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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データを測定する測定部と、
　ＢＬＥで用いるアドバタイズパケットにおけるｍａｊｏｒとｍｉｎｏｒの少なくとも一
方に、前記測定部で測定された前記データをセンサ情報として格納し、前記アドバタイズ
パケットにおけるＵＵＩＤに、アプリ識別子又は設置位置識別子を設定するデータ処理部
と、
　前記センサ情報に基づく対象機器の制御とともに前記アプリ識別子又は前記設置位置識
別子に基づくユーザ端末への情報提供を行うサーバとの間で通信を行うゲートウェイと前
記ユーザ端末に対して、前記アドバタイズパケットを前記無線通信により送信する通信部
と、を備えるセンサデバイス。
【請求項２】
　前記データ処理部は、前記アドバタイズパケットにおけるＭｅａｓｕｒｅｄ　Ｐｏｗｅ
ｒにセンサノードを設定する請求項１記載のセンサデバイス。
【請求項３】
　前記測定部は、温度、湿度、照度、紫外線、圧力のうちの少なくとも１つを測定する請
求項１または請求項２に記載のセンサデバイス。
【請求項４】
　データを測定し、そのデータを送信する複数のセンサデバイスと、
　前記センサデバイスから送信される前記データを受信し、受信した前記データをプロト
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コル変換して送信するゲートウェイと、
　前記ゲートウェイから送信される前記データとユーザ端末から送信されるデータを受信
し、受信した前記データを用いてサービスを提供するサーバと、を備え、
　前記複数のセンサデバイスは、
　前記データを測定する測定部と、
　ＢＬＥで用いるアドバタイズパケットにおけるｍａｊｏｒとｍｉｎｏｒの少なくとも一
方に、前記測定部で測定された前記データをセンサ情報として格納し、前記アドバタイズ
パケットにおけるＵＵＩＤに、アプリ識別子又は設置位置識別子を設定するデータ処理部
と、
　前記サーバとの間で通信を行うゲートウェイと前記ユーザ端末に対して、前記アドバタ
イズパケットを前記無線通信により送信する通信部と、を有し、
　前記サーバは、前記センサ情報に基づき対象機器の制御を行うとともに、前記アプリ識
別子又は前記設置位置識別子に基づき前記ユーザ端末への情報提供を行う管理システム。
【請求項５】
　前記データ処理部は、前記アドバタイズパケットにおけるＭｅａｓｕｒｅｄ　Ｐｏｗｅ
ｒにセンサノードを設定する請求項４記載の管理システム。
【請求項６】
　前記測定部は、温度、湿度、照度、紫外線、圧力のうちの少なくとも１つを測定する請
求項４または請求項５に記載の管理システム。
【請求項７】
　データを測定する測定ステップと、
　ＢＬＥで用いるアドバタイズパケットにおけるｍａｊｏｒとｍｉｎｏｒの少なくとも一
方に、前記測定ステップで測定された前記データをセンサ情報として格納し、前記アドバ
タイズパケットにおけるＵＵＩＤに、アプリ識別子又は設置位置識別子を設定するデータ
処理ステップと、
　前記センサ情報に基づく対象機器の制御とともに前記アプリ識別子又は前記設置位置識
別子に基づくユーザ端末への情報提供を行うサーバとの間で通信を行うゲートウェイと前
記ユーザ端末に対して、前記アドバタイズパケットを前記無線通信により送信する通信ス
テップと、を備える無線通信方法。
【請求項８】
　前記データ処理ステップは、前記アドバタイズパケットにおけるＭｅａｓｕｒｅｄ　Ｐ
ｏｗｅｒにセンサノードを設定する請求項７記載の無線通信方法。
【請求項９】
　前記測定ステップは、温度、湿度、照度、紫外線、圧力のうちの少なくとも１つを測定
する請求項７または請求項８に記載の無線通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データを測定し、測定したデータを送信するセンサデバイス、測定したデー
タを用いて対象機器を制御する管理システム、及び測定したデータの無線通信を行う無線
通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　センサで測定されたデータ（センサ情報）に基づき機器を制御することで機器のエネル
ギー消費を管理するエネルギー管理システム(Energy Management System；ＥＭＳ)が知ら
れている。ＥＭＳとして、センサで測定されたデータを保存（記録）するデータロガーを
利用したものがある。すなわち、センサで測定した温度や湿度などの各種データをデータ
ロガーで保存し、その保存した各種データをデータロガーがクラウド側のサーバに送信す
る。この場合、データロガーが一般に高価であるため、複数のデータロガーを備えたＥＭ
Ｓを構築するためのコストが高くなってしまう。
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【０００３】
　一方、ＥＭＳにおいて、ＢＬＥ(Bluetooth（登録商標） Low Energy)という低消費電力
の無線技術を利用することも考えられる。ＢＬＥのデバイスには安価なものがあり、その
ようなＢＬＥのデバイスを用いてデータの収集を行うことにより、ＥＭＳを構築するため
のコストを抑えることができる。例えば特許文献１には、ＢＬＥのデバイスに含まれるセ
ンサで測定されたデータをＢＬＥにより通信する技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－１１０６３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、現状のＢＬＥによるデバイス間のペアリング接続では、多くの場合、１
対１の接続が行われている。すなわち、規格上はＢＬＥによるデバイス間のペアリング接
続は１対多の接続が可能であるが、市販されている多くのデバイスが１対１の接続を行う
ものである。従って、センサデバイス（センサ機能を備えたＢＬＥのデバイス）の単価が
低下しても、センサデバイスの数だけデータ受信側のＢＬＥのデバイス（例えばゲートウ
ェイ）を設ける必要があり、結果としてコストが高くなってしまう。
【０００６】
　本発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであり、可能な限り低コストでセンサ情
報の通信を行うことができるセンサデバイス、管理システム、及び無線通信方法を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明では、データを測定する測定部と、低消費電力の無
線通信で用いるアドバタイズパケットの所定のデータ位置に、測定部で測定されたデータ
をセンサ情報として格納するデータ処理部と、アドバタイズパケットを無線通信により送
信する通信部と、を備えるセンサデバイスを提供する。
【０００８】
　また、データ処理部は、センサ情報をアドバタイズパケットにおけるｍａｊｏｒとｍｉ
ｎｏｒの少なくとも一方に設定する構成でもよい。また、データ処理部は、アドバタイズ
パケットにおけるＵＵＩＤにアプリ識別子又は設置位置識別子を設定する構成でもよい。
【０００９】
　また、データ処理部は、アドバタイズパケットにおけるＭｅａｓｕｒｅｄ　Ｐｏｗｅｒ
にセンサノードを設定する構成でもよい。また、測定部は、温度、湿度、照度、紫外線、
圧力のうちの少なくとも１つを測定することが好ましい。
【００１０】
　また、本発明では、データを測定し、そのデータを送信する複数のセンサデバイスと、
センサデバイスから送信されるデータを受信し、受信したデータを用いて対象機器を制御
するゲートウェイと、を備え、複数のセンサデバイスは、データを測定する測定部と、低
消費電力の無線通信で用いるアドバタイズパケットの所定のデータ位置に、測定部で測定
されたデータをセンサ情報として格納するデータ処理部と、アドバタイズパケットを無線
通信により送信する通信部と、を有する管理システムを提供する。
【００１１】
　また、ゲートウェイは、センサデバイスから送信されるデータをプロトコル変換して送
信し、ゲートウェイから送信されるデータを受信し、受信したデータを用いて対象機器を
制御するサーバをさらに備える構成でもよい。また、データ処理部は、センサ情報をアド
バタイズパケットにおけるｍａｊｏｒとｍｉｎｏｒの少なくとも一方に設定する構成でも
よい。また、データ処理部は、アドバタイズパケットにおけるＵＵＩＤにアプリ識別子又
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は設置位置識別子を設定する構成でもよい。
【００１２】
　また、データ処理部は、アドバタイズパケットにおけるＭｅａｓｕｒｅｄ　Ｐｏｗｅｒ
にセンサノードを設定する構成でもよい。また、測定部は、温度、湿度、照度、紫外線、
圧力のうちの少なくとも１つを測定することが好ましい。
【００１３】
　また、本発明では、データを測定する測定ステップと、低消費電力の無線通信で用いる
アドバタイズパケットの所定のデータ位置に、測定ステップで測定されたデータをセンサ
情報として格納するデータ処理ステップと、アドバタイズパケットを無線通信により送信
する通信ステップと、を備える無線通信方法を提供する。
【００１４】
　また、データ処理ステップは、センサ情報をアドバタイズパケットにおけるｍａｊｏｒ
とｍｉｎｏｒの少なくとも一方に設定する構成でもよい。また、データ処理ステップは、
アドバタイズパケットにおけるＵＵＩＤにアプリ識別子又は設置位置識別子を設定する構
成でもよい。
【００１５】
　また、データ処理ステップは、アドバタイズパケットにおけるＭｅａｓｕｒｅｄ　Ｐｏ
ｗｅｒにセンサノードを設定する構成でもよい。また、測定ステップは、温度、湿度、照
度、紫外線、圧力のうちの少なくとも１つを測定することが好ましい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、データを測定する測定部と、低消費電力の無線通信で用いるアドバタ
イズパケットの所定のデータ位置に、測定部で測定されたデータをセンサ情報として格納
するデータ処理部と、アドバタイズパケットを無線通信により送信する通信部と、を備え
る。このような構成によれば、センサデバイスが自身の存在を知らせるためのアドバタイ
ズパケットにセンサ情報を格納して送信することができるので、ゲートウェイが複数のマ
ルチセンサデバイスとの間で接続を行うことなくデータ通信を行うことができる。従って
、マルチセンサデバイスの数に応じたゲートウェイを設置する必要がなく、可能な限り低
コストでセンサ情報を収集可能な管理システムを構築することができる。
【００１７】
　また、データ処理部は、センサ情報をアドバタイズパケットにおけるｍａｊｏｒとｍｉ
ｎｏｒの少なくとも一方に設定する。このような構成によれば、アドバタイズパケットに
おける任意に変更可能なデータ位置にセンサ情報を載せることができ、センサの種類や数
に応じて適宜変更することも可能となる。
【００１８】
　また、データ処理部は、アドバタイズパケットにおけるＵＵＩＤにアプリ識別子又は設
置位置識別子を設定する。このような構成によれば、ユーザにとって有益な情報をサーバ
からユーザ端末に送信するサービスを提供することができる。また、データ処理部は、ア
ドバタイズパケットにおけるＭｅａｓｕｒｅｄ　Ｐｏｗｅｒにセンサノードを設定する。
このような構成によれば、サーバがマルチセンサデバイスの詳細な位置情報を取得するこ
とができ、よりきめ細やかな対象機器の制御を実行することができる。また、測定部は、
温度、湿度、照度、紫外線、圧力のうちの少なくとも１つを測定するので、様々なセンサ
で測定されるセンサ情報を収集することができ、より適切なエネルギー管理を実現するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態に係る管理システムの構成を示すブロック図である。
【図２】図１に示すセンサデバイスの構成を示すブロック図である。
【図３】アドバタイズパケットのデータ例を示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係る管理システムの動作を説明するためのシーケンス図であ
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る。
【図５】センサデバイスの種類を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。ただし、本発明はこれに限
定されるものではない。また、図面においては、実施形態を説明するため、一部分を大き
くまたは強調して記載するなど適宜縮尺を変更して表現することがある。
【００２１】
　図１は、本発明の実施形態に係る管理システムＳＹＳの構成を示すブロック図である。
図２は、図１に示すセンサデバイス１１，１２，１３の構成を示すブロック図である。図
１に示す管理システムＳＹＳは、センサで測定されたデータに基づき機器を制御するとと
もに、ユーザの端末（例えばスマートフォンなどの携帯端末）に対してユーザに位置に応
じた情報を提供するシステムである。この管理システムＳＹＳは、図１に示すように、複
数のマルチセンサデバイス（センサデバイス）１１～１３と、ゲートウェイ２０と、サー
バ３０とを備える。なお、図１に示す例では、マルチセンサデバイスの数は３台であるが
、マルチセンサデバイスの数は３台に限定されず、３台未満でも４台以上でもよい。
【００２２】
　マルチセンサデバイス１１～１３は、温度、湿度、照度などを測定する機能と、ゲート
ウェイ２０との間でＢＬＥを用いて無線通信を行う機能とを備えたＢＬＥのデバイスであ
る。これらのマルチセンサデバイス１１～１３は、例えば店舗内の所定位置に設置される
。図２に示すように、マルチセンサデバイス１１～１３は、それぞれ、測定部１０１、デ
ータ処理部１０２、通信部１０３、及び記憶部１０４を有している。
【００２３】
　測定部１０１は、温度、湿度、照度などのデータをリアルタイムに測定する処理部であ
る。測定部１０１で測定されたデータをセンサ情報（センサデータ）という。本実施形態
において、測定部１０１は、温度を測定する温度センサ、湿度を測定する湿度センサ、照
度を測定する照度センサのうちの少なくとも１つを有する。なお、マルチセンサデバイス
１１～１３における測定部１０１は、それぞれ、一又は複数の同じセンサを有していても
よい。例えば、マルチセンサデバイス１１～１３の測定部１０１は、それぞれ、温度セン
サ、湿度センサ及び照度センサを有していてもよい。また、マルチセンサデバイス１１～
１３の測定部１０１は、それぞれ、異なるセンサを有していてもよい。例えば、マルチセ
ンサデバイス１１の測定部１０１は温度センサであり、マルチセンサデバイス１２の測定
部１０１は湿度センサであり、マルチセンサデバイス１３の測定部１０１は照度センサで
あってもよい。
【００２４】
　データ処理部１０２は、測定部１０１で測定されたデータをセンサ情報としてビーコン
パケット(Beacon Packet)の所定のデータ位置に格納する処理を行う処理部である。ビー
コンパケットは、ＢＬＥの規格上、アドバタイズパケット(Advertise Packet)（又はアド
バタイズメントパケット）と呼ばれるデバイス間でペアリング接続する前に受信側のデバ
イス（ゲートウェイ２０）に自身の機能と存在を知らせるためのブロードキャストパケッ
トである。このように、ビーコンパケットは接続とは無関係のパケットであり、ペアリン
グ接続する前の段階で受信側のデバイスが情報（ＩＤ情報）を検知することが可能である
。従って、ビーコンパケットは接続を行うことなく、パケットが届く範囲であれば１台の
ＢＬＥのデバイス（ゲートウェイ２０）で複数のセンサ情報を収集することが可能となる
。
【００２５】
　アドバタイズパケットの詳細及びデータ処理部１０２によるデータ変換について説明す
る。図３は、アドバタイズパケットのデータ例を示す図である。図３において、「Ｄ６　
ＢＥ　８９　８Ｅ　４０　２４　０５　Ａ２　１７　６Ｅ　３Ｄ　７１　０２　０１　１
Ａ　１Ａ　ＦＦ　４Ｃ　００　０２　１５　Ｅ２　Ｃ５　６Ｄ　Ｂ５　ＤＦ　ＦＢ　４８
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　Ｄ２　Ｂ０　６０　Ｄ０　Ｆ５　Ａ７　１０　９６　Ｅ０　００　００　００　００　
Ｃ５　５２　ＡＢ　８Ｄ　３８　Ａ５」がアドバタイズパケットのデータ例である。なお
、図３においては、Ａｐｐｌｅ（登録商標）が提供する、ＢＬＥ技術を用いたｉＢｅａｃ
ｏｎ（登録商標）におけるアドバタイズパケットのデータ例を示している。ｉＢｅａｃｏ
ｎは、アドバタイズパケットにおける特定データ（特有の部分）をＡｐｐｌｅによって規
格化された機能／サービスである。
【００２６】
　ｉＢｅａｃｏｎのアドバタイズパケットのデータのうち、ｉＢｅａｃｏｎ特有の部分は
次のようになっている。
４Ｃ　００：Ａｐｐｌｅ，Ｉｎｃ
０２　　　：ｉＢｅａｃｏｎ 
１５　　　：データ長（21byte）
ＸＸ　ＸＸ　ＸＸ　ＸＸ　ＸＸ　ＸＸ　ＸＸ　ＸＸ　ＸＸ　ＸＸ　ＸＸ　ＸＸ　ＸＸ　Ｘ
Ｘ　ＸＸ　ＸＸ　：Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ＵＵＩＤ（16byte）
ＸＸ　ＸＸ：ｍａｊｏｒ（2byte）
ＸＸ　ＸＸ：ｍｉｎｏｒ（2byte）
ＸＸ　　　：Ｍｅａｓｕｒｅｄ　Ｐｏｗｅｒ
【００２７】
　「ＸＸ」の部分以外のバイト値はｉＢｅａｃｏｎにおいて固定値である。「ＸＸ」の部
分には所定範囲の任意のバイト値（パラメータ）を設定可能である。「４Ｃ　００」は企
業識別子（Company identifier code）を設定する部分である。００４ＣはＡｐｐｌｅを
示す。「０２」はデータタイプを設定する部分である。０２はｉＢｅａｃｏｎを示す。「
１５」はデータ長を設定する部分である。「Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ＵＵＩＤ」は企業、組
織の識別子を設定する部分である。図３に示す例では、「Ｅ２　Ｃ５　６Ｄ　Ｂ５　ＤＦ
　ＦＢ　４８　Ｄ２　Ｂ０　６０　Ｄ０　Ｆ５　Ａ７　１０　９６　Ｅ０」が設定されて
いる。「ｍａｊｏｒ」は設置地域単位の識別子を設定する部分である。図３に示す例では
、「００」が設定されている。「ｍｉｎｏｒ」は店舗単位の識別子を設定する部分である
。図３に示す例では、「００」が設定されている。「Ｍｅａｓｕｒｅｄ　Ｐｏｗｅｒ」は
ｉＢｅａｃｏｎとの距離が１メートルの時の受信電波の信号強度（ＲＳＳＩ）を設定する
部分である。図３に示す例では、「Ｃ５」が設定されている。
【００２８】
　本実施形態では、データ処理部１０２は、図３に示すように、上記ｉＢｅａｃｏｎのア
ドバタイズパケットのデータのうちの所定のデータ位置（「企業識別子」「Ｐｒｏｘｉｍ
ｉｔｙ　ＵＵＩＤ」「ｍａｊｏｒ」「ｍｉｎｏｒ」「Ｍｅａｓｕｒｅｄ　Ｐｏｗｅｒ」）
に所定のデータを格納することにより、センサ情報を送信するためのアドバタイズパケッ
ト（図３中「マルチセンサビーコン」と記す部分）を生成する。
【００２９】
　具体的には、データ処理部１０２は、「ｍａｊｏｒ」及び「ｍｉｎｏｒ」の部分にセン
サ情報を格納する。図３に示す例では、「ｍａｊｏｒ」の部分に、設置地域単位の識別子
のデータに代えて、温度センサで測定された温度（－２０～＋８５［°Ｃ］）と、湿度セ
ンサで測定された湿度（０～１００［％Ｒｈ］）とが格納されている。また、「ｍｉｎｏ
ｒ」の部分に、店舗単位の識別子のデータに代えて、照度センサで測定された照度（０～
８１９００［Ｌｘ］）が格納されている。
【００３０】
　また、データ処理部１０２は、上記ｉＢｅａｃｏｎのアドバタイズパケットのデータの
うち、「Ａｐｐｌｅを示す企業識別子（００４Ｃ）」に代えて、この管理システムＳＹＳ
を利用する企業の識別子（例えば出願人の取得する企業識別子）を設定する。なお、管理
システムＳＹＳを利用する企業識別子に代えずにＡｐｐｌｅを示す企業識別子（００４Ｃ
）のままでもよい。特に、Ａｐｐｌｅ製品（ｉＯＳ端末）とデータ通信する場合には企業
識別子が００４Ｃである必要がある。このため、Ａｐｐｌｅ製品（ｉＯＳ端末）とデータ
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通信することを想定した場合には企業識別子を００４Ｃのままとする。Ａｎｄｒｏｉｄ端
末においては企業識別子は任意で可能である。
【００３１】
　また、データ処理部１０２は、「Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ＵＵＩＤ」の部分に、企業・組
織の識別子を設定することに代えて、ユーザ端末５０に搭載されているアプリケーション
を識別するためのアプリ識別子や、マルチセンサデバイス１１～１３が設置されている位
置（場所）を識別するための設置位置識別子を設定する。また、データ処理部１０２は、
「Ｍｅａｓｕｒｅｄ　Ｐｏｗｅｒ」を設定することに代えて、マルチセンサデバイス１１
～１３のセンサノード（０～２５５）を設定する。センサノードは、マルチセンサデバイ
ス１１～１３が設置されている位置（例えば店舗などの場所・範囲）における個々のマル
チセンサデバイスの詳細な位置に対応した情報である。
【００３２】
　上記のように、本実施形態では、ｉＢｅａｃｏｎのアドバタイズパケットのデータを変
更して利用しているので、ｉＢｅａｃｏｎのアドバタイズパケットと同じフォーマットの
パケットで、Ａｐｐｌｅ端末以外の端末においても利用可能となっている。
【００３３】
　図１及び図２の説明に戻り、通信部１０３は、データ処理部１０２でデータ変換処理さ
れたパケットを低消費電力の無線技術であるＢＬＥにより送信する処理部である。パケッ
トが届く範囲としては、例えば３０ｍ程度を想定している。記憶部１０４は、測定部１０
１で測定されたデータ（センサ情報）を記憶する。また、記憶部１０４は、測定部１０１
、データ処理部１０２及び通信部１０３の制御を実行させるためのプログラムも記憶する
。
【００３４】
　ゲートウェイ２０は、データのプロトコル変換を行うことで異なるプロトコルのネット
ワークを接続する装置である。ゲートウェイ２０は、複数のマルチセンサデバイス１１～
１３から送信されるアドバタイズパケットを受信する。これにより、ゲートウェイ２０は
、ＢＬＥのペアリング接続を行うことなく、マルチセンサデバイス１１～１３で測定され
たセンサ情報を収集することができる。ゲートウェイ２０は、受信したパケットのプロト
コルをインターネットなどのネットワーク４０のプロトコルのデータに変換する。そして
、ゲートウェイ２０は、プロトコル変換して生成したデータをネットワーク４０を介して
サーバ３０に送信する。
【００３５】
　サーバ３０は、ゲートウェイ２０から送信されたデータを受信し、受信したデータに含
まれるセンサ情報に基づき機器を制御することで機器のエネルギー消費を管理する。例え
ば、サーバ３０は、温度センサで測定された室内の温度情報や湿度センサで測定された室
内の湿度情報に基づいてエア・コンディショナーなどの空調設備を制御して、室内を最適
な温度・湿度に調整する。また、サーバ３０は、照度センサで測定された室内の照度情報
に基づいて照明機器を制御して、室内を適度な明るさに調整する。
【００３６】
　図１に示すように、サーバ３０は、通信部３１、管理部３２及び記憶部３３を有してい
る。通信部３１は、ネットワーク４０と接続され、外部の機器（ゲートウェイ２０や制御
対象の機器など）とデータ通信を行う処理部である。具体的には、ゲートウェイ２０から
送信されるデータをネットワーク４０を介して受信する。また、通信部３１は、ネットワ
ーク４０を介して制御対象の機器に対して制御信号を送信する処理を行う。
【００３７】
　管理部３２は、制御対象の機器を管理する処理を行う処理部である。具体的には、管理
部３２は、ゲートウェイ２０から送信されたデータに含まれるセンサ情報を解析する。そ
して、管理部３２は、解析結果に基づき、制御対処の機器に対して制御信号を送信するこ
とにより、制御対象の機器を制御する。記憶部３３は、サーバ３０における各種制御又は
処理に必要なプログラム（アプリケーション）やパラメータなどを記憶する。
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【００３８】
　ユーザ端末５０は、ユーザが備えたスマートフォンなどの携帯端末である。ユーザ端末
５０は、マルチセンサデバイス１１～１３から送信されるビーコンパケットの受信に基づ
いてサーバ３０に対して情報の取得を行うアプリケーションを搭載している。ユーザ端末
５０は、マルチセンサデバイス１１～１３から送信されるビーコンパケット（アドバタイ
ズパケット）を受信すると、そのビーコンパケットに含まれる「Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　Ｕ
ＵＩＤ」と「センサノード」などのＩＤ情報を抽出し、抽出したＩＤ情報をネットワーク
４０を介してサーバ３０に送信する。サーバ３０において、通信部３１がユーザ端末５０
から送信されたＩＤ情報を受信すると、管理部３２はＩＤ情報に基づいてユーザの位置（
ユーザ端末５０の位置）を認識し、ＩＤ情報に予め紐つけされている情報（例えば店舗の
クーポン情報）を記憶部３３から読み出す。そして、管理部３２は、ＩＤ情報に紐つけさ
れている情報をネットワーク４０を介してユーザ端末５０に送信する。このようなオンラ
インとオフラインの購買活動を連携させる技術をＯ２Ｏ(Online to Offline)と呼ばれて
いる。
【００３９】
　次に、管理システムＳＹＳの動作について説明する。図４は、本発明の実施形態に係る
管理システムＳＹＳの動作を説明するためのシーケンス図である。図４に示す処理におい
て、各マルチセンサデバイス１１～１３の測定部１０１が温度、湿度などを測定する（ス
テップＳ１）。このとき、測定部１０１は、測定したセンサ情報を記憶部１０４に記憶す
る。データ処理部１０２は、測定部１０１で測定されたデータであるセンサ情報をアドバ
タイズパケットにおける所定のデータ位置（「ｍａｊｏｒ」「ｍｉｎｏｒ」）に格納する
（ステップＳ２）。また、データ処理部１０２は、アドバタイズパケットにおける「企業
識別子」「アプリ識別子、設置位置識別子」「センサノード」をそれぞれ設定する（ステ
ップＳ３）。通信部１０３は、データ処理部１０２でデータ変換処理されて生成されたア
ドバタイズパケットを定期的にＢＬＥにより送信する（ステップＳ４）。
【００４０】
　ゲートウェイ２０は、マルチセンサデバイス１１～１３から送信されるアドバタイズパ
ケットを受信する（ステップＳ５）。そして、ゲートウェイ２０は、受信したパケットを
プロトコル変換し（ステップＳ６）、そのプロトコル変換後のデータをネットワーク４０
を通じてサーバ３０に送信する（ステップＳ７）。
【００４１】
　サーバ３０の通信部３１は、ゲートウェイ２０から送信されたデータを受信する（ステ
ップＳ８）。通信部３１で受信されたデータは記憶部３３に記憶される。管理部３２は、
受信したデータに含まれるセンサ情報を解析し、制御対象の機器をどのように制御するか
を決定する（ステップＳ９）。そして、管理部３２は、解析結果に基づいて、制御対象の
機器に対して制御信号を出力することで制御対象の機器を制御する（ステップＳ１０）。
【００４２】
　以上に説明したように、本実施形態では、データを測定する測定部１０１と、低消費電
力の無線通信で用いるアドバタイズパケットの所定のデータ位置に、測定部１０１で測定
されたデータをセンサ情報として格納するデータ処理部１０２と、アドバタイズパケット
を無線通信により送信する通信部１０３と、を備える。このような構成によれば、マルチ
センサデバイス１１～１３が自身の存在を知らせるためのアドバタイズパケットにセンサ
情報を格納して送信することができるので、ゲートウェイ２０が複数のマルチセンサデバ
イス１１～１３との間で接続を行うことなくデータ通信を行うことができる。従って、マ
ルチセンサデバイス１１～１３の数に応じたゲートウェイ２０を設置する必要がなく、可
能な限り低コストでセンサ情報を収集可能な管理システムＳＹＳを構築することができる
。
【００４３】
　また、本実施形態では、データ処理部１０２は、センサ情報をアドバタイズパケットに
おけるｍａｊｏｒとｍｉｎｏｒの少なくとも一方に設定する。このような構成によれば、
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アドバタイズパケットにおける任意に変更可能なデータ位置にセンサ情報を載せることが
でき、センサの種類や数に応じて適宜変更することも可能となる。
【００４４】
　また、本実施形態では、データ処理部１０２は、アドバタイズパケットにおけるＵＵＩ
Ｄにアプリ識別子又は設置位置識別子を設定する。このような構成によれば、ユーザにと
って有益な情報をサーバ３０からユーザ端末５０に送信するサービスを提供することがで
きる。また、データ処理部１０２は、アドバタイズパケットにおけるＭｅａｓｕｒｅｄ　
Ｐｏｗｅｒにセンサノードを設定する。このような構成によれば、サーバ３０がマルチセ
ンサデバイス１１～１３の詳細な位置情報を取得することができ、よりきめ細やかな対象
機器の制御を実行することができる。
【００４５】
　なお、上記した実施形態では、マルチセンサデバイス１１～１３の測定部１０１は、温
度センサ、湿度センサ、照度センサで温度、湿度、照度を測定（計測）していたが、これ
らのセンサに限定されない。図５は、センサデバイスの種類を示す図である。図５に示す
ように、測定部１０１は、温度センサ、湿度センサ、照度センサのほかに、ＵＶ－Ａ（紫
外線センサ）、圧力センサ、６軸センサ（地磁気センサ、加速度センサ）などの違う種類
のセンサを備えてもよい。
【００４６】
　ＵＶ－Ａセンサは、例えば０～２０．４８［ｍＷ／ｃｍ２］の範囲で紫外線（ＵＶ－Ａ
）を測定する。例えば店舗にＵＶ－Ａセンサを設置することにより、サーバ３０は店舗の
紫外線状況を把握することができる。これにより、サーバ３０は例えばシャッターの開閉
などの制御を行うことができる。また、圧力センサは、例えば３００～１１００［ｈＰａ
］の範囲で圧力を測定する。例えば圧力センサを座席に設置することにより、サーバ３０
は圧力センサのセンサ情報（圧力情報）に基づいて空席状況を認識することができる。
【００４７】
　６軸センサは、地磁気センサと加速度センサから構成されている。例えば加速度センサ
を家のドア、窓、車のドアなどに設置することにより、サーバ３０は、加速度センサのセ
ンサ情報（加速度情報）に基づいてドアや窓の開閉を認識することができる。サーバ３０
は、不審な時間や予期しない時間にドアなどの開閉を確認した場合に、ユーザの端末（コ
ンピュータ、携帯端末など）にその旨を通知することができる。このようにセンサ情報を
防犯に活用することができる。
【００４８】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明の技術的範囲は、上記の実施形態に記載
の範囲には限定されない。本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、上記の実施形態に、多様な
変更または改良を加えることが可能である。また、上記の実施形態で説明した要件の１つ
以上は、省略されることがある。そのような変更または改良、省略した形態も本発明の技
術的範囲に含まれる。また、上記した実施形態や変形例の構成を適宜組み合わせて適用す
ることも可能である。
【００４９】
　例えば、図３に示したように、アドバタイズパケットのｍａｊｏｒに温度情報と湿度情
報を格納し、ｍｉｎｏｒに照度情報を格納していたが、これらは一例であって、センサ情
報をそのようにｍａｊｏｒやｍｉｎｏｒに格納するかは任意である。
【００５０】
　また、ゲートウェイ２０が直接対象機器を制御する場合は、サーバ３０は構成上省略さ
れ、ゲートウェイ２０がサーバ３０の役割を行う。具体的には、サーバ３０における通信
部３１、管理部３２及び記憶部３３と同じ構成（又は同じような機能を備えた構成）をゲ
ートウェイ２０に設ける。
【符号の説明】
【００５１】
　ＳＹＳ　管理システム
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　１１，１２，１３　マルチセンサデバイス（センサデバイス）
　２０　　ゲートウェイ
　３０　　サーバ
　５０　ユーザ端末
　１０１　測定部
　１０２　データ処理部
　１０３　通信部
【要約】
【課題】可能な限り低コストでセンサ情報の通信を行うことができるセンサデバイス、管
理システム、及び無線通信方法を提供する。
【解決手段】マルチセンサデバイス１１～１３は、データを測定する測定部１０１と、低
消費電力の無線通信で用いるアドバタイズパケットの所定のデータ位置に、測定部１０１
で測定されたデータをセンサ情報として格納するデータ処理部１０２と、アドバタイズパ
ケットを無線通信により送信する通信部１０３と、を備える。
【選択図】図２

【図１】 【図２】
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【図５】
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