て選択し、選択した整数を、中継周期に乗じた値を、オフセット時間として決定する。
【００９６】
　端末増加通知に含まれる端末識別子毎にオフセット時間を決定することは、端末１０毎
にオフセット時間を設定することの一例である。なお、制御部３１２は、擬似乱数を用い
る代わりに、所定のアルゴリズムに従ってオフセット時間を決定してもよい。
【００９７】
　制御部３１２は、パターン情報を既に保持している場合、端末増加通知に含まれる、端
末識別子、センサデータのサイズ、及び、センサデータの送信周期と、決定したオフセッ
ト時間と、を保持しているパターン情報に追加する。制御部３１２は、パターン情報を未
だ保持していない場合、端末増加通知に含まれる、端末識別子、センサデータのサイズ、
及び、センサデータの送信周期と、決定したオフセット時間と、を含むパターン情報を新
たに保持する。
【００９８】
　制御部３１２は、中継局２０から端末減少通知が受信された場合、端末減少通知に含ま
れる端末識別子に対応付けられた、端末識別子、センサデータのサイズ、センサデータの
送信周期、及び、オフセット時間を、保持しているパターン情報から削除する。
　なお、端末増加通知又は端末減少通知に基づいてパターン情報を更新することは、中継
局２０へセンサデータを送信する端末１０の数が変化した場合に割当パターンを当該変化
に応じて更新することの一例である。
【００９９】
　制御部３１２は、中継局２０から端末増加通知又は端末減少通知が受信された場合、保
持しているパターン情報を中継局２０へ送信するように、無線通信回路３２を制御する。
　パターン情報、基準時間及び基準帯域幅が、無線基地局３０から中継局２０へ送信され
ることは、中継局２０と無線基地局３０とが割当パターンを共有することの一例である。
【０１００】
　制御部３１２は、中継局２０と無線基地局３０との間の通信品質を表す情報に基づいて
、中継局２０との間の通信に用いられるＭＣＳを決定する。通信品質を表す情報は、例え
ば、ＣＱＩである。ＣＱＩは、Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒの
略記である。
【０１０１】
　なお、通信品質を表す情報は、ＲＳＲＰ、ＳＩＮＲ、又は、ＲＳＲＱであってもよい。
ＲＳＲＰは、Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒの略記
である。ＳＩＮＲは、Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｐｌｕｓ　Ｎｏ
ｉｓｅ　Ｒａｔｉｏの略記である。ＲＳＲＱは、Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒ
ｅｃｅｉｖｅｄ　Ｑｕａｌｉｔｙの略記である。
【０１０２】
　制御部３１２は、中継局２０から無線基地局３０への中継データの送信に用いられるＭ
ＣＳが変化した場合、変化後のＭＣＳを表すＭＣＳ情報を中継局２０へ送信するように、
無線通信回路３２を制御する。
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【０１０３】
　また、制御部３１２は、制御部２１３と同様に、パターン情報と、割当情報と、ＭＣＳ
情報と、に基づいて、中継局２０から無線基地局３０への中継データの受信に割り当てら
れる無線リソースを決定する。制御部３１２は、決定した無線リソースを用いて、中継局
２０により送信された中継データを受信するように、無線通信回路３２を制御する。
【０１０４】
　制御部３１２は、中継局２０から受信された中継データから、パターン情報に基づいて
、端末１０毎のセンサデータを取得する。本例では、制御部３１２は、中継データに含ま
れるセンサデータの順序を、パターン情報に基づいて特定し、特定した順序と、パターン
情報に含まれるデータサイズと、に基づいて、端末１０毎のセンサデータを取得する。
【０１０５】
　従って、例えば、図９のパターン情報を中継局２０及び無線基地局３０が共有する場合
において、図１０に示すように、端末識別子ＤＩＤ＃１～ＤＩＤ＃３とそれぞれ対応付け
られたセンサデータＳＤ＃１～ＳＤ＃３が中継データＲＤに含まれる場合を想定する。こ
の場合、例えば、制御部３１２は、中継データＲＤの先頭から４５バイトのデータを、端
末識別子ＤＩＤ＃１に対するセンサデータＳＤ＃１として取得する。更に、制御部３１２
は、そのデータに後続する６０バイトのデータを、端末識別子ＤＩＤ＃２に対するセンサ
データＳＤ＃２として取得する。加えて、制御部３１２は、そのデータに後続する１４０
バイトのデータを、端末識別子ＤＩＤ＃３に対するセンサデータＳＤ＃３として取得する
。
【０１０６】
　このように、パターン情報を用いることにより、無線基地局３０は、複数のセンサデー
タが１つのデータユニットに含まれていても、このデータユニットから、複数のセンサデ
ータを取得できる。
【０１０７】
　制御部３１２は、取得したセンサデータを通信網側バッファ部３１３に保持させる。加
えて、制御部３１２は、通信網側バッファ部３１３に保持されているセンサデータをサー
バ４０へ送信するように、有線通信回路３３を制御する。
【０１０８】
（動作）
　次に、無線通信システム１の動作について説明する。ここでは、無線通信システム１の
動作のうちの、中継局２０から無線基地局３０への中継データの送信に係る部分について
説明する。
【０１０９】
　先ず、中継局２０は、中継局２０の起動時に、割当要求を無線基地局３０へ送信する（
図１３のステップＳ１０１）。なお、中継局２０は、中継局２０の起動時に代えて、セン
サデータを送信する端末１０を最初に認識した時に、割当要求を送信してもよい。
【０１１０】
　無線基地局３０は、割当要求を受信すると、基準時間及び基準帯域幅を決定する（図１
３のステップＳ１０２）。次いで、無線基地局３０は、決定した基準時間及び基準帯域幅
を表す割当情報を保持するとともに、当該割当情報を中継局２０へ送信する（図１３のス
テップＳ１０３）。これにより、中継局２０は、無線基地局３０から割当情報を受信し、
受信した割当情報を保持する。
　なお、図１３の処理が実行されることは、中継局２０及び無線基地局３０が割当情報を
共有することの一例である。
【０１１１】
　次に、中継局２０は、センサデータを送信する端末１０の増加を検出すると、当該増加
の基となる端末１０に対する端末増加通知を無線基地局３０へ送信する（図１４のステッ
プＳ２０１）。例えば、中継局２０は、端末１０から端末識別子を含む情報を受信するこ
とにより、端末１０の増加を検出してよい。
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【０１１２】
　一方、無線基地局３０は、図１５に示すフローチャートを無線基地局３０の起動時に実
行する。従って、無線基地局３０は、端末増加通知を受信するまで待機する（図１５のス
テップＳ３０１の「Ｎｏ」ルート）。そして、無線基地局３０は、端末増加通知を受信す
ると、「Ｙｅｓ」と判定してステップＳ３０２へ進む。
【０１１３】
　次いで、無線基地局３０は、受信した端末増加通知に含まれる送信周期（例えば、３［
ｓ］）を、所定の中継周期（本例では、１［ｓ］）により除した値Ｍ（本例では、３）を
算出する（図１５のステップＳ３０２）。そして、無線基地局３０は、０からＭ－１の整
数のうちの１つを、擬似乱数を用いて選択する（図１５のステップＳ３０３）。
【０１１４】
　次いで、無線基地局３０は、選択した整数を、中継周期に乗じた値を、オフセット時間
として決定する（図１５のステップＳ３０４）。
【０１１５】
　そして、無線基地局３０は、端末増加通知に含まれる、端末識別子、センサデータのサ
イズ、及び、センサデータの送信周期と、決定したオフセット時間と、に基づいてパター
ン情報を更新する（図１５のステップＳ３０５）。例えば、この時点では、無線基地局３
０は、端末増加通知に含まれる、端末識別子、センサデータのサイズ、及び、センサデー
タの送信周期と、決定したオフセット時間と、を含むパターン情報を新たに保持する。
　そして、無線基地局３０は、図１５のステップＳ３０１へ戻り、ステップＳ３０１～Ｓ
３０５の処理を繰り返し実行する。
【０１１６】
　また、無線基地局３０は、パターン情報を更新する（図１４のステップＳ２０２）と、
更新後のパターン情報を中継局２０へ送信する（図１４のステップＳ２０３）。これによ
り、中継局２０は、無線基地局３０からパターン情報を受信し、受信したパターン情報を
保持する。
　なお、図１４の処理が実行されることは、中継局２０及び無線基地局３０がパターン情
報を共有することの一例である。
【０１１７】
　なお、図１４のステップＳ２０３において、パターン情報のうちの、端末増加通知によ
って変化した部分のみが送信されてもよい。また、図１４の処理に代えて、中継局２０が
、センサデータを送信する端末１０の増加を検出した場合、オフセット時間を決定すると
ともにパターン情報を更新し、更新後のパターン情報を無線基地局３０へ送信してもよい
。
【０１１８】
　次に、中継局２０は、センサデータを送信する端末１０の減少を検出すると、当該減少
の基となる端末１０に対する端末減少通知を無線基地局３０へ送信する（図１６のステッ
プＳ４０１）。例えば、中継局２０は、端末１０からのセンサデータが受信されなくなっ
た場合に、端末１０の減少を検出してよい。
【０１１９】
　無線基地局３０は、中継局２０から端末減少通知が受信された場合、端末減少通知に含
まれる端末識別子に対応付けられた、端末識別子、センサデータのサイズ、センサデータ
の送信周期、及び、オフセット時間を、保持しているパターン情報から削除する。これに
より、無線基地局３０は、パターン情報を更新する（図１６のステップＳ４０２）。
【０１２０】
　そして、無線基地局３０は、パターン情報を更新すると、更新後のパターン情報を中継
局２０へ送信する（図１６のステップＳ４０３）。これにより、中継局２０は、無線基地
局３０からパターン情報を受信し、受信したパターン情報を保持する。
　なお、図１６の処理が実行されることは、中継局２０及び無線基地局３０がパターン情
報を共有することの一例である。
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【０１２１】
　なお、図１６のステップＳ４０３の処理を実行せずに、中継局２０が、センサデータを
送信する端末１０の減少を検出した場合、無線基地局３０と同様にパターン情報を更新し
てもよい。この場合、無線基地局３０は、パターン情報に代えて、肯定応答（例えば、Ａ
ｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔを表す情報）を送信してもよい。また、図１６の処理に代
えて、中継局２０が、センサデータを送信する端末１０の減少を検出した場合、パターン
情報を更新し、更新後のパターン情報を無線基地局３０へ送信してもよい。
【０１２２】
　また、中継局２０は、図１７に示すフローチャートを処理基準時点にて実行する。先ず
、中継局２０は、パターン情報に含まれる端末識別子により識別される複数の端末１０－
１，…，１０－Ｎのそれぞれを１つずつ順に処理対象とするループ処理（図１７のステッ
プＳ５０１～ステップＳ５０４）を実行する。
【０１２３】
　ループ処理において、中継局２０は、現時点が、処理対象となる端末１０のセンサデー
タを送信するタイミング（送信タイミング）であるか否かを、パターン情報に基づいて判
定する（図１７のステップＳ５０２）。なお、センサデータを含む中継データを送信する
ことは、センサデータを送信することの一例である。
【０１２４】
　現時点が送信タイミングである場合、中継局２０は、「Ｙｅｓ」と判定して送信データ
サイズを更新する（図１７のステップＳ５０３）。本例では、中継局２０は、保持してい
る送信データサイズに、処理対象となる端末１０のセンサデータのサイズを加算する。な
お、本例では、送信データサイズは、ループ処理を開始する時点にて、「０」に設定され
る。そして、中継局２０は、図１７のステップＳ５０４へ進む。
　一方、現時点が送信タイミングでない場合、中継局２０は、ステップＳ５０２にて「Ｎ
ｏ」と判定して、送信データサイズを更新せずに、図１７のステップＳ５０４へ進む。
【０１２５】
　そして、中継局２０は、複数の端末１０－１，…，１０－Ｎのすべてに対して、上記ル
ープ処理（ステップＳ５０１～ステップＳ５０４）を実行した後、ステップＳ５０５へ進
む。なお、本例では、この時点で保持している送信データサイズは、後述するステップＳ
５０７にて送信される中継データのサイズと等しい。
【０１２６】
　次いで、中継局２０は、保持している送信データサイズと、無線基地局３０から受信し
たＭＣＳ情報が表すＭＣＳと、に基づいて、中継局２０から無線基地局３０への中継デー
タの送信に用いられるＲＢ数を決定する（図１７のステップＳ５０５）。
【０１２７】
　そして、中継局２０は、無線基地局３０から受信した割当情報と、決定したＲＢ数と、
に基づいて、中継局２０から無線基地局３０への中継データの送信に割り当てられる無線
リソースを決定する（図１７のステップＳ５０６）。
【０１２８】
　そして、中継局２０は、パターン情報に基づいて、現時点が送信タイミングである端末
１０から受信したセンサデータを含む中継データを生成する。次いで、中継局２０は、生
成した中継データを、決定した無線リソースを用いて無線基地局３０へ送信する（図１７
のステップＳ５０７）。
【０１２９】
　そして、中継局２０は、中継周期が経過するまで待機する（図１７のステップＳ５０８
の「Ｎｏ」ルート）。その後、中継局２０は、中継周期が経過すると、ステップＳ５０１
へ戻り、ステップＳ５０１～Ｓ５０８の処理を繰り返し実行する。
【０１３０】
　一方、無線基地局３０は、図１８に示すフローチャートを処理基準時点にて実行する。
先ず、無線基地局３０は、パターン情報に含まれる端末識別子により識別される複数の端
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末１０－１，…，１０－Ｎのそれぞれを１つずつ順に処理対象とするループ処理（図１８
のステップＳ６０１～ステップＳ６０４）を実行する。
【０１３１】
　ループ処理において、無線基地局３０は、現時点が、処理対象となる端末１０のセンサ
データを受信するタイミング（受信タイミング）であるか否かを、パターン情報に基づい
て判定する（図１８のステップＳ６０２）。なお、センサデータを含む中継データを受信
することは、センサデータを受信することの一例である。
【０１３２】
　現時点が受信タイミングである場合、無線基地局３０は、「Ｙｅｓ」と判定して受信デ
ータサイズを更新する（図１８のステップＳ６０３）。本例では、無線基地局３０は、保
持している受信データサイズに、処理対象となる端末１０のセンサデータのサイズを加算
する。なお、本例では、受信データサイズは、ループ処理を開始する時点にて、「０」に
設定される。そして、無線基地局３０は、図１８のステップＳ６０４へ進む。
　一方、現時点が受信タイミングでない場合、無線基地局３０は、ステップＳ６０２にて
「Ｎｏ」と判定して、受信データサイズを更新せずに、図１８のステップＳ６０４へ進む
。
【０１３３】
　そして、無線基地局３０は、複数の端末１０－１，…，１０－Ｎのすべてに対して、上
記ループ処理（ステップＳ６０１～ステップＳ６０４）を実行した後、ステップＳ６０５
へ進む。なお、本例では、この時点で保持している受信データサイズは、後述するステッ
プＳ６０７にて受信される中継データのサイズと等しい。
【０１３４】
　次いで、無線基地局３０は、保持している受信データサイズと、中継局２０へ送信した
ＭＣＳ情報が表すＭＣＳと、に基づいて、中継局２０から無線基地局３０への中継データ
の受信に用いられるＲＢ数を決定する（図１８のステップＳ６０５）。
【０１３５】
　そして、無線基地局３０は、中継局２０へ送信した割当情報と、決定したＲＢ数と、に
基づいて、中継局２０から無線基地局３０への中継データの受信に割り当てられる無線リ
ソースを決定する（図１８のステップＳ６０６）。次いで、無線基地局３０は、中継局２
０からの中継データを、決定した無線リソースを用いて受信する（図１８のステップＳ６
０７）。
【０１３６】
　そして、無線基地局３０は、中継周期が経過するまで待機する（図１８のステップＳ６
０８の「Ｎｏ」ルート）。その後、無線基地局３０は、中継周期が経過すると、ステップ
Ｓ６０１へ戻り、ステップＳ６０１～Ｓ６０８の処理を繰り返し実行する。
【０１３７】
　図１９は、中継局２０から無線基地局３０への中継データの送信に割り当てられる無線
リソースの一例を示す。この例では、図７に示すように、割当情報において、基準時間が
表す、時間方向におけるＲＢの数Ｘ１が４つであり、且つ、基準帯域幅が表す、周波数方
向におけるＲＢの数Ｙ１が３つである場合を想定する。また、ｔｂは、割当基準時点を表
し、ｆｂは、割当基準周波数を表す。
【０１３８】
　更に、この例では、中継局２０及び無線基地局３０が、図９のパターン情報を共有して
いる場合を想定する。加えて、１つのＲＢを用いて送信可能なデータサイズが４２バイト
である場合を想定する。
【０１３９】
　処理基準時点ｔ０［ｓ］においては、オフセット時間が０［ｓ］である端末識別子ＤＩ
Ｄ＃１及びＤＩＤ＃３と対応付けられたセンサデータを含む中継データが中継局２０から
無線基地局３０へ送信される。中継データのサイズは、１８５バイト（＝４５バイト＋１
４０バイト）である。従って、中継データの送信に、５つのリソースブロックＡＢ０が用



(20) JP 2015-139178 A 2015.7.30

10

20

30

40

50

いられる。
【０１４０】
　５つのリソースブロックＡＢ０は、割当基準時点ｔｂ及びｔ０［ｓ］から、ＲＢ数Ｘ１
に対応する時間だけ後の時点を最先の時点として有するＲＢを含む。更に、５つのリソー
スブロックＡＢ０は、割当基準周波数ｆｂから、ＲＢ数Ｙ１に対応する帯域幅だけ低い周
波数を最高の周波数として有するＲＢを含む。加えて、５つのリソースブロックＡＢ０は
、時間方向において連続する。
【０１４１】
　また、処理基準時点ｔ０から中継周期Ｔｒ（本例では、１［ｓ］）が経過した時点ｔ０

＋１［ｓ］について説明する。この時点ｔ０＋１［ｓ］においては、送信周期が１［ｓ］
である端末識別子ＤＩＤ＃１、及び、オフセット時間が１［ｓ］である端末識別子ＤＩＤ
＃２と対応付けられたセンサデータを含む中継データが中継局２０から無線基地局３０へ
送信される。中継データのサイズは、１０５バイト（＝４５バイト＋６０バイト）である
。従って、中継データの送信に、３つのリソースブロックＡＢ１が用いられる。
【０１４２】
　３つのリソースブロックＡＢ１は、割当基準時点ｔｂ及びｔ０＋１［ｓ］から、ＲＢ数
Ｘ１に対応する時間だけ後の時点を最先の時点として有するＲＢを含む。更に、３つのリ
ソースブロックＡＢ１は、割当基準周波数ｆｂから、ＲＢ数Ｙ１に対応する帯域幅だけ低
い周波数を最高の周波数として有するＲＢを含む。加えて、３つのリソースブロックＡＢ
１は、時間方向において連続する。
【０１４３】
　同様に、処理基準時点ｔ０から中継周期Ｔｒ（本例では、１［ｓ］）を２倍した時間が
経過した時点ｔ０＋２［ｓ］について説明する。この時点ｔ０＋２［ｓ］においては、送
信周期が１［ｓ］である端末識別子ＤＩＤ＃１と対応付けられたセンサデータを含む中継
データが中継局２０から無線基地局３０へ送信される。中継データのサイズは、４５バイ
トである。従って、中継データの送信に、２つのリソースブロックＡＢ２が用いられる。
【０１４４】
　２つのリソースブロックＡＢ２は、割当基準時点ｔｂ及びｔ０＋２［ｓ］から、ＲＢ数
Ｘ１に対応する時間だけ後の時点を最先の時点として有するＲＢを含む。更に、２つのリ
ソースブロックＡＢ２は、割当基準周波数ｆｂから、ＲＢ数Ｙ１に対応する帯域幅だけ低
い周波数を最高の周波数として有するＲＢを含む。加えて、２つのリソースブロックＡＢ
２は、時間方向において連続する。
【０１４５】
　同様に、処理基準時点ｔ０から中継周期Ｔｒ（本例では、１［ｓ］）を３倍した時間が
経過した時点ｔ０＋３［ｓ］について説明する。この時点ｔ０＋３［ｓ］においては、端
末識別子ＤＩＤ＃１～ＤＩＤ＃３と対応付けられたセンサデータを含む中継データが中継
局２０から無線基地局３０へ送信される。中継データのサイズは、２４５バイト（＝４５
バイト＋６０バイト＋１４０バイト）である。従って、中継データの送信に、６つのリソ
ースブロックＡＢ３が用いられる。
【０１４６】
　６つのリソースブロックＡＢ３は、割当基準時点ｔｂ及びｔ０＋３［ｓ］から、ＲＢ数
Ｘ１に対応する時間だけ後の時点を最先の時点として有するＲＢを含む。更に、６つのリ
ソースブロックＡＢ３は、割当基準周波数ｆｂから、ＲＢ数Ｙ１に対応する帯域幅だけ低
い周波数を最高の周波数として有するＲＢを含む。加えて、６つのリソースブロックＡＢ
３は、時間方向において連続する。
【０１４７】
　以上、説明したように、第１実施形態に係る中継局２０は、端末１０毎のセンサデータ
のサイズ及び送信周期に応じた無線リソースの割当パターンに従って、センサデータを無
線基地局３０へ送信する。
【０１４８】
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　これによれば、中継局２０から無線基地局３０への端末１０毎のセンサデータの送信に
、端末１０毎に無線リソースを割り当てる場合よりも、無線リソースの割り当てに用いら
れる制御メッセージを削減できる。この結果、制御メッセージの通信に割り当てられる無
線リソースを低減できる。従って、中継局２０と無線基地局３０との間の無線リソースを
有効に利用できる。
【０１４９】
　更に、第１実施形態に係る無線通信システム１において、中継データの送信に割り当て
られる無線リソースは、時間及び周波数により識別される、無線通信帯域の要素であると
ともに、無線通信帯域のうちの時間及び周波数が連続する部分である。
【０１５０】
　これにより、中継局２０は、割当パターンに従って割り当てられた無線リソースを用い
て、複数の端末１０－１，…，１０－Ｎからのセンサデータを集約した中継データを送信
できる。この結果、中継局２０から無線基地局３０への端末１０毎のセンサデータの送信
に、端末１０毎に無線リソースを割り当てる場合よりも、センサデータの送信に割り当て
られた無線リソースのうちの、当該センサデータの送信に用いられない部分を低減できる
。
【０１５１】
　加えて、第１実施形態に係る無線通信システム１において、割当パターンは、中継デー
タのサイズのパターンであるデータサイズパターンと、割当基準時点及び割当基準周波数
と、基準時間及び基準帯域幅と、に基づいて決定される。
　これによれば、データサイズが変化しても、中継局２０から無線基地局３０への中継デ
ータの送信に割り当てられる無線リソースを無線基地局３０及び中継局２０が適切に特定
できる。
【０１５２】
　加えて、第１実施形態に係る中継局２０及び無線基地局３０のそれぞれは、中継データ
の送信に用いられる変調符号化方式と、データサイズパターンと、に基づいて、中継デー
タの送信に割り当てられる無線リソースを決定する。
【０１５３】
　中継データの送信に用いられる変調符号化方式が変化した場合、中継データの送信に用
いられる無線リソースの量が変化する。従って、上記変調符号化方式が変化した場合、割
当パターンを適切に決定できない虞がある。これに対し、第１実施形態に係る中継局２０
及び無線基地局３０によれば、中継データの送信に用いられる変調符号化方式の変化を割
当パターンに反映できる。この結果、中継局２０及び無線基地局３０のそれぞれが、割当
パターンを適切に決定できる。
【０１５４】
　更に、第１実施形態に係る無線通信システム１は、端末１０毎のセンサデータが中継局
２０から無線基地局３０へ送信される時点の、処理基準時点からのオフセット時間を端末
１０毎に設定する。加えて、割当パターンは、端末１０毎のセンサデータのサイズ及び送
信周期と、端末１０毎に設定されたオフセット時間と、に応じて決定される。
　これによれば、中継データに含まれるセンサデータの数の変動を抑制できる。この結果
、中継データの送信に割り当てられる無線リソースの量の変動を抑制できる。
【０１５５】
　加えて、第１実施形態に係る無線通信システム１は、複数の端末１０－１，…，１０－
Ｎの数が変化した場合、割当パターンを当該変化に応じて更新する。
　これによれば、中継局２０へセンサデータを送信する端末１０の数が変化した場合であ
っても、その変化を割当パターンに迅速に反映できる。この結果、中継局２０へセンサデ
ータを送信する端末１０の数が変化した後も、無線リソースを有効に利用できる。
【０１５６】
　なお、無線通信システム１は、端末１０毎にオフセット時間を設定しなくてもよい。こ
の場合、パターン情報は、オフセット時間を含まない。また、この場合、無線基地局３０
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は、中継局２０へパターン情報を送信しなくてよい。
【０１５７】
　割当基準時点及び基準時間により特定される時点は、中継データの送信に割り当てられ
る無線リソースの最後の時点又は中間の時点として用いられてもよい。また、割当基準周
波数及び基準帯域幅により特定される周波数は、中継データの送信に割り当てられる無線
リソースの最低の周波数又は中間の周波数として用いられてもよい。
【０１５８】
＜第２実施形態＞
　次に、本発明の第２実施形態に係る無線通信システムについて説明する。第２実施形態
に係る無線通信システムは、第１実施形態に係る無線通信システムに対して、複数の端末
を複数のグループに分類し、グループ毎に割当情報及びパターン情報を管理する点におい
て相違している。以下、かかる相違点を中心として説明する。
【０１５９】
　第２実施形態に係る無線通信システム１は、複数の端末１０－１，…，１０－Ｎを複数
のグループに分類する。更に、無線通信システム１は、グループ毎に割当情報及びパター
ン情報を管理する。無線通信システム１は、情報をグループ毎に管理するために、グルー
プを識別するグループ識別子を情報と対応付けて用いてよい。この場合、無線通信システ
ム１は、情報にグループ識別子を含ませてもよい。
【０１６０】
　本例では、中継局２０は、グループ毎に割当要求を送信する。無線基地局３０は、グル
ープ毎に基準時間及び基準帯域幅を決定する。本例では、無線基地局３０は、複数のグル
ープに対して、共通する基準時間と、互いに異なる基準帯域幅と、を決定する。
【０１６１】
　例えば、グループの数が２つである場合、第１及び第２のグループに対する割当情報は
、図２０に示すように、１つのリソースブロックＲＰ１及びＲＰ２をそれぞれ特定する。
図２０は、各グループに対する割当情報において、基準時間が表す、時間方向におけるＲ
Ｂの数Ｘ１が４つである例を表す。また、図２０は、第１のグループに対する割当情報に
おいて、基準帯域幅が表す、周波数方向におけるＲＢの数Ｙ１が３つであるとともに、第
２のグループに対する割当情報において、基準帯域幅が表す、周波数方向におけるＲＢの
数Ｙ２が５つである例を表す。なお、グループの数は、３つ以上であってもよい。
【０１６２】
　無線基地局３０は、グループ毎に、決定した基準時間及び基準帯域幅を表す割当情報を
中継局２０へ送信する。中継局２０は、グループ毎に、端末増加通知、及び、端末減少通
知を無線基地局３０へ送信する。無線基地局３０は、グループ毎に、パターン情報を更新
し、更新後のパターン情報を中継局２０へ送信する。
【０１６３】
　中継局２０は、中継データの送信に割り当てられる無線リソースの決定、中継データの
生成、及び、中継データの送信を、グループ毎に行なう。
　無線基地局３０は、中継データの受信に割り当てられる無線リソースの決定、及び、中
継データの受信を、グループ毎に行なう。
【０１６４】
　以上、説明したように、第２実施形態に係る無線通信システム１によれば、第１実施形
態に係る無線通信システム１と同様に、無線リソースを有効に利用できる。
　また、例えば、第１実施形態に係る無線通信システム１において、中継データのサイズ
が大きくなると、図２１の（Ａ）に示すように、中継データの送信に割り当てられる無線
リソースＡＢ１０が、複数の無線フレームに含まれることがある。ここで、Ｔｆは、１つ
の無線フレームの時間長を表す。
【０１６５】
　これに対し、第２実施形態に係る無線通信システム１によれば、１つの中継データのサ
イズを低減できる。従って、図２１の（Ｂ）に示すように、中継データの送信に割り当て
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られる無線リソースＡＢ２１及びＡＢ２２を、１つの無線フレームに含ませることができ
る。
【０１６６】
　また、第２実施形態に係る無線通信システム１によれば、第１実施形態に係る無線通信
システム１に対して、中継データの送信に対する無線リソースの割り当てを分散できる。
従って、特定のＲＢを用いる通信の品質が低い場合であっても、中継データの全体の通信
の品質の低下を抑制できる。換言すると、特定のＲＢを用いる通信の品質の低下が、中継
データの全体の通信の品質に及ぼす影響を抑制できる。
【０１６７】
　また、無線通信システム１は、複数のグループに、互いに異なる優先度を設定してもよ
い。この場合、無線通信システム１は、中継データの送信に用いられるＭＣＳを、当該中
継データに対するグループに設定される優先度が高くなるほど、通信品質が高くなるＭＣ
Ｓに決定する。例えば、無線通信システム１は、第１のグループに対する優先度を、第２
のグループに対する優先度よりも高い優先度に設定した場合、第１のグループに対するＭ
ＣＳとしてＱＰＳＫを用いるとともに、第２のグループに対するＭＣＳとして６４ＱＡＭ
を用いる。
【０１６８】
　また、無線通信システム１は、端末識別子、センサデータのサイズ、及び、センサデー
タの送信周期の少なくとも１つに基づいて、複数の端末１０を複数のグループに分類して
もよい。
【０１６９】
　なお、端末１０は、サイズ及び送信周期の少なくとも一方が互いに異なる複数のセンサ
データを送信してもよい。この場合、無線通信システム１は、センサデータを識別するデ
ータ識別子を用いることにより、上述した各実施形態と同様に、割当情報の共有、パター
ン情報の共有、無線リソースの割り当て、及び、中継データの送信を行なってよい。また
、端末１０は、センサデータと異なるデータを周期的に中継局２０へ送信してもよい。こ
の場合、無線通信システム１は、センサデータと異なるデータも、センサデータと同様に
処理してよい。
【符号の説明】
【０１７０】
１　　　無線通信システム
１０－１，…，１０－Ｎ　端末
１１　　制御回路
１１１　センサデータ生成部
１１２　制御部
１１３　制御メッセージ処理部
１２　　センサ
１３　　無線通信回路
１３１　アンテナ
２０　　中継局
２１　　制御回路
２１１　端末側バッファ部
２１２　基地局側バッファ部
２１３　制御部
２１４　制御メッセージ処理部
２２　　第１の無線通信回路
２２１　アンテナ
２３　　第２の無線通信回路
２３１　アンテナ
３０　　無線基地局
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３１　　制御回路
３１１　中継局側バッファ部
３１２　制御部
３１３　通信網側バッファ部
３１４　制御メッセージ処理部
３２　　無線通信回路
３２１　アンテナ
３３　　有線通信回路
４０　　サーバ
ＮＷ　　通信網

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】 【図１７】
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【図２０】 【図２１】
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