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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線接続された無線端末と通信する、複数のアクセスポイントと、
　前記複数のアクセスポイントと通信するアクセス制御装置と、を含み、
　前記複数のアクセスポイントそれぞれは、
　自身のカバレッジに含まれる無線端末を示す第１の情報と、前記カバレッジ内において
無線接続された無線端末を示す第２の情報と、を保持し、
　前記第１の情報及び第２の情報の更新情報を前記アクセス制御装置に送信し、
　前記アクセス制御装置は、
　前記複数のアクセスポイントと前記複数のアクセスポイントのカバレッジに含まれる無
線端末との対応関係を示す第３の情報と、前記複数のアクセスポイントと前記複数のアク
セスポイントに無線接続された無線端末との対応関係を示す第４の情報と、を保持し、
　前記複数のアクセスポイントから受信した前記更新情報に基づいて、前記第３の情報及
び第４の情報を更新し、
　前記複数のアクセスポイントが無線端末とポーリング通信を行うポーリング期間を開始
する開始基準時刻を決定し、
　前記更新された第３の情報及び第４の情報に基づいて、前記ポーリング期間において、
前記複数のアクセスポイントが前記無線端末とポーリング通信を行うタイミングを示すス
ケジューリング設定情報を作成し、
　前記複数のアクセスポイントそれぞれに、前記開始基準時刻と前記スケジューリング設
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定情報において前記複数のアクセスポイントそれぞれに対応する部分とを含むポーリング
期間開始信号を、送信し、
　前記複数のアクセスポイントは、受信した前記ポーリング期間開始信号に基づいて、前
記無線端末とポーリング通信を行い、
　前記スケジューリング設定情報は、前記ポーリング期間において、前記複数のアクセス
ポイントそれぞれに対して、前記無線端末と通信を行う通信区間を規定し、
　前記通信区間は、ポーリング通信を行うポーリング区間と、前記ポーリング区間の後に
ＣＳＭＡ通信を行うＣＳＭＡ区間とを含み、
　前記ポーリング区間は他のアクセスポイントの通信区間と重ならないようにスケジュー
ルされ、前記複数のアクセスポイントの全てのＣＳＭＡ区間は一致するようにスケジュー
ルされ、
　前記複数のアクセスポイントは、ポーリング区間終了通知を前記アクセス制御装置に送
信し、
　前記アクセス制御装置は、
　前記ポーリング区間終了通知に応答して、前記複数のアクセスポイントに順次、前記ポ
ーリング区間の開始を指示し、
　前記複数のアクセスポイントにおける最後のポーリング区間終了通知に応答して、前記
複数のアクセスポイントの全てに前記ＣＳＭＡ区間の開始を指示する、無線伝送システム
。
【請求項２】
　無線接続された無線端末と通信する、複数のアクセスポイントと、
　前記複数のアクセスポイントと通信するアクセス制御装置と、を含み、
　前記複数のアクセスポイントそれぞれは、
　自身のカバレッジに含まれる無線端末を示す第１の情報と、前記カバレッジ内において
無線接続された無線端末を示す第２の情報と、を保持し、
　前記第１の情報及び第２の情報の更新情報を前記アクセス制御装置に送信し、
　前記アクセス制御装置は、
　前記複数のアクセスポイントと前記複数のアクセスポイントのカバレッジに含まれる無
線端末との対応関係を示す第３の情報と、前記複数のアクセスポイントと前記複数のアク
セスポイントに無線接続された無線端末との対応関係を示す第４の情報と、を保持し、
　前記複数のアクセスポイントから受信した前記更新情報に基づいて、前記第３の情報及
び第４の情報を更新し、
　前記複数のアクセスポイントが無線端末とポーリング通信を行うポーリング期間を開始
する開始基準時刻を決定し、
　前記更新された第３の情報及び第４の情報に基づいて、前記ポーリング期間において、
前記複数のアクセスポイントが前記無線端末とポーリング通信を行うタイミングを示すス
ケジューリング設定情報を作成し、
　前記複数のアクセスポイントそれぞれに、前記開始基準時刻と前記スケジューリング設
定情報において前記複数のアクセスポイントそれぞれに対応する部分とを含むポーリング
期間開始信号を、送信し、
　前記複数のアクセスポイントは、受信した前記ポーリング期間開始信号に基づいて、前
記無線端末とポーリング通信を行い、
　前記スケジューリング設定情報は、前記ポーリング期間において、前記複数のアクセス
ポイントそれぞれに対して、無線接続している全ての無線端末とポーリング通信を行う包
括的ポーリング区間を規定し、
　前記アクセス制御装置は、前記複数のアクセスポイントそれぞれから、前記包括的ポー
リング区間において通信エラーが発生した無線端末の数を示す、包括的ポーリング区間終
了通知を受信し、
　前記アクセス制御装置は、前記複数のアクセスポイントの全てから前記包括的ポーリン
グ区間終了通知を受信すると、第２のスケジューリング設定情報を生成し、
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　前記第２のスケジューリング設定情報は、前記ポーリング期間において、前記複数のア
クセスポイントそれぞれに対して、前記包括的ポーリング区間において通信エラーが発生
した無線端末とのポーリング通信を行う選択的ポーリング区間を規定し、
　前記アクセス制御装置は、前記選択的ポーリング区間を前記包括的ポーリング区間終了
通知が示す前記無線端末の数に基づいて決定し、
　前記アクセス制御装置は、前記複数のアクセスポイントそれぞれに、前記第２のスケジ
ューリング設定情報において前記複数のアクセスポイントそれぞれに対応する部分を含む
選択的ポーリング区間開始信号を、送信し、
　前記複数のアクセスポイントそれぞれは、受信した前記選択的ポーリング区間開始信号
に基づいて、前記無線端末と選択的ポーリング通信を行う、無線伝送システム。
【請求項３】
　無線接続された無線端末と通信する複数のアクセスポイントを制御する方法であって、
　前記複数のアクセスポイントそれぞれは、自身のカバレッジに含まれる無線端末を示す
第１の情報と、前記カバレッジ内において無線接続された無線端末を示す第２の情報と、
を保持し、
　前記方法は、
　前記第１の情報及び第２の情報更新の更新情報を、前記複数のアクセスポイントから受
信し、
　前記複数のアクセスポイントと前記複数のアクセスポイントのカバレッジに含まれる無
線端末との対応関係を示す第３の情報と、前記複数のアクセスポイントと前記複数のアク
セスポイントに無線接続された無線端末との対応関係を示す第４の情報とを、前記複数の
アクセスポイントから受信した前記更新情報に基づいて更新し、
　前記複数のアクセスポイントが無線端末とポーリング通信を行うポーリング期間を開始
する開始基準時刻を決定し、
　前記更新された第３の情報及び第４の情報に基づいて、前記ポーリング期間において、
前記複数のアクセスポイントそれぞれが前記無線端末とポーリング通信を行うタイミング
を示すスケジューリング設定情報を作成し、
　前記開始基準時刻と前記スケジューリング設定情報において前記複数のアクセスポイン
トそれぞれに対応する部分とを含むポーリング期間開始信号を、前記複数のアクセスポイ
ントそれぞれに送信し、
　前記スケジューリング設定情報は、前記ポーリング期間において、前記複数のアクセス
ポイントそれぞれに対して、前記無線端末と通信を行う通信区間を規定し、
　前記通信区間は、ポーリング通信を行うポーリング区間と、前記ポーリング区間の後に
ＣＳＭＡ通信を行うＣＳＭＡ区間とを含み、
　前記ポーリング区間は他のアクセスポイントの通信区間と重ならないようにスケジュー
ルされ、前記複数のアクセスポイントの全てのＣＳＭＡ区間は一致するようにスケジュー
ルされ、
　前記方法は、
　前記複数のアクセスポイントから、ポーリング区間終了通知を受信し、
　前記ポーリング区間終了通知に応答して、前記複数のアクセスポイントに順次、前記ポ
ーリング区間の開始を指示し、
　前記複数のアクセスポイントにおける最後のポーリング区間終了通知に応答して、前記
複数のアクセスポイントの全てに前記ＣＳＭＡ区間の開始を指示する、ことを特徴とする
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線伝送システム、及びアクセスポイントを制御する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、ＩＥＥＥ８０２．１１規格を基本とした無線ＬＡＮ規格が世界中で用いられてい
る。メディアアクセスの典型的な方式として、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｃｏｏｒｄｉｎ
ａｔｉｏｎ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ（ＤＣＦ）やＥｎｈａｎｃｅｄ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ
　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ａｃｃｅｓｓ（ＥＤＣＡ）の自律分散制御をベースしにしたものが挙
げられる。一方、各々のクライアントに対して更なるＱｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉ
ｃｅ（ＱｏＳ）を保証するためＰｏｉｎｔ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ　Ｆｕｎｃｔｉｏ
ｎ（ＰＣＦ）やＨｙｂｒｉｄ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌｌｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ａｃｃｅｓｓ（ＨＣＣＡ）等のポーリング信号による中
央制御型の方式があり、リアルタイム性が要求されるサービスに用いられている。
【０００３】
　本技術分野の背景技術として、特開２０１２－２３５４５３号公報（特許文献１）、特
開２００５－８０１６２号公報（特許文献２）がある。特許文献１には、「選択的ポーリ
ング技術は、適切にデータを送信することに失敗したステーションに送信失敗を修正する
機会が与えられることを確保するために、無線ネットワーク内でステーションを選択的に
ポーリングするのに用いられる。選択的ポーリング技術は、あらゆるポーリングベースの
システムに適用でき、従って、レガシーシステムとの下位互換性が維持される。」と記載
されている。
【０００４】
　特許文献２には、「複数の無線端末装置とデータを送受信する無線基地局装置において
、ＴＢ間の周期でビーコンを送信する手段と、ＣＳＭＡ／ＣＡプロトコルに従ったアクセ
ス制御の後にデータを送信する手段と、下りデータの送信と上りデータの送信とを指示す
るポーリング信号を無線端末装置に送信する手段と、無線端末装置に送信するポーリング
信号をＣＳＭＡ／ＣＡプロトコルに従って送信されるパケットよりも優先的に送信する手
段と、時間間隔Ｔ１の周期性を有するデータを送受信する際に、ビーコンの送信間隔ＴＢ
をＴ１のｍ倍（ｍは自然数）とし、かつ、時間間隔Ｔ１をＴ１＝ｎ・Ｔ２（ｎは自然数）
の関係を有する一定時間間隔Ｔ２で仮想的にスロット化する手段と、を備えるように構成
する。」と記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－２３５４５３号公報
【特許文献２】特開２００５－８０１６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１には、スケジュールに従って複数のステーションをポーリングする無線送受
信機を含む、アクセスポイントの仕組みが記載されている。また、特許文献２には、複数
の無線端末装置と無線パケット通信によりデータの送受信を行う無線基地局装置の仕組み
が記載されている。
【０００７】
　しかし、特許文献１に記載の技術は、複数のアクセスポイントを用いた場合に対応して
おらず、無線伝送システムの対応エリアを拡大することができない。特許文献２の無線基
地局装置は、全ての端末が定期的に送信権を得られない可能性があるため、ＱｏＳを保証
できないという問題が生じる。
【０００８】
　特許文献１に記載の技術を、そのまま複数のアクセスポイントを用いて実施すれば、無
線伝送システムの対応エリアを拡大できるように思われるが、以下のような問題が生じる
。
【０００９】
　例えば、２つのアクセスポイントのカバレッジに含まれる無線端末が、一方のアクセス
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ポイントに対してデータ信号の送信を行っており、かつ他方のアクセスポイントはどの無
線端末からもデータ信号を受信していない場合を想定する。さらに、当該無線端末と、当
該他方のアクセスポイントが形成する基本サービスセットに含まれる他の無線端末との距
離が十分大きく、互いの信号を検出できないと仮定する。
【００１０】
　このとき、当該他の無線端末は、当該他方のアクセスポイントに対してデータ信号の送
信を試みる。従って、当該他方のアクセスポイントのカバレッジ内に含まれる、当該２つ
の無線端末が同時にデータ送信を行うこととなる。
【００１１】
　また、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１規格では、利用できる周波数チャネルが限られて
おり、無線伝送システムにおいて複数のアクセスポイントを用いる場合には、同一周波数
をシェアして通信を行わなければならない。その結果、当該２つのアクセスポイントで同
一周波数をシェアしていた場合には、当該他方のアクセスポイントのカバレッジ内におい
て、当該２つの無線端末からのデータ信号が衝突するため、当該２つの無線端末は、デー
タ信号をアクセスポイントに送信することができなくなる。
【００１２】
　従って、特許文献１に記載の技術に、そのまま複数のアクセスポイントを設置すると、
アクセスポイントのカバレッジが重複する範囲に無線端末が存在した場合、データ信号が
衝突する可能性があり、ＱｏＳが保証されないおそれがある。
【００１３】
　そこで本発明は、ＱｏＳを保証し、簡易に複数アクセスポイントを連携させ、通信エリ
アを拡張する、無線伝送システムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を解決するために、本発明は、例えば、以下のような構成を採用する。無線接
続された無線端末と通信する、複数のアクセスポイントと、前記複数のアクセスポイント
と通信するアクセス制御装置と、を含み、前記複数のアクセスポイントそれぞれは、自身
のカバレッジに含まれる無線端末を示す第１の情報と、前記カバレッジ内において無線接
続された無線端末を示す第２の情報と、を保持し、前記第１の情報及び第２の情報の更新
情報を前記アクセス制御装置に送信し、前記アクセス制御装置は、前記複数のアクセスポ
イントと前記複数のアクセスポイントのカバレッジに含まれる無線端末との対応関係を示
す第３の情報と、前記複数のアクセスポイントと前記複数のアクセスポイントに無線接続
された無線端末との対応関係を示す第４の情報と、を保持し、前記複数のアクセスポイン
トから受信した前記更新情報に基づいて、前記第３の情報及び第４の情報を更新し、前記
複数のアクセスポイントが無線端末とポーリング通信を行うポーリング期間を開始する開
始基準時刻を決定し、前記更新された第３の情報及び第４の情報に基づいて、前記ポーリ
ング期間において、前記複数のアクセスポイントが前記無線端末とポーリング通信を行う
タイミングを示すスケジューリング設定情報を作成し、前記複数のアクセスポイントそれ
ぞれに、前記開始基準時刻と前記スケジューリング設定情報において前記複数のアクセス
ポイントそれぞれに対応する部分とを含むポーリング期間開始信号を、送信し、前記複数
のアクセスポイントは、受信した前記ポーリング期間開始信号に基づいて、前記無線端末
とポーリング通信を行う、無線伝送システム。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の一態様によれば、ＱｏＳを確保しながら、簡易に複数アクセスポイントを連携
させ、通信可能エリアを拡張させることができる。
【００１６】
　上記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
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【図１】実施例１において、無線伝送システムの概要例を示す説明図である。
【図２】実施例１において、アクセス制御装置の構成例を示すブロック図である。
【図３】実施例１において、アクセスポイントの構成例を示すブロック図である。
【図４】実施例１において、基本サービスセットの１つのＳＩ内で、アクセスポイントと
無線端末とが互いにデータ送受信を行うタイミングを示す説明図である。
【図５】実施例１において、アクセスポイントが持つ衝突テーブルと、アクセス制御装置
が持つ全ＡＰ衝突テーブルの例である。
【図６】実施例１において、アクセスポイントが持つアソシエーションテーブルと、アク
セス制御装置が持つ全ＡＰアソシエーションテーブルの例である。
【図７】実施例１において、アクセス制御装置が持つスケジューリングテーブルと、アク
セスポイントが持つポーリングテーブルの例である。
【図８】実施例１において、無線伝送システムの動作例を示すシーケンス図である。
【図９】実施例１において、ポーリング通信の動作例を示すシーケンス図である。
【図１０】実施例１において、ポーリング通信時のアクセスポイントの動作例を示すフロ
ーチャートである。
【図１１Ａ】実施例１において、無線伝送システムの概要例を示す図である。
【図１１Ｂ】実施例１において、図１１Ａに示す無線伝送システムのアクセス制御装置が
持つ全ＡＰ衝突テーブルである。
【図１１Ｃ】実施例１において、図１１Ａに示す無線伝送システムのアクセス制御装置が
持つ全ＡＰアソシエーションテーブルである。
【図１２Ａ】実施例１において、図１１Ａに示す無線伝送システムのポーリング通信の例
を示すタイミングチャートである。
【図１２Ｂ】実施例１において、ポーリング通信を行うアクセスポイントと無線端末の組
み合わせの順番を示すテーブルである。
【図１２Ｃ】実施例１において、図１１Ａに示す無線伝送システムのアクセス制御装置が
持つスケジューリングテーブルである。
【図１３Ａ】実施例２において、図１１Ａに示す無線伝送システムのポーリング通信の例
を示すタイミングチャートである。
【図１３Ｂ】実施例２において、図１１Ａに示す無線伝送システムのアクセス制御装置が
持つスケジューリングテーブルである。
【図１４Ａ】実施例３において、図１１Ａに示す無線伝送システムのポーリング通信の例
を示すタイミングチャートである。
【図１４Ｂ】実施例３において、図１１Ａに示す無線伝送システムのアクセス制御装置が
持つ、包括的ポーリング区間におけるスケジューリングテーブルである。
【図１４Ｃ】実施例３において、図１１Ａに示す無線伝送システムのアクセス制御装置が
持つ、選択的ポーリング区間とＣＳＭＡ区間におけるスケジューリングテーブルである。
【図１５Ａ】実施例４において、図１１Ａに示す無線伝送システムのポーリング通信の例
を示すタイミングチャートである。
【図１５Ｂ】実施例４において、図１１Ａに示す無線伝送システムのアクセス制御装置が
持つ、包括的ポーリング区間におけるスケジューリングテーブルを作成する過程を示すテ
ーブルである。
【図１５Ｃ】実施例４において、図１１Ａに示す無線伝送システムのアクセス制御装置が
持つ、包括的ポーリング区間におけるスケジューリングテーブルを作成する過程を示すテ
ーブルである。
【図１５Ｄ】実施例４において、図１１Ａに示す無線伝送システムのアクセス制御装置が
持つ、包括的ポーリング区間におけるスケジューリングテーブルである。
【図１５Ｅ】実施例４において、図１１Ａに示す無線伝送システムのアクセス制御装置が
持つ、選択的ポーリング区間とＣＳＭＡ区間におけるスケジューリングテーブルである。
【図１６】実施例５において、無線伝送システムの概要例を示す説明図である。
【図１７】実施例６において、無線伝送システムの概要例を示す説明図である。
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【図１８】実施例７において、無線伝送システムの概要例を示す説明図である。
【図１９】実施例８において、無線映像伝送システムの概要例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態を説明する。本実施形態は本発明を実現す
るための一例に過ぎず、本発明の技術的範囲を限定するものではないことに注意すべきで
ある。各図において共通の構成については同一の参照符号が付されている。
【００１９】
　本実施形態は、無線伝送システムを説明する。本実施形態の無線伝送システムは、アク
セス制御装置と、アクセス制御装置に接続された複数のアクセスポイントと、当該複数の
アクセスポイントのうちいずれかと接続された無線端末と、を含む。
【００２０】
　アクセス制御装置は、全ＡＰ衝突テーブルの情報と、全ＡＰアソシエーションテーブル
の情報と、に基づいて、複数アクセスポイントがポーリング通信をするタイミングを示す
スケジューリングテーブルを作成する。各アクセスポイントはアクセス制御装置から受信
したスケジューリングテーブルの情報に基づいてポーリング通信をする。
【００２１】
　また、各アクセスポイントの衝突テーブル及び、アソシエーションテーブルが更新され
た場合、アクセス制御装置は、全ＡＰ衝突テーブルと、全ＡＰアソシエーションテーブル
と、を更新し、更新情報に基づいてスケジューリングテーブルを作成する。
【実施例１】
【００２２】
　以下、本発明の第１の実施例について図面を参照して説明する。
【００２３】
　図１は、本実施例の無線伝送システムの概要の一例を示す。本実施例の無線伝送システ
ムは、アクセス制御装置（ＡＣ）６００、有線ケーブル６０１－１～６０１－３、アクセ
スポイント（ＡＰ）６０２－１～６０２－３、無線端末（ＳＴＡ）６０３－１１～６０３
－１３、６０３－２１～６０３－２３、６０３－３１～６０３－３３を含む。
【００２４】
　アクセス制御装置６００とアクセスポイント６０２―ｋ（ｋは１～３の任意数）は、有
線ケーブル６０１―ｋで接続され、相互に通信を行う。アクセスポイント６０２―ｋと無
線端末６０３―ｋｌ（ｌは１～３の任意数）は、無線信号により相互に通信を行う。アク
セスポイント６０２―ｋと、それに接続される無線端末６０３―ｋ１～６０３ｋ３で構成
されるネットワークを基本サービスセット（ＢＳＳ）６０６―ｋと呼ぶ。
【００２５】
　以下、有線ケーブル６０１－ｋ、アクセスポイント６０２－ｋ、及び無線端末６０３－
ｋｌを特に区別しない場合、それぞれ有線ケーブル６０１、アクセスポイント６０２、無
線端末６０３と記載する。なお、本実施例の無線伝送システムの機能を実現できる範囲で
あれば、アクセス制御装置６００、有線ケーブル６０１、アクセスポイント６０２、及び
無線端末６０３のいずれの個数にも制限はない。
【００２６】
　図２は、図１におけるアクセス制御装置６００の構成例を示す。アクセス制御装置６０
０は、マイコン９０１、インタフェース９０４を含む。マイコン９０１は通信を制御する
。マイコン９０１は、ＣＰＵ９０２、メモリ９０３を含み、インタフェース９０４に接続
されている。インタフェース９０４は、有線により、アクセスポイント６０２と通信する
。
【００２７】
　メモリ９０３は、テーブル格納部７０２、処理プログラム格納部７０３を含む。テーブ
ル格納部７０２は、全ＡＰ衝突テーブル７０４、全ＡＰアソシエーションテーブル７０５
、スケジューリングテーブル７０６を格納する。これらテーブルの内容は後述する。処理
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プログラム格納部７０３は、スケジューリング演算部７０７、設定変更指令部７０８、制
御信号処理部７０９、データ信号処理部７１０、同期処理部７１１、認証部７１２、テー
ブル管理部７１３を含む。処理プログラム格納部７０３に含まれる各部は、全てプログラ
ムである。ＣＰＵ９０２は、当該各プログラムに従って動作することで、各部の機能を実
現する。
【００２８】
　スケジューリング演算部７０７は、全ＡＰ衝突テーブル７０４の情報と、全ＡＰアソシ
エーションテーブル７０５の情報と、に基づいてスケジューリングテーブル７０６を作成
する。設定変更指令部７０８は、各アクセスポイント６０２に対して、後述するポーリン
グ期間開始信号を送信し、各アクセスポイント６０２のポーリングテーブル８０６の内容
を変更する指令等を行う。
【００２９】
　制御信号処理部７０９は、アクセスポイント６０２からのスケジューリングテーブル更
新要求に対する応答等を行う。データ信号処理部７１０は、データ信号の変復調を行い、
アクセスポイント６０２と、データ信号の送受信を行う。同期処理部７１１は、スケジュ
ーリングテーブル７０６の情報と、各アクセスポイント６０２がポーリング期間開始基準
時刻の情報と、を含むポーリング期間開始信号を生成する。ポーリング期間とは、各基本
サービスセット６０６におけるＳＩ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ：サービス期間
）が一巡する期間である。なお、同期処理部７１１は、ポーリング期間開始基準時刻を、
具体的に数値で与えなくてもよい。例えば、ポーリング期間開始基準時刻を、アクセスポ
イント６０２がポーリング期間開始信号を受信し、ポーリング通信を開始できる状態にな
った時刻等としてもよい。
【００３０】
　認証部７１２は、アクセスポイント６０２からのスケジューリングテーブル更新要求を
許可するか否かの判定を行う。テーブル管理部７１３は、全ＡＰ衝突テーブル７０４、全
ＡＰアソシエーションテーブル７０５、及びスケジューリングテーブル７０６の更新等を
行う。
【００３１】
　図３は、図１におけるアクセスポイント６０２の構成例を示す。アクセスポイント６０
２は、マイコン１００１、インタフェース１００４、ＲＦ部１００５、アンテナ１００６
を含む。マイコン１００１は通信を制御する。マイコン１００１は、ＣＰＵ１００２、メ
モリ１００３を含み、インタフェース１００４とＲＦ部１００５に接続されている。イン
タフェース１００４は、有線により、アクセス制御装置６００と通信する。アンテナ１０
０６は、ＲＦ部１００５に接続され、ＲＦ部１００５は、無線信号により、無線端末６０
３と通信する。
【００３２】
　メモリ１００３は、テーブル格納部８０２、処理プログラム格納部８０３を含む。テー
ブル格納部８０２は、衝突テーブル８０４、アソシエーションテーブル８０５、ポーリン
グテーブル８０６を格納する。これらテーブルの内容は後述する。処理プログラム格納部
８０３は、設定変更要求部８０８、ポーリング制御部８０９、再送制御部８１０、ＣＳＭ
Ａ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ：搬送波感知多重ア
クセス）制御部８１１、信号検出部８１２、制御信号処理部８１３、データ信号処理部８
１４、同期処理部８１５、認証部８１６、テーブル管理部８１７を含む。処理プログラム
格納部８０３に含まれる各部は、全てプログラムである。ＣＰＵ１００２は、当該各プロ
グラムに従って動作することで、各部の機能を実現する。
【００３３】
　設定変更要求部８０８は、当該アクセスポイント６０２のテーブル管理部８１７が、衝
突テーブル８０４、アソシエーションテーブル８０５を更新した場合、アクセス制御装置
６００に対して、全ＡＰ衝突テーブル７０４、全ＡＰアソシエーションテーブル７０５を
それぞれ更新するよう要求する。
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【００３４】
　ポーリング制御部８０９は、後述する包括的ポーリング区間において、ポーリングテー
ブル８０６に基づき、当該アクセスポイント６０２とアソシエーションしている無線端末
６０３が、データ送信を行うタイミングを制御する。再送制御部８１０は、後述する選択
的ポーリング区間において、ポーリングテーブル８０６に基づき、包括的ポーリング区間
でデータ送信を失敗した無線端末６０３が、データの再送を行うタイミングを制御する。
ＣＳＭＡ制御部８１１は、後述するＣＳＭＡ区間において、ポーリングテーブル８０６に
基づき、アソシエーションしている無線端末６０３の制御を行う。
【００３５】
　信号検出部８１２は、無線端末６０３からのデータ信号を検出する。制御信号処理部８
１３は、無線端末６０３からの接続要求に対する処理や、アクセス制御装置６００に対す
るスケジューリングテーブル７０６の更新要求などを行う。データ信号処理部８１４は、
アクセス制御装置６００のデータ信号処理部７１０や、無線端末６０３と、データ信号の
送受信を行い、データ信号の変復調を行う。
【００３６】
　同期処理部８１５は、アクセス制御装置６００の同期処理部７１１により作成されたポ
ーリング期間開始信号に含まれるポーリング期間開始基準時刻の情報に基づいて、他のア
クセスポイント６０２とポーリング期間開始のタイミングを合わせる。認証部８１６は、
無線端末６０３からの接続要求に対して、許可するか否かの判定を行う。テーブル管理部
８１７は、衝突テーブル８０４、アソシエーションテーブル８０５、及びポーリングテー
ブル８０６の更新を行う。
【００３７】
　図４は、本実施例における、基本サービスセット６０６の１つのＳＩ２０１において、
アクセスポイント６０２と、各無線端末６０３と、が互いにデータ送受信を行うタイミン
グを説明する図である。ＳＩ２０１は、包括的ポーリング区間１４０２、選択的ポーリン
グ区間１４０３、ＣＳＭＡ区間１４０４の順に、３つの区間に分かれる。これら３つの区
間を総称して通信区間と呼び、包括的ポーリング区間１４０２と選択的ポーリング区間１
４０３とを総称してポーリング区間と呼ぶ。通信区間の詳細、及び割振りについては後述
する。
【００３８】
　包括的ポーリング区間１４０２では、ポーリング制御部８０９は、当該基本サービスセ
ット６０６に属する全ての無線端末６０３に逐次ポーリングをして、データ送信をする機
会を与える。データ信号処理部８１４は、無線端末６０３が送信したデータを受信し、当
該データのエラーを検出する。
【００３９】
　次の選択的ポーリング区間１４０３では、再送制御部８１０は、包括的ポーリング区間
１４０２において、エラーが検出されたデータを送信した無線端末６０３に対して、再び
ポーリングをして、再送制御を行う。これにより、パケットロス率を低下させることがで
きる。当該再送制御は、再送されたデータにエラーが検出されなくなるまで行われ、これ
をもって選択的ポーリング区間１４０３が終了する。但し、ポーリングテーブル８０６で
定められたＳＩ２０１の終了時刻が到達したときに、選択的ポーリング区間１４０３が終
了していない場合には、ＳＩ２０１の終了時刻と同時に、選択的ポーリング区間１４０３
が終了する。つまり、選択的ポーリング区間１４０３は、再送されたエラーにデータが検
出されなくなったとき、又はポーリングテーブルで定められたＳＩ２０１終了時刻の到達
、のいずれか早い方をもって終了する。
【００４０】
　ＳＩ２０１の終了時刻が到達する前に選択的ポーリング区間１４０３が終了した場合、
データ信号処理部８１４は、ポーリング終了信号２０５を各無線端末６０３に送信し、選
択的ポーリング区間１４０３が終了したことを知らせる。データ信号処理部８１４が、ポ
ーリング終了信号２０５を通知したら、ＣＳＭＡ区間１４０４が開始する。ＣＳＭＡ区間



(10) JP 6121279 B2 2017.4.26

10

20

30

40

50

１４０４では、ＣＳＭＡ制御部８１１は、全無線端末６０３と、ＣＳＭＡ方式でデータ通
信を行う。ＣＳＭＡ区間１４０４は、ＳＩ２０１の終了時刻の到達をもって終了する。Ｃ
ＳＭＡ区間１４０４を設けることにより、優先制御の機能が実装されていない無線端末６
０３に対しても制御が可能となり、互換性を維持することができる。
【００４１】
　なお、本実施例のポーリング期間の長さ、各基本サービスセット６０６におけるＳＩ２
０１の長さ、及びＳＩ２０１中の各通信区間の長さは、スケジューリング演算部７０７が
、スケジューリングテーブル７０６に、タイムスロット２０２を割り当てることで決定さ
れる。なお、タイムスロット２０２とは、一連のポーリング通信にかかる期間、すなわち
、アクセスポイント６０２が、１つの無線端末６０３に対してポーリング信号２０３の送
信を開始してから、当該無線端末６０３からのデータ信号２０４の受信を終了するまでの
期間を表す。
【００４２】
　包括的ポーリング区間１４０２の長さは、当該アクセスポイント６０２とアソシエーシ
ョンしている無線端末６０３の台数に応じて、スケジューリング演算部７０７により、決
定される。例えば、スケジューリング演算部７０７は、アクセスポイント６０２がアソシ
エーションしている無線端末６０３の台数と同じ数のタイムスロット２０２を、包括的ポ
ーリング区間１４０２に割り当てる。このとき、ポーリング制御部８０９は、各無線端末
６０３に対して一度ずつポーリングをする。
【００４３】
　前述した通り、選択的ポーリング区間１４０３とＣＳＭＡ区間１４０４との境界は、デ
ータ通信の状況に応じて決定されるため、各々の長さはスケジューリングテーブル７０６
に示されないが、選択的ポーリング区間１４０３の長さとＣＳＭＡ区間１４０４の長さと
の和は、スケジューリングテーブル７０６に示される。
【００４４】
　選択的ポーリング区間１４０３の長さとＣＳＭＡ区間１４０４の長さとの和は、例えば
、各アクセスポイント６０２とアソシエーションしている無線端末６０３の台数に応じて
、スケジューリング演算部７０７により、決定される。例えば、スケジューリング演算部
７０７は、各アクセスポイント６０２が、アソシエーションしている無線端末の台数に比
例して、選択的ポーリング区間１４０３とＣＳＭＡ区間１４０４にタイムスロット２０２
を割り当てる等の方法が考えられる。
【００４５】
　ここでは、スケジューリング演算部７０７が、まず、包括的ポーリング区間１４０２、
及び選択的ポーリング区間１４０３とＣＳＭＡ区間１４０４にタイムスロット２０２を割
り当て、各区間の長さを決定することにより、ＳＩ２０１全体の長さ、ひいてはポーリン
グ期間の長さが決定される場合を説明したが、前述した条件を満たす限り、これらを決定
する順序に制限はない。つまり、ポーリング期間、ＳＩ２０１、包括的ポーリング区間１
４０２、選択的ポーリング区間１４０３、及びＣＳＭＡ区間１４０４の長さを決める順序
は自由である。
【００４６】
　図５は、衝突テーブル８０４、及び全ＡＰ衝突テーブル７０４の構成例を示す。衝突テ
ーブル８０４は、アクセスポイント６０２のカバレッジ内に存在し、かつアクセスポイン
ト６０２がその存在を検知している無線端末６０３の情報を保持する。
【００４７】
　例えば、衝突テーブル８０４は、当該アクセスポイント６０２を一意に識別する識別情
報を行に、無線端末６０３を一意に識別する識別情報の一覧を列に持ち、各セルには０又
は１を格納する、１行のテーブルである。
【００４８】
　後述する図８のステップＳ１１０１において、当該アクセスポイント６０２が、自身の
カバレッジ内の新たな無線端末６０３の存在を検知した場合、テーブル管理部８１７は、
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衝突テーブル８０４に当該無線端末６０３の識別情報に対応する列があれば、当該セルに
１を格納する。当該対応する列がなければ、テーブル管理部８１７は、当該対応する列を
追加したうえで、当該セルに１を格納する。
【００４９】
　当該アクセスポイント６０２が、当該無線端末６０３からのプローブ要求信号を一定時
間受信しなかった等、自身のカバレッジ内に当該無線端末６０３が存在することを検知で
きなくなった場合は、テーブル管理部８１７は、衝突テーブル８０４の当該セルに０を格
納する。また、この場合、当該列を削除してもよい。
【００５０】
　全ＡＰ衝突テーブル７０４は、アクセス制御装置６００の制御下にある全てのアクセス
ポイント６０２について、いずれかのカバレッジ内に存在し、かつ当該アクセスポイント
６０２がその存在を検知している無線端末６０３の情報を保持する。
【００５１】
　例えば、全ＡＰ衝突テーブル７０４は、アクセス制御装置の制御下にある全てのアクセ
スポイント６０２を一意に識別する識別情報の一覧を行に、本実施例における無線伝送シ
ステムに含まれる全ての無線端末６０３を一意に識別する識別情報の一覧を列に持ち、各
セルには０又は１を格納するテーブルである。
【００５２】
　後述する図８のステップＳ１１１１において、テーブル管理部７１３は、各アクセスポ
イント６０２から送信される全ＡＰ衝突テーブル更新要求信号に含まれる衝突テーブル８
０４の情報に基づいて、全ＡＰ衝突テーブル７０４を更新する。図５の例を用いて具体的
に説明する。
【００５３】
　図５ではアクセスポイント６０２－ｎからアクセス制御装置６００に対して全ＡＰ衝突
テーブル更新要求信号が送信されている例が示されている。全ＡＰ衝突テーブル更新要求
信号に含まれる衝突テーブル８０４の情報を参照すると、アクセスポイント６０２－ｎの
カバレッジ内に、無線端末６０３－ｋ、６０３－ｌ、６０３－ｍが含まれていることがわ
かる。従って、テーブル管理部７１３は、全ＡＰ衝突テーブル７０４の、アクセスポイン
ト６０２－ｎを表す行において、無線端末６０３－ｋ、６０３－ｌ、６０３－ｍを表すセ
ルに１を格納し、その他全てのセルに０を格納する。
【００５４】
　図６は、アソシエーションテーブル８０５、及び全ＡＰアソシエーションテーブル７０
５の構成例を示す。アソシエーションテーブル８０５は、当該アクセスポイント６０２と
現在アソシエーションしている無線端末の情報を保持する。
【００５５】
　例えば、アソシエーションテーブル８０５は、当該アクセスポイント６０２を一意に識
別する識別情報を行に、当該無線端末６０３を一意に識別する識別情報の一覧を列に持ち
、各セルには０又は１を格納する、１行のテーブルである。後述する図８のステップＳ１
１０６において、当該アクセスポイント６０２の認証部８１６が、無線端末６０３から接
続要求を許可したとき、アソシエーションテーブル８０５に、当該無線端末６０３の識別
情報に対応する列があれば、テーブル管理部８１７は、当該セルに１を格納する。当該対
応する列がなければ、テーブル管理部８１７は、当該対応する列を追加したうえで、当該
セルに１を格納する。
【００５６】
　アクセスポイント６０２が、無線端末６０３から遮断要求を受け付けた場合や、後述す
る図８のステップＳ１１１８のように、当該アクセスポイント６０２の信号検出部８１２
が、無線端末６０３からデータ信号の遮断を検出した場合は、テーブル管理部８１７は、
アソシエーションテーブル８０５の当該セルに０を格納する。また、この場合、当該列を
削除してもよい。
【００５７】
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　全ＡＰアソシエーションテーブル７０５は、アクセス制御装置６００の制御下にある全
てのアクセスポイント６０２について、当該アクセスポイント６０２が現在アソシエーシ
ョンしている無線端末６０３の情報を保持する。
【００５８】
　例えば、全ＡＰアソシエーションテーブル７０５は、アクセス制御装置６００の制御下
にある全てのアクセスポイント６０２を一意に識別する識別情報の一覧を行に、本実施例
における無線伝送システムに含まれる全ての無線端末６０３を一意に識別する識別情報の
一覧を列に持ち、各セルには０又は１を格納する、テーブルである。
【００５９】
　後述する図８のステップＳ１１１０において、テーブル管理部７１３は、各アクセスポ
イント６０２からの全ＡＰアソシエーションテーブル更新要求信号に含まれるアソシエー
ションテーブル８０５の情報に基づいて、全ＡＰアソシエーションテーブル７０５を更新
する。図６の例を用いて具体的に説明する。
【００６０】
　図６はアクセスポイント６０２－ｎからアクセス制御装置６００に対して全ＡＰアソシ
エーションテーブル更新要求信号が送信されている例を示す。全ＡＰアソシエーションテ
ーブル更新要求信号に含まれるアソシエーションテーブル８０５の情報を参照すると、ア
クセスポイント６０２－ｎは、無線端末６０３－ｋ、６０３－ｌとアソシエーションし、
無線端末６０３－ｍとはアソシエーションしていないことがわかる。従って、テーブル管
理部７１３は、全ＡＰアソシエーションテーブル７０５の、アクセスポイント６０２－ｎ
を表す行において、無線端末６０３－ｋ、６０３－ｌを表すセルに１を格納し、６０３－
ｍを表すセル、及びその他全てのセルに０を格納する。
【００６１】
　図７は、スケジューリングテーブル７０６、及びポーリングテーブル８０６の構成例を
示す。スケジューリングテーブル７０６は、アクセス制御装置６００の制御下にある各ア
クセスポイント６０２が、当該基本サービスセット６０６における無線端末６０３とポー
リング通信をするタイミングの情報を保持する。
【００６２】
　例えば、スケジューリングテーブル７０６は、アクセス制御装置６００の制御下にある
全てのアクセスポイント６０２を一意に識別する識別情報を行に、タイムスロット２０２
を列に持ち、各セルには、無線端末６０３を一意に識別する識別情報、０、又は、－１を
格納する、テーブルである。また、スケジューリングテーブル７０６は、当該アクセスポ
イント６０２の周波数チャネル情報を行に持ってもよい。
【００６３】
　なお、あるアクセスポイント６０２が、あるタイムスロット２０２において、どの無線
端末６０３ともポーリング通信を行わないときは、テーブル管理部７１３は、当該セルに
０を格納する。また、あるアクセスポイント６０２において、選択的ポーリング区間１４
０３とＣＳＭＡ区間１４０４とのためにタイムスロット２０２が割り当てられているとき
は、当該セルには－１を格納する。
【００６４】
　スケジューリングテーブル７０６は、全ＡＰ衝突テーブル７０４と全ＡＰアソシエーシ
ョンテーブル７０５に基づいて、スケジューリング演算部７０７により作成されるが、そ
の方法は、各実施例により異なるため、詳しい内容は後述する。
【００６５】
　ポーリングテーブル８０６は、当該アクセスポイント６０２が、当該基本サービスセッ
ト６０６における各無線端末６０３とポーリングをするタイミングを示す。例えば、ポー
リングテーブル８０６は、当該アクセスポイント６０２を一意に識別する識別情報を行に
、タイムスロット２０２を列に持ち、各セルには、無線端末６０３を一意に識別する識別
情報、０、又は、－１を格納する、１行のテーブルである。
【００６６】
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　後述する図８のステップＳ１１１３や、図８のステップＳ１１２４において、当該アク
セスポイント６０２がポーリング期間開始信号を受信したとき、受信したポーリング期間
開始信号に含まれるスケジューリングテーブル７０６の情報に基づいて、テーブル管理部
８１７は、ポーリングテーブル８０６を更新する。具体的には、各アクセスポイント６０
２は、受信したポーリング期間開始信号に含まれるスケジューリングテーブル７０６の情
報から、自身の識別情報に対応する行を抜き出し、その行を新たなポーリングテーブル８
０６として更新する。なお、ポーリング期間開始信号に含まれるスケジューリングテーブ
ル７０６の情報は、各アクセスポイント６０２の識別情報に対応する行を含んでいれば、
スケジューリングテーブル７０６の情報の一部でもよい。
【００６７】
　図８は、本実施例における無線伝送システムの動作例を示すシーケンス図である。各無
線端末６０３は、周辺のアクセスポイント６０２の存在を知るために定期的にプローブ要
求信号を送信する（Ｓ１１０１）。プローブ要求信号を受信したアクセスポイント６０２
の制御信号処理部８１３は、当該無線端末６０３に対して応答信号を送信する（Ｓ１１０
２）。アクセスポイント６０２のテーブル管理部８１７は、プローブ要求信号に含まれる
当該無線端末６０３の識別情報を基に、衝突テーブル８０４を作成、又は更新する（Ｓ１
１０３）。
【００６８】
　当該無線端末６０３は、アクセスポイント６０２からの応答信号を受信後、どのアクセ
スポイント６０２に接続するかを選択する（Ｓ１１０４）。なお、当該無線端末６０３は
、予め定められた条件に基づいて、接続するアクセスポイント６０２を決定する。当該条
件として例えば、当該無線端末６０３がアクセスポイント６０２から受信した応答信号の
ＲＳＳＩの大きい方を優先する等がある。
【００６９】
　無線端末６０３は、当該アクセスポイント６０２の制御信号処理部８１３に対して、接
続要求信号を送信する（Ｓ１１０５）。当該アクセスポイント６０２の認証部８１６は認
証を行い、当該アクセスポイント６０２の制御信号処理部８１３は、当該無線端末６０３
に許可信号を送信する（Ｓ１１０６）。当該アクセスポイント６０２のテーブル管理部８
１７は、当該無線端末６０３の情報について、アソシエーションテーブル８０５の更新を
行う（Ｓ１１０７）。
【００７０】
　当該アクセスポイント６０２の設定変更要求部８０８は、全ＡＰ衝突テーブル更新要求
信号と、全ＡＰアソシエーションテーブル更新要求信号とを、当該アクセスポイント６０
２の制御信号処理部８１３はスケジューリングテーブル更新要求信号を、アクセス制御装
置６００に送信する（Ｓ１１０８）。
【００７１】
　アクセス制御装置６００が、各テーブル更新要求信号を受け取ったら、制御信号処理部
７０９は、当該アクセスポイント６０２に対して応答信号を送信する（Ｓ１１０９）。テ
ーブル管理部７１３は、全ＡＰアソシエーションテーブル更新要求信号に含まれるアソシ
エーションテーブル８０５の情報に基づいて、全ＡＰアソシエーションテーブル７０５の
更新（Ｓ１１１０）及び、全ＡＰ衝突テーブル更新要求信号に含まれる衝突テーブル８０
４の情報に基づいて、全ＡＰ衝突テーブル７０４の更新を行う（Ｓ１１１１）。
【００７２】
　スケジューリング演算部７０７は、更新された全ＡＰアソシエーションテーブル７０５
の情報と、更新された全ＡＰ衝突テーブル７０４の情報とに基づいて、スケジューリング
テーブル７０６を作成し、テーブル管理部７１３はスケジューリングテーブル７０６の更
新を行う（Ｓ１１１２）。
【００７３】
　アクセス制御装置６００の同期処理部７１１は、アクセスポイント６０２のポーリング
期間開始基準時刻を決定し、当該開始基準時刻の情報と、スケジューリングテーブル７０
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６の情報（スケジューリング設定情報）と、を含むポーリング期間開始信号を作成する。
設定変更指令部７０８は、各アクセスポイント６０２のデータ信号処理部８１４に対し、
ポーリング期間開始信号を送信する（Ｓ１１１３）。
【００７４】
　各アクセスポイント６０２のテーブル管理部８１７は、受信したポーリング期間開始信
号に含まれるスケジューリング設定情報に基づいて、ポーリングテーブル８０６を更新す
る（Ｓ１１１４）。各アクセスポイント６０２は、それぞれの基本サービスセット６０６
でポーリングテーブル８０６に基づきポーリング通信を行う（Ｓ１１１５）。ポーリング
通信（Ｓ１１１５）の詳細については、後述する。
【００７５】
　ポーリング期間中において、あるアクセスポイント６０２が、当該基本サービスセット
６０６内に存在する無線端末６０３にポーリング信号を送信して（Ｓ１１１６）、データ
信号処理部８１４において、無線端末６０３からのデータ信号が受信されない（Ｓ１１１
７）場合、当該アクセスポイント６０２の信号検出部８１２はデータ信号の遮断を検出す
る（Ｓ１１１８）。テーブル管理部８１７は、当該無線端末６０３の情報をアソシエーシ
ョンテーブル８０５から除外する更新を行う（Ｓ１１１９）。
【００７６】
　テーブル管理部８１７がアソシエーションテーブル８０５を更新した後、当該アクセス
ポイント６０２の設定変更要求部８０８は、アクセス制御装置６００に対して、全ＡＰア
ソシエーションテーブル更新要求信号を送信し、制御信号処理部８１３はアクセス制御装
置６００に対して、スケジューリングテーブル更新要求信号を送信する（Ｓ１１２０）。
【００７７】
　アクセス制御装置６００が、テーブル更新要求信号を受け取ったら、制御信号処理部７
０９は、当該アクセスポイント６０２に対して応答信号を送信する（Ｓ１１２１）。テー
ブル管理部７１３は、全ＡＰ衝突テーブル更新要求信号に含まれる衝突テーブル８０４の
情報に基づいて、全ＡＰアソシエーションテーブル７０５を更新する（Ｓ１１２２）。
【００７８】
　スケジューリング演算部７０７は、全ＡＰ衝突テーブル７０４の情報と、更新された全
ＡＰアソシエーションテーブル７０５の情報とに基づいて、スケジューリングテーブル７
０６を作成し、テーブル管理部７１３は、スケジューリングテーブル７０６の更新を行う
（Ｓ１１２３）。
【００７９】
　設定変更指令部７０８は、各アクセスポイント６０２のデータ信号処理部８１４にスケ
ジューリング設定情報を送信する（Ｓ１１２４）。各アクセスポイント６０２のテーブル
管理部８１７はスケジューリング設定情報に基づいてポーリングテーブル８０６を更新（
Ｓ１１２５）し、アクセスポイント６０２は再びポーリング通信を行う。
【００８０】
　なお、ステップＳ１１０１、ステップＳ１１０２において、アクセスポイント６０２が
、自身のカバレッジに含まれる無線端末６０３を把握する方法は前述したものに限られな
い。例えば、ステップＳ１１０１において、各無線端末６０３が、ブロードキャスト信号
を送信し、周辺のアクセスポイント６０２に自らの存在を通知してもよい。また、ステッ
プＳ１１０１、ステップＳ１１０２において、各アクセスポイント６０２が、自身のカバ
レッジ内に存在する無線端末６０３を定期的に監視してもよい。
【００８１】
　図９は、本実施例における、ポーリング通信の例を示すシーケンス図である。図９では
、２台のアクセスポイント６０２－１、６０２－２を含む無線伝送システムを例示してい
るが、本実施例の無線伝送システムの機能を実現できる範囲であれば、アクセスポイント
６０２の台数に制限はない。また、図９では、アクセスポイント６０２－１が先にＳＩ２
０１を開始する場合を例示している。
【００８２】



(15) JP 6121279 B2 2017.4.26

10

20

30

40

50

　アクセス制御装置６００の同期処理部７１１は、スケジューリング設定情報、及びポー
リングを開始する基準時間の情報を含むポーリング期間開始信号を生成し、設定変更指令
部７０８は、ポーリング期間開始信号を各アクセスポイント６０２－１、６０２－２のデ
ータ信号処理部８１４に送信する（Ｓ１２０１）。
【００８３】
　ポーリング期間開始信号を受信した各アクセスポイント６０２－１、６０２－２のテー
ブル管理部８１７は、ポーリング期間開始信号に含まれるスケジューリング設定情報に基
づいて、それぞれの基本サービスセット６０６－１、６０６－２におけるポーリングテー
ブル８０６を更新する（Ｓ１２０２）。
【００８４】
　アクセスポイント６０２－１、６０２－２の同期処理部８１５は、ポーリング期間開始
信号に含まれるポーリング期間開始基準時刻の情報に基づいて、ポーリング期間が開始す
るまで必要時間待機する（Ｓ１２０３）。アクセスポイント６０２－１、６０２－２は、
更新したポーリングテーブル８０６に従い、順次ＳＩ２０１を開始する（Ｓ１２０４）。
【００８５】
　アクセスポイント６０２－１は、アソシエーションしている各無線端末６０３－１ｍ（
ｍは任意の自然数）に対してポーリング信号を送信する（Ｓ１２０４ａ）。ポーリング信
号の宛先となっている各無線端末６０３－１ｍは、アクセスポイント６０２－１のデータ
信号処理部８１４に、データ信号を送信する（Ｓ１２０４ｂ）。ステップＳ１２０４にお
けるＳＩ２０１は、包括的ポーリング区間１４０２と、選択的ポーリング区間１４０３と
、ＣＳＭＡ区間１４０４、の３つの区間に分かれる。
【００８６】
　アクセスポイント６０２－１の制御信号処理部８１３は、無線端末６０３－１ｍに対し
て、確認応答信号を送信し、データ信号処理部８１４は、無線端末６０３－１ｍに対して
、通信区間終了通知信号を送信する（Ｓ１２０４ｃ）。通信区間終了通知信号を受信した
各無線端末６０３－１ｍは次のＳＩ２０１まで待機する。基本サービスセット６０６－１
におけるＳＩ２０１が終了した後、ポーリングテーブル８０６に従い、基本サービスセッ
ト６０６－２におけるＳＩ２０１が開始する（Ｓ１２０５）。
【００８７】
　ステップＳ１２０５における、アクセスポイント６０２－２、及びアクセスポイント６
０２－２とアソシエーションしている各無線端末６０３－２ｎ（ｎは任意の自然数）の動
作は、Ｓ１２０４における、アクセスポイント６０２－１、各無線端末６０３－１ｍの動
作と同様である。アクセスポイント６０２－１及びアクセスポイント６０２－２は、基本
サービスセット６０６－１、及び基本サービスセット６０６－２におけるＳＩ２０１を、
設定された回数繰返す。
【００８８】
　図１０は、各アクセスポイント６０２のポーリング通信時における動作例を示すフロー
チャートである。まず、アクセスポイント６０２は、アクセス制御装置６００からのポー
リング期間開始信号の受信待機状態にある（Ｓ１３００）。アクセスポイント６０２のデ
ータ信号処理部８１４が、ポーリング期間開始信号を受信すると（Ｓ１３０１）、アクセ
スポイント６０２は、カウンタを１にセットし（Ｓ１３０２）、ＳＩカウンタループを開
始する（Ｓ１３０３）。
【００８９】
　アクセスポイント６０２の同期処理部８１５は、受信したポーリング期間開始信号に含
まれる、ポーリング期間開始基準時刻の情報と、スケジューリング設定情報とに基づいて
、ポーリング開始タイミングまでの必要時間、アクセスポイント６０２を待機させる（Ｓ
１３０４）。必要時間待機後、当該アクセスポイント６０２のポーリング制御部８０９は
、包括的ポーリング区間１４０２を開始し（Ｓ１３０５）、アソシエーションしている無
線端末６０３に対して、順次ポーリング信号を送信する。
【００９０】
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　当該基本サービスセット６０６に属している各無線端末６０３は、自局宛のポーリング
信号に応じて、データ信号を当該アクセスポイント６０２のデータ信号処理部８１４に送
信する。包括的ポーリング区間１４０２終了後、当該アクセスポイント６０２のデータ信
号処理部８１４は、当該基本サービスセット６０６に属している全無線端末６０３から送
信されたデータ信号の受信に成功したか否かチェックする（Ｓ１３０６）。
【００９１】
　データ信号処理部８１４が、当該基本サービスセット６０６に含まれる１つ以上の無線
端末６０３からのデータ信号を受信できなかった場合は（Ｓ１３０６：Ｎｏ）、アクセス
ポイント６０２は、データ信号の送信を失敗した無線端末６０３に対して、再度ポーリン
グをする選択的ポーリング区間１４０３を開始する。このとき、再送制御部８１０は、デ
ータ信号の送信を失敗した無線端末６０３に対して、データの再送を指示する（Ｓ１３０
７）。
【００９２】
　当該基本サービスセット６０６に含まれる全ての無線端末６０３に対して、データ送信
に成功した場合は（Ｓ１３０６：Ｙｅｓ）、又は、上記選択的ポーリング区間１４０３が
終了した場合、アクセスポイント６０２は、ＣＳＭＡ区間１４０４を開始する。このとき
、ＣＳＭＡ制御部８１１は、無線端末６０３の制御を行う（Ｓ１３０８）。アクセスポイ
ント６０２は、Ｓ１３０４～Ｓ１３０８のサブルーチンを実行した回数を、カウンタを用
いて数え、当該カウンタによるカウントが設定回数に達したらＳＩカウンタループを終了
し（Ｓ１３０９）、信号受信待機の状態に戻る（Ｓ１３００）。
【００９３】
　図１１Ａは、各実施例におけるポーリングタイミング例を、説明するための、無線ネッ
トワークの一例を示す。図１０Ａの無線ネットワークは、３つのアクセスポイント６０２
－１～６０２－３、９つの無線端末６０３－１～６０３－９を含む。簡単のため、図１０
Ａにおいては、アクセス制御装置６００、及び有線ケーブル６０１－１～６０１－３を省
略して記載しているが、各アクセスポイント６０２－１～６０２－３は、有線ケーブル６
０１により、アクセス制御装置６００に、接続されている。
【００９４】
　アクセスポイント６０２－１のカバレッジ６０７－１には、無線端末６０３－１，６０
３－２，６０３－３，６０３－８，６０３－９が含まれる。アクセスポイント６０２－２
のカバレッジ６０７－２には、無線端末６０３－２，６０３－３，６０３－４，６０３－
５、６０３－６、６０３－９が含まれる。アクセスポイント６０２－３のカバレッジ６０
７－３には、無線端末６０３－６、６０３－７、６０３－８、６０３－９が含まれる。
【００９５】
　また、簡単のため図１１Ａにおいては、記載を省略しているが、アクセスポイント６０
２－１は、無線端末６０３－１と、アクセスポイント６０２－２は、無線端末６０３－２
～６０３－６と、アクセスポイント６０２－３は、無線端末６０３－７～６０３－９とア
ソシエーションし、それぞれ基本サービスセット６０６－１～６０６－３を構成する。
【００９６】
　図１１Ｂは、図１１Ａに示す無線ネットワークにおける、全ＡＰ衝突テーブル７０４ｂ
の構成例を示す。
【００９７】
　図１１Ｃは、図１１Ａに示す無線ネットワークにおける、全ＡＰアソシエーションテー
ブル７０５ｂの構成例を示す。
【００９８】
　図１２Ａは、本実施例において、図１１Ａで示した無線ネットワークを用いた場合のポ
ーリングタイミング例を示すタイミングチャートである。
【００９９】
　アクセス制御装置６００の設定変更指令部７０８は、各アクセスポイント６０２－１～
６０２－３の同期処理部８１５にポーリング期間開始信号１４０１を送信する。アクセス
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ポイント６０２－１～６０２－３のテーブル管理部８１７は、受信したポーリング期間開
始信号に含まれるスケジューリング設定情報に基づき、ポーリングテーブル８０６を更新
する。
【０１００】
　アクセスポイント６０２－１～６０２－３の同期処理部８１５は、ポーリング期間開始
信号に含まれる、ポーリング期間開始基準時刻の情報に基づいて、各基本サービスセット
６０６－１～６０６－３でポーリングを開始する。本実施例では、アクセスポイント６０
２－１、アクセスポイント６０２－２、アクセスポイント６０２－３の順に通信区間が与
えられるものとする。各アクセスポイント６０２における通信区間は、包括的ポーリング
区間１４０２、選択的ポーリング区間１４０３、ＣＳＭＡ区間１４０４の順に、割り当て
られる。
【０１０１】
　また、アクセスポイント６０２間の通信区間は互いに重複しないものとする。これによ
り、ある無線端末６０３がアクセスポイント６０２とポーリング通信、又はＣＳＭＡ通信
を行っている間、当該無線端末６０３が含まれるカバレッジ６０７の他のアクセスポイン
ト６０２がポーリング通信、ＣＳＭＡ通信を行わないようにできる。従って、ポーリング
期間中において、データ信号の衝突を避けることができ、ＱｏＳを保証することができる
。
【０１０２】
　アクセスポイント６０２－１は、ポーリングテーブル８０６に従って通信を行う。アク
セスポイント６０２－２、６０２－３についても同様である。アクセスポイント６０２－
１～６０２－３は、それぞれ上記通信区間を設定回数繰り返す。
【０１０３】
　以下、図１２Ｂ、図１２Ｃを用いて、本実施例におけるスケジューリングテーブル７０
６の作成方法を説明する。本実施例において、スケジューリング演算部７０７は、図１１
Ｃで示した全ＡＰアソシエーションテーブル７０５ｂの情報に基づいて、スケジューリン
グテーブル７０６を作成する。
【０１０４】
　図１２Ｂは、図１２Ａで示したポーリングタイミングにおいて、各基本サービスセット
６０６において、ポーリング通信を行うアクセスポイント６０２と無線端末６０３との組
み合わせの順番を示すテーブルの構成例である。
【０１０５】
　スケジューリング演算部７０７は、スケジューリングテーブル７０６を作成する際に、
まず、各アクセスポイント６０２がポーリング通信を行う無線端末６０３の順番を決定す
る。以下、当該順番の決定方法について説明する。
【０１０６】
　前述した通り、本実施例においては、アクセスポイント６０２－１、６０２－２、６０
２－３の順に通信区間が与えられる。まず、アクセスポイント６０２－１とアソシエーシ
ョンしている無線端末は６０３－１のみである。従って、無線端末６０３－１を１番目に
ポーリングされる端末に決定する。
【０１０７】
　同様に、アクセスポイント６０２－２とアソシエーションしている無線端末は６０３－
２～６０３－６であるため、無線端末６０３－２～６０３～６をそれぞれ２～６番目にポ
ーリングされる端末に決定する。アクセスポイント６０２－３とアソシエーションしてい
る無線端末は６０３－７～６０３－９であるため、無線端末６０３－７～６０３～９をそ
れぞれ７～９番目にポーリングされる端末に決定する。
【０１０８】
　上記のように、スケジューリング演算部７０７は、各アクセスポイント６０２－１～６
０２－３がポーリング通信する無線端末６０３－１～６０３－９の順番を決定したら、当
該順番に従って、本テーブルの各セルに、対応する無線端末６０３の識別情報を格納する
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。なお、アクセスポイント６０２が、当該順番にポーリング通信を行っていない場合、当
該セルに０が格納される。
【０１０９】
　図１２Ｃは、図１２Ａで示したポーリングタイミングを表す、スケジューリングテーブ
ル７０６ｂの構成例を示す。スケジューリング演算部７０７は、図１２Ｂで示したテーブ
ルを修正することにより、スケジューリングテーブル７０６ｂを作成する。以下、本実施
例におけるスケジューリングテーブル７０６の具体的な作成方法について説明する。
【０１１０】
　スケジューリング演算部７０７は、各アクセスポイント６０２－１～６０２－３がポー
リング通信する無線端末６０３－１～６０３－９の順番を決定した後、各基本サービスセ
ット６０６－１～６０６－３において、選択的ポーリング区間１４０３とＣＳＭＡ区間１
４０４とで必要となるスロット数を算出する。
【０１１１】
　図１２Ｃでは、各基本サービスセット６０６に属する無線端末６０３の数が多いほど、
選択的ポーリング区間１４０３とＣＳＭＡ区間１４０４とに多くのスロットを割り当てる
場合を例示している。スケジューリング演算部７０７は、図１２Ｂで示したテーブルに上
記算出されたスロット数の分だけ、選択的ポーリング区間１４０３とＣＳＭＡ区間１４０
４を表す－１を、図１２Ｂで示すテーブルに挿入する。
【０１１２】
　本実施例によれば、無線伝送システムにおいて、複数のアクセスポイント６０２を設置
することにより、通信エリアを拡張することができる。また、本実施例におけるスケジュ
ーリングによれば、ある無線端末６０３がアクセスポイント６０２とポーリング通信、又
はＣＳＭＡ通信を行っている間、当該無線端末６０３が含まれるカバレッジの他のアクセ
スポイント６０２はポーリング通信、ＣＳＭＡ通信を行わない。従って、本実施例の無線
伝送システムは、複数のアクセスポイント６０２を設置しているにも関わらず、データ信
号の衝突を避けることができ、ＱｏＳを保証することができる。
【実施例２】
【０１１３】
　本実施例の無線伝送システムは、ポーリング期間を短くすることができる。実施例１と
異なる主な点は、各基本サービスセット６０６において選択的ポーリング区間が終了して
も、ＣＳＭＡ区間には移行せず、全ての基本サービスセット６０６に選択的ポーリング区
間が終了してから、一斉にＣＳＭＡ区間を開始することである。
【０１１４】
　図１３Ａは、本実例において、図１１Ａで示した無線ネットワークを用いてポーリング
通信をした場合の、ポーリングタイミング例を示すタイミングチャートである。
【０１１５】
　アクセス制御装置６００の設定変更指令部７０８は、各アクセスポイント６０２－１～
６０２－３の同期処理部８１５にポーリング期間開始信号１５０１を送信する。アクセス
ポイント６０２－１～６０２－３のテーブル管理部８１７は、受信したポーリング期間開
始信号に含まれるスケジューリング設定情報に基づき、ポーリングテーブル８０６を更新
する。なお、本実施例におけるスケジューリングテーブル７０６の構成、及びその作成方
法は後述する。
【０１１６】
　アクセスポイント６０２－１～６０２－３の同期処理部８１５は、ポーリング期間開始
信号に含まれる、ポーリング期間開始基準時刻の情報に基づいて、各基本サービスセット
６０６－１～６０６－３でポーリングを開始する。本実施例においては、アクセスポイン
ト６０２－１、アクセスポイント６０２－２、アクセスポイント６０２－３の順に通信区
間が与えられるものとする。各アクセスポイント６０２における通信区間は、包括的ポー
リング区間１５０２、選択的ポーリング区間１５０３、ＣＳＭＡ区間１５０７の順に、割
り当てられる。
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【０１１７】
　また、アクセスポイント６０２の包括的ポーリング区間１５０２、又は選択的ポーリン
グ区間１５０３は他のアクセスポイント６０２の通信区間と重複しないものとする。これ
により、ある無線端末６０３がアクセスポイント６０２とポーリング通信を行っている間
、当該無線端末６０３が含まれるカバレッジ６０７の他のアクセスポイント６０２がポー
リング通信を行わないようにできる。従って、ポーリング区間中において、データ信号の
衝突を避けることができ、ＱｏＳを保証することができる。
【０１１８】
　アクセスポイント６０２－１の選択的ポーリング区間１５０３の終了後、アクセスポイ
ント６０２－１がアクセス制御装置６００にポーリング区間終了通知信号１５０４を送信
する。なお、選択的ポーリング区間１５０３が、ポーリングテーブル８０６に割り当てら
れたタイムスロット２０２よりも早く終了した場合は、その分だけポーリング区間終了通
知信号１５０４の送信以降のスケジュールを前倒しする。
【０１１９】
　アクセスポイント６０２－１からポーリング区間終了通知信号１５０４を受信したアク
セス制御装置６００は、アクセスポイント６０２－２に対して包括的ポーリング区間開始
信号１５０５を送信し、アクセスポイント６０２－２が包括的ポーリングを開始する。ア
クセスポイント６０２－２、６０２－３が行うポーリング通信については、アクセスポイ
ント６０２－１と同様である。
【０１２０】
　アクセス制御装置６００のデータ信号処理部７１０が、アクセスポイント６０２－３か
らポーリング区間終了通知信号１５０４を受信したら、アクセス制御装置６００の制御信
号処理部７０９は、各アクセスポイント６０２－１～６０２－３に対してＣＳＭＡ区間開
始通知信号１５０６を送信し、全ての基本サービスセット６０６－１～６０６－３でＣＳ
ＭＡ区間１５０７を開始する。なお、選択的ポーリング区間１５０３において、選択的ポ
ーリング区間１５０３の長さがポーリングテーブルで割り当てられたタイムスロット２０
２よりも早く終了し、スケジュールを前倒しした場合は、選択的ポーリング区間１５０３
が短くなった分のタイムスロット２０２を、ＣＳＭＡ区間１５０７に追加する。
【０１２１】
　上記サブルーチン（アクセスポイント６０２－１における包括的ポーリング区間１５０
２の開始から、全アクセスポイント６０２－１～６０２－３におけるＣＳＭＡ区間１５０
７の終了まで）を設定回数繰り返す。
【０１２２】
　図１３Ｂは、図１３Ａで示した包括的ポーリング区間１５０２におけるポーリングタイ
ミングを表す、スケジューリングテーブル７０６ｃの構成例を示す。本実施例において、
ポーリング通信を行う無線端末６０３の順番は実施例１と同様である。
【０１２３】
　またスケジューリングテーブル７０６ｃの作成方法も図１２Ｃで示したものと同様であ
るが、以下の点において異なる。ポーリング期間の最後に全てのアクセスポイント６０２
で同時にＣＳＭＡ区間１５０７を開始するため、スケジューリングテーブル７０６ｃの最
後のスロットに、全てのアクセスポイント６０２について－１を挿入することと、各アク
セスポイント６０２において選択的ポーリング区間１５０３に割り当てるスロット数を、
ＣＳＭＡ区間１５０７の分だけ減少させることである。
【０１２４】
　本実施例においては、全ての基本サービスセット６０６－１～６０６－３で同時にＣＳ
ＭＡ通信を行うため、ポーリング期間の長さは実施例１の無線伝送システムより短くなる
。また、選択的ポーリング区間１５０３が早く終了した場合は、ＣＳＭＡ区間１５０７を
長くとることができる。
【０１２５】
　従って、本実施例によれば、実施例１の効果に加え、実施例１よりポーリング期間を短
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くすることができる。さらに、選択的ポーリング区間１５０３が早く終了し、スケジュー
ルを前倒しした場合は、ＣＳＭＡ区間１５０７が長くなる。これにより、ポーリング通信
によるパケットロス率を低下させることなく、優先制御の機能が実装されていない無線端
末６０３に対してもパケットロス率を低下させることができる。
【実施例３】
【０１２６】
　本実施例の無線伝送システムは、パケットロス率をさらに低下させることができる。実
施例１と異なる主な点は、各基本サービスセット６０６において包括的ポーリング区間が
終了しても、すぐに選択的ポーリング区間には移行せず、全基本サービスセット６０６に
おけるデータ送信状況に基づいて、選択的ポーリング区間のために再度スケジューリング
を行うことである。
【０１２７】
　図１４Ａは、本実例において、図１１Ａで示した無線ネットワークを用いてポーリング
通信をした場合の、ポーリングタイミング例を示すタイミングチャートである。
【０１２８】
　アクセス制御装置６００の設定変更指令部７０８は、各アクセスポイント６０２－１～
６０２－３の同期処理部８１５にポーリング期間開始信号１６０１を送信する。アクセス
ポイント６０２－１～６０２－３のテーブル管理部８１７は、受信したポーリング期間開
始信号に含まれるスケジューリング設定情報に基づき、ポーリングテーブル８０６を更新
する。このスケジューリング設定情報には包括的ポーリング区間１６０２についての情報
のみが含まれる。なお、本実施例で利用される、スケジューリングテーブル７０６ｄ、７
０６ｅの構成、及びその作成方法は後述する。
【０１２９】
　アクセスポイント６０２－１～６０２－３の同期処理部８１５は、ポーリング期間開始
信号に含まれる、ポーリング期間開始基準時刻の情報に基づいて、各基本サービスセット
６０６－１～６０６－３でポーリングを開始する。
【０１３０】
　本実施例では、アクセスポイント６０２－１、アクセスポイント６０２－２、アクセス
ポイント６０２－３の順に通信区間が与えられるものとする。各アクセスポイント６０２
における通信区間は、包括的ポーリング区間１６０２、選択的ポーリング区間１６０５、
ＣＳＭＡ区間１６０６の順に、割り当てられる。
【０１３１】
　また、アクセスポイント６０２間の通信区間は互いに重複しないものとする。これによ
り、ある無線端末６０３がアクセスポイント６０２とポーリング通信、又はＣＳＭＡ通信
を行っている間、当該無線端末６０３が含まれるカバレッジ６０７の他のアクセスポイン
ト６０２がポーリング通信、ＣＳＭＡ通信を行わないようにできる。従って、ポーリング
期間中において、データ信号の衝突を避けることができ、ＱｏＳを保証することができる
。
【０１３２】
　アクセスポイント６０２－１は、包括的ポーリング区間１６０２を開始する。包括的ポ
ーリング区間１６０２の終了後、アクセスポイント６０２－１のデータ信号処理部８１４
は、データ通信に失敗した無線端末６０３についての情報を含む、包括的ポーリング区間
終了通知信号１６０３をアクセス制御装置６００のデータ信号処理部７１０に送信する。
アクセスポイント６０２－２、６０２－３についても同様である。なお、データ通信に失
敗した無線端末６０３の情報としては、例えば、データ信号の送信に失敗した無線端末６
０３の台数、識別情報等がある。
【０１３３】
　スケジューリング演算部７０７は、各アクセスポイント６０２から受信した、無線端末
６０３によるデータ送信の成否についての情報に基づいて、選択的ポーリング区間１６０
５とＣＳＭＡ区間１６０６について、スケジューリングテーブル７０６ｅを作成し、テー
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ブル管理部７１３は、スケジューリングテーブル７０６ｅを更新する。アクセス制御装置
６００の同期処理部７１１は、選択的ポーリング区間１６０５を開始する基準時刻の情報
と、新たに作成されたスケジューリングテーブル７０６ｅの情報と、を含む選択的ポーリ
ング区間開始信号１６０４を作成する。アクセス制御装置６００のデータ信号処理部７１
０は、選択的ポーリング区間開始信号１６０４を各アクセスポイント６０２－１～６０２
－３に送信する。
【０１３４】
　アクセスポイント６０２－１～６０２－３のテーブル管理部８１７は、受信した信号に
含まれる新たに作成されたスケジューリングテーブル７０６ｅの情報に基づき、ポーリン
グテーブル８０６を作成する。アクセスポイント６０２－１～６０２－３は、受信した信
号に含まれる選択的ポーリング区間１６０５を開始する基準時刻の情報に基づいて、必要
時間待機する。必要時間待機後、アクセスポイント６０２－１～６０２－３は、当該ポー
リングテーブル８０６に基づいて、各基本サービスセット６０６－１～６０６－３で選択
的ポーリング区間１６０５を開始する。アクセスポイント６０２－１～６０２－３は選択
的ポーリング区間１６０５が終了したら、ＣＳＭＡ区間１６０６を開始する。上記サブル
ーチン（アクセスポイント６０２－１の包括的ポーリング区間１６０２の開始から、アク
セスポイント６０２－３のＣＳＭＡ区間１６０６の終了まで）を設定回数繰り返す。
【０１３５】
　また、図１４Ａに示していないが、以下のようなポーリングタイミング例も考えられる
。各アクセスポイント６０２－１～６０２－３は、各基本サービスセット６０６－１～６
０６－３における選択的ポーリング区間１６０５終了後に、ＣＳＭＡ区間１６０６には入
らず、ポーリング区間終了通知信号をアクセス制御装置６００に送信する。アクセスポイ
ント６０２－２、６０２－３も同様の動作をする。アクセス制御装置６００は、アクセス
ポイント６０２－３からのポーリング区間終了通知信号を受け取った後、全てのアクセス
ポイント６０２－１～６０２－３に対してポーリング区間終了通知信号を送信し、全ての
基本サービスセット６０６－１～６０６－３でＣＳＭＡ区間１６０６が開始する。
【０１３６】
　図１４Ｂは、図１４Ａで示した包括的ポーリング区間１６０２におけるポーリングタイ
ミングを表す、スケジューリングテーブル７０６ｄの構成例を示す。本実施例において、
ポーリング通信を行う順番は実施例１と同様である。スケジューリング演算部７０７は、
図１２Ｂで示したテーブルのセルを、包括的ポーリング区間１６０２におけるスケジュー
リングテーブル７０６ｄのセルにそのまま上書きする。このようにして、包括的ポーリン
グ区間１６０２におけるスケジューリングテーブル７０６ｄを作成することができる。
【０１３７】
　図１４Ｃは、図１４Ａで示した選択的ポーリング区間１６０５とＣＳＭＡ区間１６０６
におけるポーリングタイミングを表す、スケジューリングテーブル７０６ｅの構成例を示
す。
【０１３８】
　スケジューリング演算部７０７は、受信した包括的ポーリング区間終了通知信号１６０
３に含まれる、データ通信に失敗した無線端末６０３の情報に基づいて、スケジューリン
グテーブル７０６ｅを作成する。例えば、各基本サービスセット６０６－１～６０６－３
において、選択的ポーリング区間１６０５とＣＳＭＡ区間１６０６に必要なスロット数を
算出する。
【０１３９】
　例えば、包括的ポーリング区間１６０２において、各アクセスポイント６０２－１～６
０２－３が、データ通信に失敗した無線端末６０３の台数に応じて、必要なスロット数を
算出することができる。つまり、各アクセスポイント６０２－１～６０２－３が、データ
通信に失敗した無線端末６０３の台数が多いほど、多くのタイムスロット２０２を割り当
てる。このようにタイムスロット２０２を割り当てることで、パケットロス率を小さくす
ることができる。
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【０１４０】
　図１４Ｃでは、基本サービスセット６０６－１、６０６－２、６０６－３に、それぞれ
１つ、２つ、３つのタイムスロット２０２が割り当てられたものとしている。
【０１４１】
　従って、スケジューリング演算部７０７は、アクセスポイント６０２－１、６０２－２
、６０６－３の順に、上記算出されたスロット数の分だけ、選択的ポーリング区間１６０
５とＣＳＭＡ区間１６０６を表す－１をスケジューリングテーブル７０６ｅに格納する。
【０１４２】
　本実施例によれば、包括的ポーリング区間１６０２におけるデータ通信の結果に基づい
て、選択的ポーリング区間１６０５とＣＳＭＡ区間１６０６におけるスケジューリングテ
ーブル７０６ｅを作成することができる。従って、実施例１の効果に加え、パケットロス
率をさらに低減することができる。
【実施例４】
【０１４３】
　本実施例の無線伝送システムは、複数のアクセスポイント６０２が同時にポーリング通
信を行うことで、ポーリング期間を短くすることができる。さらに、パケットロス率をさ
らに低下させることができる。
【０１４４】
　図１５Ａは、本実例において、図１１Ａで示した無線ネットワークを用いてポーリング
通信をした場合の、ポーリングタイミング例を示すタイミングチャートである。
【０１４５】
　実施例１と異なる点は、データ信号が衝突しない範囲で、複数のアクセスポイント６０
２が同時にポーリング通信を行うことと、実施例３と同様、包括的ポーリング区間の後に
、再度スケジューリングを行うことである。
【０１４６】
　アクセス制御装置６００の設定変更指令部７０８は、各アクセスポイント６０２－１～
６０２－３の同期処理部８１５にポーリング期間開始信号１８０１を送信する。アクセス
ポイント６０２－１～６０２－３のテーブル管理部８１７は、受信したポーリング期間開
始信号１８０１に含まれるスケジューリング設定情報に基づき、ポーリングテーブル８０
６を更新する。なお、本実施例におけるスケジューリングテーブル７０６ｆ、７０６ｇの
構成、及びその作成方法は後述する。
【０１４７】
　アクセスポイント６０２－１～６０２－３の同期処理部８１５は、ポーリング期間開始
信号１８０１に含まれる、ポーリング期間開始基準時刻の情報に基づいて、各基本サービ
スセット６０６－１～６０６－３でポーリングを開始する。
【０１４８】
　なお、本実施例においては、アクセスポイント６０２間の通信区間が互いに重複するこ
とがある。但し、ある無線端末６０３がアクセスポイント６０２とポーリング通信を行っ
ている間は、当該無線端末６０３が含まれるカバレッジ６０７の他のアクセスポイント６
０２がポーリング通信を同時に行わないものとする。
【０１４９】
　本実施例においては、各アクセスポイント６０２における通信区間は、包括的ポーリン
グ区間１８０２、選択的ポーリング区間１８０５、ＣＳＭＡ区間１８０６の順に、割り当
てられる。
【０１５０】
　アクセスポイント６０２－１は、包括的ポーリング区間１８０２を開始する。包括的ポ
ーリング区間１８０２の終了後、アクセスポイント６０２－１のデータ信号処理部８１４
は、データ通信に失敗した無線端末６０３についての情報を含む、包括的ポーリング区間
終了通知信号１８０３を、アクセス制御装置６００のデータ信号処理部７１０に送信する
。アクセスポイント６０２－２、６０２－３についても同様である。なお、データ通信に
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失敗した無線端末６０３の情報としては、例えば、データ信号の送信に失敗した無線端末
６０３の台数や、識別情報等がある。
【０１５１】
　スケジューリング演算部７０７は、各アクセスポイント６０２から受信した、包括的ポ
ーリング区間終了通知信号１８０３に含まれる、無線端末６０３によるデータ送信の成否
についての情報に基づいて、選択的ポーリング区間１８０５とＣＳＭＡ区間１８０６につ
いて、スケジューリングテーブル７０６ｇを作成する。テーブル管理部７１３は、スケジ
ューリングテーブル７０６ｇを更新する。アクセス制御装置６００の同期処理部７１１は
、選択的ポーリング区間１８０５を開始する基準時刻の情報と、新たに作成されたスケジ
ューリングテーブル７０６ｇの情報と、を含む選択的ポーリング区間開始信号１８０４を
作成する。アクセス制御装置６００のデータ信号処理部７１０は、選択的ポーリング区間
開始信号１８０４を各アクセスポイント６０２－１～６０２－３に送信する。
【０１５２】
　アクセスポイント６０２－１～６０２－３のテーブル管理部８１７は、受信した選択的
ポーリング区間開始信号１８０４に含まれる、新たに作成されたスケジューリングテーブ
ル７０６ｇの情報に基づき、ポーリングテーブル８０６を作成する。アクセスポイント６
０２－１～６０２－３は、受信した選択的ポーリング区間開始信号１８０４に含まれる選
択的ポーリング区間１８０５を開始する基準時刻の情報に基づいて、必要時間待機する。
【０１５３】
　必要時間待機後、アクセスポイント６０２－１～６０２－３は、当該ポーリングテーブ
ル８０６に基づいて、各基本サービスセット６０６－１～６０６－３で選択的ポーリング
区間１８０５を開始する。各アクセスポイント６０２－１～６０２－３は、選択的ポーリ
ング区間１８０５が終了した後、ＣＳＭＡ区間１８０６を開始する。上記サブルーチン（
アクセスポイント６０２が包括的ポーリング区間１８０２を開始してから、全てのアクセ
スポイント６０２－１～６０２－３におけるＣＳＭＡ区間が終了するまで）を設定回数繰
り返す。
【０１５４】
　以下、本実施例の、包括的ポーリング区間におけるスケジューリングテーブル７０６ｆ
、７０６ｇの作成方法の一例を、図１５Ｂ～１５Ｅを用いて説明する。
【０１５５】
　図１５Ｂは、スケジューリングテーブル７０６ｆの作成の過程を表すテーブルである。
本テーブルは、図１１Ｂに示した全ＡＰ衝突テーブル７０４ｂに、各列の合計を表す行（
ｓｕｍ）を追加することにより、作成される。つまり、ｓｕｍは各無線端末６０３が含ま
れる、アクセスポイント６０２のカバレッジ６０７の数を格納する。
【０１５６】
　図１５Ｃは、スケジューリングテーブル７０６ｆの作成の過程を表すテーブルである。
図１５Ｂで示したテーブルをｓｕｍの降順にソートすることにより、作成される。その後
、同時にポーリング通信を行ってもデータ信号の衝突が起こらない、無線端末６０３の組
み合わせを作成する。即ち、ある無線端末６０３と、当該無線端末６０３が含まれるカバ
レッジ６０７の全てに含まれない無線端末６０３との組み合わせを作成する。以下、当該
無線端末６０３の組み合わせの作成方法の一例について説明する。
【０１５７】
　本テーブルの左側の（ｓｕｍの値が大きい）無線端末６０３から順に当該組み合わせを
作成する。まず、無線端末６０３－９は、全てのカバレッジ６０７－１～６０７－３に含
まれているため、他の無線端末６０３と同時にポーリング通信を行うとデータ信号の衝突
が起きてしまう。従って、無線端末６０３－９は、単独でポーリング通信を行う。
【０１５８】
　次に、無線端末６０３－２は、カバレッジ６０７－１、６０７－２に含まれている。従
って、無線端末６０３－２は、カバレッジ６０７－３のみに含まれる無線端末６０３と組
み合わせることができる。これに該当する無線端末６０３－７のみであるため、無線端末



(24) JP 6121279 B2 2017.4.26

10

20

30

40

50

６０３－２は無線端末６０３－７と組み合わせになる。
【０１５９】
　次に、無線端末６０３－３は、カバレッジ６０７－１、６０７－２に含まれており、カ
バレッジ６０７－３のみに含まれる無線端末６０３と組み合わせることができる。しかし
、これに該当する端末は、無線端末６０３－７のみであり、既にこれは無線端末６０３－
２と組になっている。従って、無線端末６０３－３は、単独でポーリング通信を行う。同
様に、無線端末６０３－８は、無線端末６０３－４と、無線端末６０３－６は、無線端末
６０３－１と、それぞれ組み合わせになる。
【０１６０】
　図１５Ｄは、本実施例の包括的ポーリング区間１８０２におけるスケジューリングテー
ブル７０６ｆの構成例を示す。スケジューリングテーブル７０６ｆは、図１５Ｃで作成さ
れた、無線端末６０３の組にタイムスロット２０２を１つずつ順に割り当て、全ＡＰアソ
シエーションテーブル７０５ｂを参照し、各無線端末６０３とアソシエーションしている
アクセスポイント６０２に、各無線端末６０３を割り振ることにより、作成される。
【０１６１】
　図１５Ｅは、本実施例の選択的ポーリング区間１８０５とＣＳＭＡ区間１８０６とにお
けるスケジューリングテーブル７０６ｇの構成例を示す。本実施例のスケジューリングテ
ーブル７０６ｇは、選択的ポーリング区間１８０５にタイムスロット２０２が割り当てら
れているときは、当該セルに無線端末６０３の一意に識別する識別情報を格納する。ＣＳ
ＭＡ区間１８０６にタイムスロット２０２が割り当てられているときは、当該セルに－１
を格納する。
【０１６２】
　図１５Ｅでは、包括的ポーリング区間１８０２において、無線端末６０３－５、６０３
－６、６０３－８がデータ送信を失敗した場合を例示している。スケジューリングテーブ
ル７０６ｇの作成方法は、スケジューリングテーブル７０６ｆの作成方法と同様である。
【０１６３】
　例えば、無線端末６０３－５、６０３－６、６０３－８に限定して同様のテーブルを作
成する。続いて、選択的ポーリング区間１８０５の最終タイムスロット２０２の次の列か
ら、全てのアクセスポイント６０２－１～６０２－３についてＣＳＭＡ区間１８０６を表
す‐１を必要な数だけ追加すればよい。
【０１６４】
　従って、本実施例によれば、複数のアクセスポイント６０２が同時にポーリング通信を
行うことで、ポーリング期間を短くすることができる。
【実施例５】
【０１６５】
　本実施例は実施例１の無線伝送システムにおいて、アクセス制御装置の機能を内蔵した
アクセスポイントを設置した無線伝送システムである。実施例１と同一の構成についての
説明は省略する。
【０１６６】
　本実施例の無線伝送システムが、実施例１の無線伝送システムと異なる点は、アクセス
制御装置６００を削除し、１つのアクセスポイント６０２－１を、アクセス制御装置の機
能を内蔵するアクセスポイント、即ち、アクセス制御装置兼アクセスポイント１７００と
したことである。
【０１６７】
　図１６は、本実施例の無線伝送システムの概要の一例を示す。本実施例の無線伝送シス
テムは、アクセス制御装置兼アクセスポイント１７００、有線ケーブル６０１－１～６０
１－３、アクセスポイント６０２－１～６０２－３、無線端末６０３－１１～６０３－１
３、６０３－２１～６０３－２３、６０３－３１～６０３－３３を含む。
【０１６８】
　アクセス制御装置兼アクセスポイント１７００とアクセスポイント６０２―２、６０２
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－３は、それぞれ有線ケーブル６０１―２、６０２－３で接続され、相互に通信を行う。
アクセス制御装置兼アクセスポイント１７００は、無線端末６０３－１１～６０３－１３
と、アクセスポイント６０２―２は、無線端末６０３―２１～６０３－２３と、アクセス
ポイント６０２―３は、無線端末６０３―３１～６０３－３３と、それぞれ無線信号によ
り相互に通信を行う。
【０１６９】
　アクセス制御装置兼アクセスポイント１７００の構成は、実施例１において、図２、図
３で説明したものを併せ持つ。本実施例においては、アクセス制御装置兼アクセスポイン
ト１７００が実施例１におけるアクセス制御装置６００、及び１つのアクセスポイント６
０２の動作を担う。なお、本実施例の無線伝送システムの機能を実現できる範囲であれば
、アクセス制御装置兼アクセスポイント１７００、有線ケーブル６０１、アクセスポイン
ト６０２、及び無線端末６０３のいずれの個数にも制限はない。
【０１７０】
　本実施例によれば、実施例１の効果に加え、アクセスポイント６０２にアクセス制御装
置６００の機能を搭載することにより、無線伝送システムの導入コストを安価にすること
ができる。
【実施例６】
【０１７１】
　本実施例は実施例１の無線伝送システムにおいて、アクセス制御装置と各アクセスポイ
ントとを無線接続した、無線伝送システムである。実施例１と同一の構成についての説明
は省略する。
【０１７２】
　本実施例の無線伝送システムが、実施例１の無線伝送システムと異なる点は、有線ケー
ブル６０１－１～６０１－３を削除し、アクセス制御装置６００と、各アクセスポイント
６０２－１～６０２－３とが、無線信号により相互に接続されていることである。
【０１７３】
　図１７は、本実施例の無線伝送システムの概要の一例を示す。本実施例の無線伝送シス
テムは、アクセス制御装置６００、アクセスポイント６０２－１～６０２－３、無線端末
６０３－１１～６０３－１３、６０３－２１～６０３－２３、６０３－３１～６０３－３
３を含む。
【０１７４】
　アクセス制御装置６００とアクセスポイント６０２―ｋ（ｋは１～３の任意数）は、無
線信号により、相互に通信を行う。アクセスポイント６０２―ｋと無線端末６０３―ｋｌ
（ｌは１～３の任意数）は、無線信号により相互に通信を行う。
【０１７５】
　なお、本実施例においては、アクセス制御装置６００のインタフェース９０４、が無線
信号により、各アクセスポイント６０２と通信を行う。なお、本実施例の無線伝送システ
ムの機能を実現できる範囲であれば、アクセス制御装置６００、有線ケーブル６０１、ア
クセスポイント６０２、及び無線端末６０３のいずれの個数にも制限はない。
【０１７６】
　本実施例によれば、実施例１の効果に加え、アクセス制御装置６００と各アクセスポイ
ント６０２とを無線で接続することにより、アクセス制御装置６００と各アクセスポイン
ト６０２の設置を容易に行うことができる。
【実施例７】
【０１７７】
　本実施例は実施例１の無線伝送システムにおいて、アクセス制御装置の機能を内蔵した
アクセスポイントを設置し、アクセス制御装置兼アクセスポイントと各アクセスポイント
とを無線信号により接続した、無線伝送システムである。実施例１と同一の構成について
の説明は省略する。
【０１７８】
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　本実施例の無線伝送システムが、実施例１の無線伝送システムと異なる点は以下の２つ
である。１点目は、アクセス制御装置６００を削除し、１つのアクセスポイント６０２－
１を、アクセス制御装置６００の機能を内蔵するアクセスポイント、即ち、アクセス制御
装置兼アクセスポイント１７００としたことである。２点目は、有線ケーブル６０１－１
～６０１－３を削除し、アクセス制御装置兼アクセスポイント１７００と、各アクセスポ
イント６０２－２～６０２－３とが、無線信号により相互に接続されていることである。
【０１７９】
　図１８は、本実施例の無線伝送システムの概要の一例を示す。本実施例の無線伝送シス
テムは、アクセス制御装置兼アクセスポイント１７００、アクセスポイント６０２－１～
６０２－３、無線端末６０３－１１～６０３－１３、６０３－２１～６０３－２３、６０
３－３１～６０３－３３を含む。
【０１８０】
　アクセス制御装置兼アクセスポイント１７００とアクセスポイント６０２―２、６０２
－３は、無線信号により接続され、相互に通信を行う。アクセス制御装置兼アクセスポイ
ント１７００は、無線端末６０３－１１～６０３－１３と、アクセスポイント６０２―２
は、無線端末６０３―２１～６０３－２３と、アクセスポイント６０２―３は、無線端末
６０３―３１～６０３－３３と、それぞれ無線信号により相互に通信を行う。
【０１８１】
　アクセス制御装置兼アクセスポイント１７００の構成は、実施例１において、図２、図
３で説明したものを併せ持つ。また、アクセス制御装置兼アクセスポイント１７００のイ
ンタフェース９０４が無線信号により、各アクセスポイント６０２と通信を行う。本実施
例においては、アクセス制御装置兼アクセスポイント１７００が実施例１におけるアクセ
ス制御装置６００、及び１つのアクセスポイント６０２の動作を担う。なお、本実施例の
無線伝送システムの機能を実現できる範囲であれば、アクセス制御装置兼アクセスポイン
ト１７００、アクセスポイント６０２、及び無線端末６０３のいずれの個数にも制限はな
い。
【０１８２】
　本実施例によれば、実施例１の効果に加え、アクセスポイント６０２にアクセス制御装
置６００の機能を搭載することにより、無線伝送システムの導入コストを安価にすること
ができ、かつアクセス制御装置兼アクセスポイント１７００と各アクセスポイント６０２
とを無線で接続することにより、アクセス制御装置兼アクセスポイント１７００と各アク
セスポイント６０２の設置を容易に行うことができる。
【実施例８】
【０１８３】
　本実施例は実施例１の無線伝送システムを、無線監視カメラシステムに適用した無線映
像伝送システムである。
【０１８４】
　図１９は、本実施例の無線映像伝送システムの概要の一例を示す。本実施例の無線映像
伝送システムは、遠隔監視センタ２７００、有線ケーブル６０１－１～６０１－５、ハブ
２７０４、アクセスポイント６０２－１～６０２－３、無線カメラ端末（ＷＣ）２７０３
－１１～２７０３－１３、２７０３－２１～２７０３－２２、２７０３－３１～２７０３
－３３を含む。
【０１８５】
　遠隔監視センタ２７００は、アクセス制御装置６００、モニタ２７０２を含む。アクセ
ス制御装置６００は、有線ケーブル６０１－５により、モニタ２７０２と接続されている
。また、アクセス制御装置６００は、有線ケーブル６０１－４により、ハブ２７０４と接
続されている。さらにハブ２７０４は、有線ケーブル６０１－ｋ（ｋは１～３の任意数）
により、それぞれアクセスポイント６０２－ｋに接続されている。アクセスポイント６０
２－ｋは無線信号により、それぞれ無線カメラ端末２７０３－ｋｌ（ｌは１～３の任意数
）に接続されている。
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　なお、本実施例の無線映像伝送システムの機能を実現できる範囲であれば、アクセス制
御装置６００、有線ケーブル６０１、アクセスポイント６０２、モニタ２７０２、無線カ
メラ端末２７０３、及びハブ２７０４のいずれの個数にも制限はない。なお、本実施例に
おいて、有線接続となっている部分は、無線接続としてもよい。また、いずれかのアクセ
スポイント６０２を、アクセス制御装置兼アクセスポイント１７００としてもよい。
【０１８７】
　本実施例によれば、実施例１の効果に加え、アクセスポイント６０２を、繁華街等の屋
外に設置したり、ビル等の屋内に設置したりすることにより、映像の途切れや遅延が少な
い、無線監視カメラシステムの対応エリア拡大が、容易に実現できる。
【０１８８】
　なお、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記載したものであ
り、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。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も可能である。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。
【０１８９】
　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、プロセッサがそれぞれの機能を実現するプログラムを解釈し、実行することにより
ソフトウェアで実現してもよい。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、メモリや、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等の記録媒体に置くことができる
。
【符号の説明】
【０１９０】
６００　アクセス制御装置、６０２　アクセスポイント、６０３　無線端末、６０６　基
本サービスセット、７０４　全ＡＰ衝突テーブル、７０５　全ＡＰアソシエーションテー
ブル、７０６　スケジューリングテーブル、７０７　スケジューリング演算部、７０８　
設定変更指令部、７０９　制御信号処理部、７１０　データ信号処理部、７１１　同期処
理部、８０４　衝突テーブル、８０５　アソシエーションテーブル、８０６　ポーリング
テーブル、８０８　設定変更要求部、８０９　ポーリング制御部、８１０　再送制御部、
８１１　ＣＳＭＡ制御部、８１２　信号検出部、８１３　制御信号処理部、８１４　デー
タ信号処理部、８１５　同期処理部８１５、１７００　アクセス制御装置兼アクセスポイ
ント、２７０３　無線カメラ端末
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