
JP 5366201 B2 2013.12.11

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子棚札サーバと電子棚札基地局と１以上の電子棚札を備える電子棚札システムにおい
て、
　前記電子棚札サーバは、
　商品データが更新された時に、更新モードとして、個別更新モード、マルチ更新モード
又は全数更新モードを選択する手段と、
　前記個別更新モードが選択された場合に、更新された商品データに対応する１つの電子
棚札を識別するための電子棚札識別情報を電子棚札データ部から取得し、取得した電子棚
札識別情報と更新された商品データとを個別モードで送信する手段と、
　前記マルチ更新モードが選択された場合に、更新された商品データに対応する複数の電
子棚札を個々に識別するための電子棚札識別情報を電子棚札データ部から取得し、取得し
た電子棚札識別情報と更新された商品データとをマルチモードで送信する手段と、
　前記全数更新モードが選択された場合に、更新された商品データを全数モードで送信す
る手段と、
を備え、
　前記電子棚札基地局は、
　前記電子棚札サーバから更新された商品データが送信されてきた時に、送信モードが前
記個別モードであるのか、前記マルチモードであるのか前記全数モードであるのかを判断
する手段と、
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　前記送信モードが前記個別モードである場合に、送信されてきた電子棚札識別情報に記
述されている１つの電子棚札宛にユニキャストＷａｋｅｕｐ信号を発信し、その電子棚札
から更新データ要求を受信した時に、その電子棚札に更新データを送信する手段と、
　前記送信モードが前記マルチモードである場合に、全ての電子棚札宛にブロードキャス
トＷａｋｅｕｐ信号を発信し、全ての電子棚札宛に前記マルチモードで送信されてきた、
複数の電子棚札についての識別情報を含むマルチキャスト更新有無確認データパケットを
送信し、それらの電子棚札から更新データ要求を受信した時に、それらの電子棚札に更新
データを送信する手段と、
　前記送信モードが前記全数モードである場合に、全ての電子棚札宛にブロードキャスト
Ｗａｋｅｕｐ信号を発信し、全ての電子棚札宛に前記マルチモードで送信されてきた、全
ての電子棚札についての識別情報を含むマルチキャスト更新有無確認データパケットを送
信し、それらの電子棚札から更新データ要求を受信した時に、それらの電子棚札に更新デ
ータを送信する手段と、
を備え、
　前記電子棚札は、
　Ｗａｋｅｕｐ信号受信部を間欠的にＯＮ／ＯＦＦさせる手段と、
　前記Ｗａｋｅｕｐ信号受信部がＯＮである間に、Ｗａｋｅｕｐ信号を受信した時に、そ
のＷａｋｅｕｐ信号がユニキャストＷａｋｅｕｐ信号であるのか、ブロードキャストＷａ
ｋｅｕｐ信号であるのかを判断する手段と、
　前記Ｗａｋｅｕｐ信号が前記ユニキャストＷａｋｅｕｐ信号である場合に、当該電子棚
札をＡｗａｋｅ状態にし、前記電子棚札基地局に前記更新データ要求を送信し、それに応
じて、前記電子棚札基地局から更新データが送信されてきた時に、その更新データをメモ
リ部に保存する手段と、
　前記Ｗａｋｅｕｐ信号が前記ブロードキャストＷａｋｅｕｐ信号である場合に、当該電
子棚札をＡｗａｋｅ状態にし、マルチキャスト更新有無確認データパケットを受信したな
らば、そのマルチキャスト更新有無確認データパケットに自電子棚札の識別情報が含まれ
ているか否かを判断し、含まれている場合には前記電子棚札基地局に前記更新データ要求
を送信し、それに応じて、前記電子棚札基地局から更新データが送信されてきた時に、そ
の更新データをメモリ部に保存する手段と、
を備えることを特徴とする電子棚札システム。
【請求項２】
　電子棚札サーバと電子棚札基地局と１以上の電子棚札を備える電子棚札システムにおけ
る電子棚札表示変更方法において、
　前記電子棚札サーバが、商品データが更新された時に、更新モードとして、個別更新モ
ード、マルチ更新モード又は全数更新モードを選択するステップと、
　前記電子棚札サーバが、前記個別更新モードが選択された場合に、更新された商品デー
タに対応する１つの電子棚札を識別するための電子棚札識別情報を電子棚札データ部から
取得し、取得した電子棚札識別情報と更新された商品データを個別モードで送信するステ
ップと、
　前記電子棚札サーバが、前記マルチ更新モードが選択された場合に、更新された商品デ
ータに対応する複数の電子棚札を個々に識別するための電子棚札識別情報を電子棚札デー
タ部から取得し、取得した電子棚札識別情報と更新された商品データをマルチモードで送
信するステップと、
　前記電子棚札サーバが、前記全数更新モードが選択された場合に、全ての電子棚札宛に
更新された商品データを全数モードで送信するステップと、
　前記電子棚札基地局が、前記電子棚札サーバから更新された商品データが送信されてき
た時に、送信モードが前記個別モードであるのか、前記マルチモードであるのか前記全数
モードであるのかを判断するステップと、
　前記電子棚札基地局が、前記送信モードが前記個別モードである場合に、送信されてき
た電子棚札識別情報に記述されている１つの電子棚札宛にユニキャストＷａｋｅｕｐ信号
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を発信し、その電子棚札から更新データ要求を受信した時に、その電子棚札に更新データ
を送信するステップと、
　前記電子棚札基地局が、前記送信モードが前記マルチモードである場合に、全ての電子
棚札宛にブロードキャストＷａｋｅｕｐ信号を発信し、全ての電子棚札宛に前記マルチモ
ードで送信されてきた、複数の電子棚札についての識別情報を含むマルチキャスト更新有
無確認データパケットを送信し、それらの電子棚札から更新データ要求を受信した時に、
それらの電子棚札に更新データを送信するステップと、
　前記電子棚札基地局が、前記送信モードが前記全数モードである場合に、全ての電子棚
札宛にブロードキャストＷａｋｅｕｐ信号を発信し、全ての電子棚札宛に前記マルチモー
ドで送信されてきた、全ての電子棚札についての識別情報を含むマルチキャスト更新有無
確認データパケットを送信し、それらの電子棚札から更新データ要求を受信した時に、そ
れらの電子棚札に更新データを送信するステップと、
　前記電子棚札が、Ｗａｋｅｕｐ信号受信部を間欠的にＯＮ／ＯＦＦさせるステップと、
　前記Ｗａｋｅｕｐ信号受信部がＯＮである間に、前記Ｗａｋｅｕｐ信号受信部がＷａｋ
ｅｕｐ信号を受信した時に、そのＷａｋｅｕｐ信号がユニキャストＷａｋｅｕｐ信号であ
るのか、ブロードキャストＷａｋｅｕｐ信号であるのかを判断するステップと、
　前記電子棚札が、前記Ｗａｋｅｕｐ信号が前記ユニキャストＷａｋｅｕｐ信号である場
合に、当該電子棚札をＡｗａｋｅ状態にし、前記電子棚札基地局に前記更新データ要求を
送信し、それに応じて、前記電子棚札基地局から更新データが送信されてきた時に、その
更新データをメモリ部に保存するステップと、
　前記電子棚札が、前記Ｗａｋｅｕｐ信号が前記ブロードキャストＷａｋｅｕｐ信号であ
る場合に、当該電子棚札をＡｗａｋｅ状態にし、マルチキャスト更新有無確認データパケ
ットを受信したならば、そのマルチキャスト更新有無確認データパケットに自電子棚札の
識別情報が含まれているか否かを判断し、含まれている場合には前記電子棚札基地局に前
記更新データ要求を送信し、それに応じて、前記電子棚札基地局から更新データが送信さ
れてきた時に、その更新データをメモリ部に保存するステップと、
を備えることを特徴とする電子棚札表示変更方法。
【請求項３】
　商品データが更新された時に、更新モードとして、個別更新モード、マルチ更新モード
又は全数更新モードを選択する手段と、
　前記個別更新モードが選択された場合に、更新された商品データに対応する１つの電子
棚札を識別するための電子棚札識別情報を電子棚札データ部から取得し、取得した電子棚
札識別情報と更新された商品データとを個別モードで送信する手段と、
　前記マルチ更新モードが選択された場合に、更新された商品データに対応する複数の電
子棚札を個々に識別するための電子棚札識別情報を電子棚札データ部から取得し、取得し
た電子棚札識別情報と更新された商品データとをマルチモードで送信する手段と、
　前記全数更新モードが選択された場合に、更新された商品データを全数モードで送信す
る手段と、
を備えることを特徴とする電子棚札サーバ。
【請求項４】
　電子棚札サーバから更新された商品データが送信されてきた時に、送信モードが個別モ
ードであるのかマルチモードであるのか全数モードであるのかを判断する手段と、
　前記送信モードが前記個別モードである場合に、送信されてきた電子棚札識別情報に記
述されている１つの電子棚札宛にユニキャストＷａｋｅｕｐ信号を発信し、その電子棚札
から更新データ要求を受信した時に、その電子棚札に更新データを送信する手段と、
　前記送信モードが前記マルチモードである場合に、全ての電子棚札宛にブロードキャス
トＷａｋｅｕｐ信号を発信し、全ての電子棚札宛に前記マルチモードで送信されてきた、
複数の電子棚札についての識別情報を含むマルチキャスト更新有無確認データパケットを
送信し、それらの電子棚札から更新データ要求を受信した時に、それらの電子棚札に更新
データを送信する手段と、
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　前記送信モードが前記全数モードである場合に、全ての電子棚札宛にブロードキャスト
Ｗａｋｅｕｐ信号を発信し、全ての電子棚札宛に前記マルチモードで送信されてきた、全
ての電子棚札についての識別情報を含むマルチキャスト更新有無確認データパケットを送
信し、それらの電子棚札から更新データ要求を受信した時に、それらの電子棚札に更新デ
ータを送信する手段と、
を備えることを特徴とする電子棚札基地局。
【請求項５】
　Ｗａｋｅｕｐ信号受信部を間欠的にＯＮ／ＯＦＦさせる手段と、
　前記Ｗａｋｅｕｐ信号受信部がＯＮである間に、Ｗａｋｅｕｐ信号を受信した時に、そ
のＷａｋｅｕｐ信号がユニキャストＷａｋｅｕｐ信号であるのか、ブロードキャストＷａ
ｋｅｕｐ信号であるのかを判断する手段と、
　前記Ｗａｋｅｕｐ信号が前記ユニキャストＷａｋｅｕｐ信号である場合に、電子棚札を
Ａｗａｋｅ状態にし、電子棚札基地局に更新データ要求を送信し、それに応じて、前記電
子棚札基地局から更新データが送信されてきた時に、その更新データをメモリ部に保存す
る手段と、
　前記Ｗａｋｅｕｐ信号が前記ブロードキャストＷａｋｅｕｐ信号である場合に、当該電
子棚札をＡｗａｋｅ状態にし、マルチキャスト更新有無確認データパケットを受信したな
らば、そのマルチキャスト更新有無確認データパケットに自電子棚札の識別情報が含まれ
ているか否かを判断し、含まれている場合には前記電子棚札基地局に前記更新データ要求
を送信し、それに応じて、前記電子棚札基地局から更新データが送信されてきた時に、そ
の更新データをメモリ部に保存する手段と、
を備えることを特徴とする電子棚札。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信を使用する電子棚札システム及び電子棚札表示変更方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、無線通信を使用する電子棚札システムとして、電子棚札（以下、「ＥＳＬ(e
lectronic shelf label)」という。）の商品情報や価格情報の表示を変更するに当たって
、ＥＳＬは、ＥＳＬを制御する電子棚札サーバ（以下、「ＥＳＬサーバ」という。）とデ
ータの送受信を行う。その際、ＥＳＬの消費電力を抑えるための代表的な方法として、以
下のような方式が採用されている。
【０００３】
　（１）ＥＳＬを定期的にＯＮ／ＯＦＦさせ、ＥＳＬがＯＮのときに、ＥＳＬがＥＳＬサ
ーバからのデータを受信し、そのデータが自ＥＳＬ宛の場合のみそのデータを取り込んで
、そのデータに基づいて、表示内容を変更するパッシブ型通信方式。
【０００４】
　（２）ＥＳＬを定期的にＯＮ／ＯＦＦさせ、ＥＳＬがＯＮのときにＥＳＬがＥＳＬサー
バへデータ更新の有無を確認するデータ要求パケットを送信し、データ更新ありの場合、
ＥＳＬサーバは該当のＥＳＬへデータを送信し、該当のＥＳＬがそのデータを受信し、デ
ータを取り込んで、そのデータに基づいて、表示内容を変更するアクティブ型通信方式。
【０００５】
　（３）ＥＳＬに時計を入れ、ＥＳＬサーバからＥＳＬへのデータにそのデータを更新す
る時刻を入れ、ＥＳＬはその指定された時刻になった時点でデータを更新する（表示内容
を更新する）ことで、無駄な通信を省き、消費電力を抑える更新時刻指定型通信方式。
【０００６】
　ここで、通常のＥＳＬの表示を変更する電子棚札システムの標準的な構成の一例を、図
１～図４を用いて説明する。
【０００７】
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　図１に示す電子棚札システムは、ＥＳＬサーバ１と、ＥＳＬ３（ＥＳＬ＃１～ＥＳＬ＃
５）と、ＥＳＬサーバ１とＥＳＬ３とのデータ通信を中継するＥＳＬ基地局２と、ＥＳＬ
サーバ１とＥＳＬ基地局２との通信ネットワーク４とを含む。
【０００８】
　図２は図１のＥＳＬサーバ１の構成の一例を示す。図２を参照すると、ＥＳＬサーバ１
は、電子棚札システムの状態管理を行うＥＳＬ管理部１１と、ＥＳＬ３へ送信するデータ
を保存するＥＳＬデータ部１２と、ＥＳＬ基地局２を経由してＥＳＬ３と通信を行う通信
制御部１３と、時計１４と、商品データの管理を行う商品管理部１５と、商品データを格
納する商品データ部１６と、通信制御部１３を介してＥＳＬを制御するＥＳＬ制御部１７
とを含む。
【０００９】
　図３は図１のＥＳＬ基地局２の構成の一例を示す。図３を参照すると、ＥＳＬ基地局２
は、ＥＳＬサーバ１と通信を行う通信制御部２１と、ＥＳＬ３の状態管理を行うＥＳＬ制
御部２２と、ＥＳＬ３の状態を保存するＥＳＬ管理テーブル２３と、ＥＳＬ３と無線通信
を行う無線通信制御部２４とを含む。
【００１０】
　図４は図１のＥＳＬ３の構成の一例を示す。図４を参照すると、ＥＳＬ基地局２と無線
通信を行う無線通信制御部３１と、ＥＳＬ３の動作を制御するＥＳＬ制御部３２と、ＥＳ
Ｌ３の状態や表示データを保存するメモリ部３３と、電源のＯＮ／ＯＦＦ制御を行う電源
制御部３４と、表示を行う表示部３５と、時計３６とを含む。
【００１１】
　消費電力を抑えるための代表的な方式としての（１）のパッシブ型通信方式では、電源
制御部３４が定期的にＥＳＬ制御部３２と無線通信制御部３１の電源をＯＮにし、無線通
信制御部３１は、内部の受信部を動作させ、ＥＳＬ基地局２から自局宛のデータ受信を一
定期間待ち、自局宛のデータがあれば動作を継続し、データがなければ電源制御部３４に
よってＥＳＬ制御部３２と無線通信制御部３１の電源をＯＦＦにする間欠受信を行うこと
で、電力消費を抑えている。
【００１２】
　消費電力を抑えるための代表的な方式としての（２）のアクティブ型通信方式では、電
源制御部３４が定期的にＥＳＬ制御部３２と無線通信制御部３１の電源をＯＮにし、無線
通信制御部３１は、内部の送信部を動作させ、ＥＳＬ基地局２へ自局宛のデータの有無を
確認するためのデータ要求パケットを送信し、ＥＳＬ基地局２では、該ＥＳＬ３へのデー
タがあれば、データがあることを告げて通信を継続させるが、データがなければないこと
を告げる。ＥＳＬ３ではデータがなければ電源制御部３４によってＥＳＬ制御部３２と無
線通信制御部３１の電源をＯＦＦにすることで、電力消費を抑えている。
【００１３】
　消費電力を抑えるための代表的な方式としての（３）の更新時間指定型通信方式では、
上述の（１）または（２）の方式により無線通信部３１がデータを受信し、データ内で指
定されている時刻まで電源をＯＦＦ状態にし、その時刻になると電源をＯＮにし、表示内
容を更新することで、余計な通信を省き、電力の消費を抑えている。
【００１４】
　（１）、（２）の両方式ともに、ＥＳＬ基地局２と無線通信を行うために無線通信制御
部３１、ＥＳＬ制御部３２を動作させる必要があり、データの有無を確認するための電力
消費が大きい。また、電源ＯＮ／ＯＦＦする間隔を長くすると消費電力は抑えられるが、
ＥＳＬサーバ１とＥＳＬ３との通信に時間がかかり（例えば、ＥＳＬの表示内容を更新す
る場合、ＥＳＬサーバ２で表示更新を実行しても、ＥＳＬ３の表示が更新されるまでに時
間がかかる）、リアルタイム性が損なわれる。電源ＯＮ／ＯＦＦの間隔を短くするとリア
ルタイム性は向上するが、消費電力が大きくなり、バッテリーの寿命が短くなる。
【００１５】
　また、（３）の方式は事前に予定されたデータの更新では効果があるが、予定外のデー
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タ更新には対応できない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】特開２００１－２６６２５２号公報
【特許文献２】特開２００５－２５８５２２号公報
【特許文献３】特開２００７－０４８１４０号公報
【特許文献４】特開２００７－２４４７９５号公報
【特許文献５】特開２００８－０１１９７２号公報
【特許文献６】特開２００８－０７３０８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　消費電力を抑える従来からの代表的な方式である（１）のパッシブ型通信方式と（２）
のアクティブ型通信方式は、消費電力を抑えると通信のリアルタイム性が損なわれ、リア
ルタイム性を向上させると消費電力が大きくなりバッテリーの寿命が短くなる問題がある
。
【００１８】
　また、（３）の更新時間指定型通信方式は、事前に予定されたデータの更新では消費電
力を抑える効果があるが、予定外のデータ更新には対応できない問題がある。
【００１９】
　そこで、本発明は、ＥＳＬの消費電力を削減することを可能にすると共に、予定外のデ
ータ更新にも対応できる電子棚札システム及び電子棚札表示変更方法を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明によれば、電子棚札サーバと電子棚札基地局と１以上の電子棚札を備える電子棚
札システムにおいて、前記電子棚札サーバは、商品データが更新された時に、更新モード
として、個別更新モード、マルチ更新モード又は全数更新モードを選択する手段と、前記
個別更新モードが選択された場合に、更新された商品データに対応する１つの電子棚札を
識別するための電子棚札識別情報を電子棚札データ部から取得し、取得した電子棚札識別
情報と更新された商品データとを個別モードで送信する手段と、前記マルチ更新モードが
選択された場合に、更新された商品データに対応する複数の電子棚札を個々に識別するた
めの電子棚札識別情報を電子棚札データ部から取得し、取得した電子棚札識別情報と更新
された商品データとをマルチモードで送信する手段と、前記全数更新モードが選択された
場合に、更新された商品データを全数モードで送信する手段と、を備え、前記電子棚札基
地局は、前記電子棚札サーバから更新された商品データが送信されてきた時に、送信モー
ドが前記個別モードであるのか、前記マルチモードであるのか前記全数モードであるのか
を判断する手段と、前記送信モードが前記個別モードである場合に、送信されてきた電子
棚札識別情報に記述されている１つの電子棚札宛にユニキャストＷａｋｅｕｐ信号を発信
し、その電子棚札から更新データ要求を受信した時に、その電子棚札に更新データを送信
する手段と、前記送信モードが前記マルチモードである場合に、全ての電子棚札宛にブロ
ードキャストＷａｋｅｕｐ信号を発信し、全ての電子棚札宛に前記マルチモードで送信さ
れてきた、複数の電子棚札についての識別情報を含むマルチキャスト更新有無確認データ
パケットを送信し、それらの電子棚札から更新データ要求を受信した時に、それらの電子
棚札に更新データを送信する手段と、前記送信モードが前記全数モードである場合に、全
ての電子棚札宛にブロードキャストＷａｋｅｕｐ信号を発信し、全ての電子棚札宛に前記
マルチモードで送信されてきた、全ての電子棚札についての識別情報を含むマルチキャス
ト更新有無確認データパケットを送信し、それらの電子棚札から更新データ要求を受信し
た時に、それらの電子棚札に更新データを送信する手段と、を備え、前記電子棚札は、Ｗ
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ａｋｅｕｐ信号受信部を間欠的にＯＮ／ＯＦＦさせる手段と、前記Ｗａｋｅｕｐ信号受信
部がＯＮである間に、Ｗａｋｅｕｐ信号を受信した時に、そのＷａｋｅｕｐ信号がユニキ
ャストＷａｋｅｕｐ信号であるのか、ブロードキャストＷａｋｅｕｐ信号であるのかを判
断する手段と、前記Ｗａｋｅｕｐ信号が前記ユニキャストＷａｋｅｕｐ信号である場合に
、当該電子棚札をＡｗａｋｅ状態にし、前記電子棚札基地局に前記更新データ要求を送信
し、それに応じて、前記電子棚札基地局から更新データが送信されてきた時に、その更新
データをメモリ部に保存する手段と、前記Ｗａｋｅｕｐ信号が前記ブロードキャストＷａ
ｋｅｕｐ信号である場合に、当該電子棚札をＡｗａｋｅ状態にし、マルチキャスト更新有
無確認データパケットを受信したならば、そのマルチキャスト更新有無確認データパケッ
トに自電子棚札の識別情報が含まれているか否かを判断し、含まれている場合には前記電
子棚札基地局に前記更新データ要求を送信し、それに応じて、前記電子棚札基地局から更
新データが送信されてきた時に、その更新データをメモリ部に保存する手段と、を備える
ことを特徴とする電子棚札システムが提供される。
【００２１】
　また、本発明によれば、電子棚札サーバと電子棚札基地局と１以上の電子棚札を備える
電子棚札システムにおける電子棚札表示変更方法において、前記電子棚札サーバが、商品
データが更新された時に、更新モードとして、個別更新モード、マルチ更新モード又は全
数更新モードを選択するステップと、前記電子棚札サーバが、前記個別更新モードが選択
された場合に、更新された商品データに対応する１つの電子棚札を識別するための電子棚
札識別情報を電子棚札データ部から取得し、取得した電子棚札識別情報と更新された商品
データを個別モードで送信するステップと、前記電子棚札サーバが、前記マルチ更新モー
ドが選択された場合に、更新された商品データに対応する複数の電子棚札を個々に識別す
るための電子棚札識別情報を電子棚札データ部から取得し、取得した電子棚札識別情報と
更新された商品データをマルチモードで送信するステップと、前記電子棚札サーバが、前
記全数更新モードが選択された場合に、全ての電子棚札宛に更新された商品データを全数
モードで送信するステップと、前記電子棚札基地局が、前記電子棚札サーバから更新され
た商品データが送信されてきた時に、送信モードが前記個別モードであるのか、前記マル
チモードであるのか前記全数モードであるのかを判断するステップと、前記電子棚札基地
局が、前記送信モードが前記個別モードである場合に、送信されてきた電子棚札識別情報
に記述されている１つの電子棚札宛にユニキャストＷａｋｅｕｐ信号を発信し、その電子
棚札から更新データ要求を受信した時に、その電子棚札に更新データを送信するステップ
と、前記電子棚札基地局が、前記送信モードが前記マルチモードである場合に、全ての電
子棚札宛にブロードキャストＷａｋｅｕｐ信号を発信し、全ての電子棚札宛に前記マルチ
モードで送信されてきた、複数の電子棚札についての識別情報を含むマルチキャスト更新
有無確認データパケットを送信し、それらの電子棚札から更新データ要求を受信した時に
、それらの電子棚札に更新データを送信するステップと、前記電子棚札基地局が、前記送
信モードが前記全数モードである場合に、全ての電子棚札宛にブロードキャストＷａｋｅ
ｕｐ信号を発信し、全ての電子棚札宛に前記マルチモードで送信されてきた、全ての電子
棚札についての識別情報を含むマルチキャスト更新有無確認データパケットを送信し、そ
れらの電子棚札から更新データ要求を受信した時に、それらの電子棚札に更新データを送
信するステップと、前記電子棚札が、Ｗａｋｅｕｐ信号受信部を間欠的にＯＮ／ＯＦＦさ
せるステップと、前記Ｗａｋｅｕｐ信号受信部がＯＮである間に、前記Ｗａｋｅｕｐ信号
受信部がＷａｋｅｕｐ信号を受信した時に、そのＷａｋｅｕｐ信号がユニキャストＷａｋ
ｅｕｐ信号であるのか、ブロードキャストＷａｋｅｕｐ信号であるのかを判断するステッ
プと、前記電子棚札が、前記Ｗａｋｅｕｐ信号が前記ユニキャストＷａｋｅｕｐ信号であ
る場合に、当該電子棚札をＡｗａｋｅ状態にし、前記電子棚札基地局に前記更新データ要
求を送信し、それに応じて、前記電子棚札基地局から更新データが送信されてきた時に、
その更新データをメモリ部に保存するステップと、前記電子棚札が、前記Ｗａｋｅｕｐ信
号が前記ブロードキャストＷａｋｅｕｐ信号である場合に、当該電子棚札をＡｗａｋｅ状
態にし、マルチキャスト更新有無確認データパケットを受信したならば、そのマルチキャ
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スト更新有無確認データパケットに自電子棚札の識別情報が含まれているか否かを判断し
、含まれている場合には前記電子棚札基地局に前記更新データ要求を送信し、それに応じ
て、前記電子棚札基地局から更新データが送信されてきた時に、その更新データをメモリ
部に保存するステップと、を備えることを特徴とする電子棚札表示変更方法が提供される
。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、更新データの有無を確認するために、ＥＳＬ制御部や無線通信制御部
などの電力消費が大きい回路の電源をＯＮにせず、非常に低消費電力で動作可能なＷａｋ
ｅｕｐ信号受信部のみの電源ＯＮで更新データの有無を確認することができ、電力消費を
最小限に抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】従来の電子棚札システムにおける標準的な構成を示した図である。
【図２】本発明の実施の形態によるＥＳＬサーバの構成を示す概略図である。
【図３】従来の電子棚札システムにおける標準的なＥＳＬ基地局の構成を示した概略図で
ある。
【図４】従来の電子棚札システムにおける標準的なＥＳＬの構成を示した概略図である。
【図５】本発明の実施の形態による電子棚札システムの構成を示す概略図である。
【図６】本発明の実施の形態によるＥＳＬ基地局の構成を示す概略図である。
【図７】本発明の実施の形態によるＥＳＬの構成を示す概略図である。
【図８】本発明の実施の形態によるＥＳＬサーバの動作を示すフローチャートである。
【図９】本発明の形態によるＥＳＬ基地局の動作を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の形態によるＥＳＬの動作を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の実施の形態によるＷａｋｅｕｐ信号の構成を示す一例である。
【図１２】本発明の実施の形態によるＷａｋｅｕｐ信号送信部とＷａｋｅｕｐ信号受信部
の構成を示す一例である。
【図１３】本発明の実施の形態による更新有無確認データパケットのフォーマットの一例
を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図５は、本発明の実施形態による電子棚札システムの構成を示す概略図である。
【００２５】
　図５を参照すると、本発明の実施形態による電子棚札システムは、ＥＳＬサーバ１、Ｅ
ＳＬ基地局５及びＥＳＬ６（ＥＳＬ＃１～ＥＳＬ＃５）を含む。
【００２６】
　図２は、本発明の実施形態による電子棚札システムのＥＳＬサーバ２の構成を示す概略
図である。
【００２７】
　ＥＳＬサーバ２は、電子棚札システムの状態管理を行うＥＳＬ管理部１１と、ＥＳＬ３
へ送信するデータを保存するＥＳＬデータ部１２と、ＥＳＬ基地局２を経由してＥＳＬ６
と通信を行う通信制御部１３と、時計１４と、商品データの管理を行う商品管理部１５と
、商品データを格納する商品データ部１６と、ＥＳＬ制御部１７とを含む。
【００２８】
　図６は、本発明の実施形態による電子棚札システムのＥＳＬ基地局５の構成を示す概略
図である。
【００２９】
　ＥＳＬ基地局５は、ＥＳＬサーバ１と通信を行う通信制御部５１と、ＥＳＬ６の状態管
理を行うＥＳＬ制御部５２と、ＥＳＬ６の状態を保存するＥＳＬ管理テーブル５３と、Ｅ
ＳＬ６と無線通信を行う無線通信制御部５４と、ＥＳＬ６をＡｗａｋｅ状態にするために
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Ｗａｋｅｕｐ信号を発信するためのＷａｋｅｕｐ信号送信部５５と、タイマー５６を含む
。
【００３０】
　図７は、本発明に係る電子棚札システムのＥＳＬ６の構成を示す概略図である。
【００３１】
　ＥＳＬ６は、ＥＳＬ基地局５と無線通信を行う無線通信制御部６１と、ＥＳＬ６の動作
を制御するＥＳＬ制御部６２と、ＥＳＬ基地局５から発信されたＷａｋｅｕｐ信号を受信
し、そのＷａｋｅｕｐ信号が自ＥＳＬ６宛であるか否かを解読し、そのＷａｋｅｕｐ信号
が自ＥＳＬ宛である場合にＡｗａｋｅ信号を電源制御部６４へ通知するＷａｋｅｕｐ信号
受信部６３と、ＥＳＬ６の電源のＯＮ／ＯＦＦ制御を行う電源制御部６４と、ＥＳＬ６の
スケジューリングを行うタイマー６５と、ＥＳＬ６の状態や表示データを保存するメモリ
部６６と、表示を行う表示部６７とを含む。
【００３２】
　図８～図１０は、本発明の実施形態による電子棚札システムの動作の一例を示すフロー
チャートである。
【００３３】
　図１１は、本発明に係る電子棚札システムのＷａｋｅｕｐ信号の構成を示す一例である
。
【００３４】
　図１２は、本発明に係る電子棚札システムのＷａｋｅｕｐ信号送信部とＷａｋｅｕｐ信
号受信部の構成を示す一例である。
【００３５】
　図１３は、本発明に係る電子棚札システムの更新確認有無データのフレームフォーマッ
トの一例である。
【００３６】
　図２及び図８を参照すると、まず、商品管理部１５は、商品データ部１６の商品データ
が更新されるまで待つ（ステップＳ１０１で「無し」）。
【００３７】
　商品データが更新されたならば（ステップＳ１０１で「有り」）、１つの商品の商品デ
ータが更新されたのか、複数の商品の商品データが更新されたのか、又は、全ての商品デ
ータが更新されたのかを商品管理部１５が判断する（ステップＳ１０３、Ｓ１０９）。
【００３８】
　１つの商品についての商品データが更新された場合には（ステップＳ１０３で「個別」
）、ＥＳＬ管理部１１は、ＥＳＬデータ部１２から更新された商品データに対応する１つ
のＥＳＬを識別するためのＥＳＬ識別情報を取得する（ステップＳ１０５）。次に、通信
制御部１３は、ステップＳ１０５で取得したＥＳＬ識別情報と更新された商品データとを
個別モードで送信する（ステップＳ１０７）。
【００３９】
　複数の（但し、全数ではない）商品についての商品データが更新された場合には（ステ
ップＳ１０９で「マルチ」）、ＥＳＬ管理部１１は、ＥＳＬデータ部１２から更新された
商品データに対応する複数の（但し、全数ではない）ＥＳＬを識別するためのＥＳＬ識別
情報を取得する（ステップＳ１１１）。次に、通信制御部１３は、ステップＳ１１１で取
得したＥＳＬ識別情報と更新された商品データとをマルチモードで送信する（ステップＳ
１１３）。
【００４０】
　全ての商品についての商品データが更新された場合には（ステップＳ１０９で「全数」
）、通信制御部１３は、全てのＥＳＬ宛に更新された商品データを全数モードで送信する
（ステップＳ１１５）。
【００４１】
　図３及び図９を参照すると、通信制御部２１は、更新された商品データなどがＥＳＬサ
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ーバ１から送られてくるまで待つ（ステップＳ１２１で「無し」）。
【００４２】
　通信制御部２１に更新された商品データなどが送られてきたならば（ステップＳ１２１
で「有り」）、更新された商品データなどが個別モードで送られてきたのか（ステップＳ
１２３で「個別」）、マルチモードで送られてきたのか（ステップＳ１３１で「マルチ」
）、又は、全数モードで送られてきたのか（ステップＳ１３１で「全数」）を判断部２６
が判断する。
【００４３】
　更新された商品データ及びＥＳＬ識別情報が個別モードで送られてきた場合には、無線
通信制御部２４は、そのＥＳＬ識別情報に対応する１つのＥＳＬ宛にユニキャストＷａｋ
ｅｕｐ信号を発信し（ステップＳ１２５）、そのＥＳＬから更新データ要求を受信するま
で待つ（ステップＳ１２７でＮｏ）。
【００４４】
　そのＥＳＬから更新データ要求を受信した時に（ステップＳ１２７でＹｅｓ）、更新さ
れた商品データをそのＥＳＬに送信する（ステップＳ１２９）。
【００４５】
　更新された商品データ及びＥＳＬ識別情報がマルチモードで送られてきた場合には、無
線通信制御部２４は、全てのＥＳＬにブロードキャストＷａｋｅｕｐ信号を発信し（ステ
ップＳ１３３）、次に、送られてきたＥＳＬ識別情報を含む、マルチキャスト更新有無確
認データパケットを生成し、ブロードキャストフレームに乗せて全てのＥＳＬに送信する
（ステップＳ１３５）。次に、各ＥＳＬから更新データ要求を受信するまで待ち（ステッ
プＳ１３７でＮｏ）、更新データ要求を受信したならば、更新データを送信すること（ス
テップＳ１３９）を繰り返す。
【００４６】
　更新された商品データ及びＥＳＬ識別情報が全数モードで送られてきた場合には、無線
通信制御部２４は、全てのＥＳＬにブロードキャストＷａｋｅｕｐ信号を発信し（ステッ
プＳ１４１）、次に、全てのＥＳＬのＥＳＬ識別情報を含むマルチキャスト更新有無確認
データパケットを生成し、ブロードキャストフレームに乗せて全てのＥＳＬに送信する（
ステップＳ１４３）。次に、各ＥＳＬから更新データ要求を受信するまで待ち（ステップ
Ｓ１３７でＮｏ）、更新データ要求を受信したならば、更新データを送信すること（ステ
ップＳ１３９）を繰り返す。
【００４７】
　図４及び図１０を参照すると、電源制御部６４は、Ｗａｋｅｕｐ信号受信部６３の電源
をＯＮにする（ステップＳ１４１）、Ｗａｋｅｕｐ信号受信部６３の電源がＯＮである間
に、無線通信制御部６１がＷａｋｅｕｐ信号を受信しなかった場合には（ステップＳ１４
３で「無し」）、電源制御部１６５は、タイマー６５がタイムアップした時に、Ｗａｋｅ
ｕｐ信号受信部６３の電源をＯＦＦにする（ステップＳ１６５）。
【００４８】
　Ｗａｋｅｕｐ信号受信部６３の電源がＯＮである間に、無線通信制御部６１がＷａｋｅ
ｕｐ信号を受信した場合には（ステップＳ１４３で「有り」）、そのＷａｋｅｕｐ信号が
自局宛ユニキャストＷａｋｅｕｐ信号であるのか否かを判断する（ステップＳ１４５）。
そうである場合には（ステップＳ１４５でＹｅｓ）、電源制御部６４は、Ｗａｋｅｕｐ信
号受信部６３の電源をＯＦＦにし、ＥＳＬ制御部６２の電源をＯＮにする（ステップＳ１
４７）。
【００４９】
　次に、ＥＳＬ制御部６２は、無線通信制御部６１を介して、更新データ要求をＥＳＬ基
地局５に更新データを要求し（ステップＳ１４９）、それに応じてＥＳＬ基地局５から送
信されてきた更新データを受信し（ステップＳ１５１）、その更新データをメモリ部６６
に保存する（ステップＳ１５３）。
【００５０】
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　最後に、ＥＳＬ制御部６２は、電源制御部６４にＳｌｅｅｐ通知し、ＥＳＬはＳｌｅｅ
ｐ状態となる（ステップＳ１５５）。
【００５１】
　ステップＳ１４５でＮＯである場合には、受信したＷａｋｅｕｐ信号がブロードキャス
トＷａｋｅｕｐ信号であるか否かを判断する（ステップＳ１５７）。
【００５２】
　そうでない場合には（ステップＳ１５７でＮｏ）、電源制御部６４は、Ｗａｋｅｕｐ信
号受信部６３の電源をＯＦＦにする（ステップＳ１６５）。
【００５３】
　そうである場合には（ステップＳ１５７でＹｅｓ）、電源制御部６４は、Ｗａｋｅｕｐ
信号受信部６３の電源をＯＦＦにし、ＥＳＬ制御部６２の電源をＯＮにする（ステップＳ
１５９）。
【００５４】
　次に、無線通信制御部６１は、マルチキャスト更新有無確認データパケットを受信し（
ステップＳ１６１）、マルチキャスト更新有無確認データパケットに自局の識別子が含ま
れている場合には（ステップＳ１６３でＹｅｓ）、ステップＳ１４９に進み、そうでない
場合には（ステップＳ１６３でＮｏ）、ステップＳ１５５に進む。
【００５５】
　図１２の例では、Ｗａｋｅｕｐ信号を周波数変調方式で発信しているが、パルス変調方
式や位相変調方式を使用してもよい。
【符号の説明】
【００５６】
　１　ＥＳＬサーバ
　５ＥＳＬ基地局
　６　ＥＳＬ
　１１　ＥＳＬ管理部
　１２　ＥＳＬデータ部
　１３　通信制御部
　１４　時計
　１５　商品管理部
　１６　商品データ部
　１７　ＥＳＬ制御部
　５１　通信制御部
　５２　ＥＳＬ制御部
　５３　ＥＳＬ管理テーブル
　５４　無線通信制御部
　５５　Ｗａｋｅｕｐ信号送信部
　５６　タイマー
　６１　無線通信制御部
　６２　ＥＳＬ制御部
　６３　Ｗａｋｅｕｐ信号受信部
　６４　電源制御部
　６５　タイマー
　６６　メモリ部
　６７　表示部
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