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(57)【要約】
　
【課題】　通信可能範囲を超えて設置された固定ノード
間の通信において、簡便かつ確実な情報伝達を可能とす
る無線ネットワークシステムを提供する。
【解決手段】　固定ノードと、中継ノードと、該中継ノ
ードを移動させる手段とからなる無線ネットワークシス
テムを構築し、固定ノード１から送信された情報を、中
継ノード６が受信し、中継ノード６を移動体５に搭載し
て他の固定ノード２の通信可能範囲内に移動させて、該
他の固定ノード２に情報を伝達する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報の送受信手段を有する第１無線ノードと、情報の送受信手段と、前記情報の記憶手
段と、前記情報の送信先を判別する手段とを有する第２無線ノードと、該第２無線ノード
を移動させる手段とを有することを特徴とする無線ネットワークシステム。
【請求項２】
　前記第１無線ノードは固定設置されていることを特徴とする請求項１記載の無線ネット
ワークシステム。
【請求項３】
　前記情報は、前記送信先の情報を含むことを特徴とする請求項１または請求項２記載の
無線ネットワークシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線ネットワークシステムに関し、特に中継用の無線ノードを介して、固定さ
れた無線ノード間の通信を行う無線ネットワークシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　無線ネットワークとは、複数の無線ノードを用いて情報の送受信を行う手段であり、一
般に各無線ノードの通信可能範囲以上に離間して固定設置された無線ノード、すなわち固
定ノード間の通信に、中継用の無線ノード、すなわち、中継ノードを設置するか、該固定
ノード間を有線接続することで長距離通信を可能としている。
【０００３】
　図６は、従来の無線ネットワークシステムの説明図で、無線ノードとして、固定ノード
と中継ノードを用いた無線ネットワークシステムを示している。
【０００４】
　点線は各無線ノードの通信可能範囲を示しており、通信可能範囲が重ならない固定ノー
ド１と固定ノード２の間に、隣り合う無線ノードと通信可能範囲が重なり合う中継ノード
６ａ、６ｂ、６ｃが配置されている。
【０００５】
　図示しない情報源から有線あるいは無線で情報を送受信する固定ノード１から固定ノー
ド２に情報を伝達する際は、固定ノード１から、固定ノード１の通信可能範囲内にある中
継ノード６ａに該情報が送信される。ついで中継ノード６ａから通信可能範囲が重なる中
継ノード６ｂに該情報が送信され、同様に中継ノード６ｂおよび中継ノード６ｃを経て固
定ノード２に該情報が送信される。このようにして、通信可能範囲が重なっていない固定
ノード１と固定ノード２間における情報の送受信が可能となる。
【０００６】
　このように複数の無線ノードを設置し、マルチホップ方式を用いて、地理的に離散した
ユーザに対して広範な通信サービスを提供する方法は、例えば、特許文献１に開示されて
いる。
【０００７】
【特許文献１】特開平１０－３４１２４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述のような無線ネットワークシステムにおいては、固定ノード間の距離に応じて、中
継ノードを増設しなければならないので、中継ノードの設置コストが増加するおそれがあ
る。また、中継ノードの増加に伴い、データ通信における信頼性が低下するおそれもある
。
【０００９】
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　固定ノード間を通信ケーブルで結ぶ方法もあるが、同様に通信ケーブルの設置費用や工
数を見込まなければならない。
【００１０】
　本発明の目的は、通信可能範囲を超えて設置された固定ノード間の通信において、簡便
かつ確実な情報伝達を可能とする無線ネットワークシステムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、離間して設置された固定ノード間の通信可能範囲の空白を埋めるために、中
継ノードを多数配置する、もしくは通信ケーブルによる有線接続を行うのではなく、中継
ノードを移動させることにより、固定ノード間の通信を確実に行うものである。
【００１２】
　すなわち、情報の送受信手段を有する固定ノードと、情報の送受信手段と、該情報の記
憶手段と、該情報の送信先を判別する手段とを有する中継ノードと、該中継ノードを移動
させる手段とからなる無線ネットワークシステムを構築し、固定ノードから送信された情
報を、中継ノードが受信し、例えば車両に搭載するといった手段を用いて中継ノードを他
の固定ノードの通信可能範囲内に移動させて、該他の固定ノードに情報を伝達する。この
ような操作を繰り返すことにより、互いに、通信可能距離が重ならない固定ノード間の情
報伝達を実行する。
【００１３】
　ここで固定ノードや中継ノードとして説明したいわゆる無線ノードとは、ネットワーク
上に設置されたコンピュータ、通信プロトコル処理機能を有する専用ＩＣを備えた装置、
基地局等を示す。なお、これらの無線ノードは同時に複数の無線または有線ネットワーク
に属していてもよい。
【００１４】
　前記情報の送受信手段は、これ以降、無線通信部とも表記し、例えばアンテナを含めた
無線モジュール、無線送受信回路等が含まれる。
【００１５】
　前記情報の記憶手段は、これ以降、情報記録部とも表記し、例えばＲＡＭ、ハードディ
スク等のメモリや記録媒体が含まれる。
【００１６】
　前記移動させる手段は、これ以降、移動体とも表記し、自力もしくは他力で移動可能な
物体、すなわち、車、電車、船、飛行機、人間、動物等が含まれる。
【００１７】
　前記情報の送信先を決定する手段は、これ以降、情報伝達部とも表記し、たとえばコン
ピュータやＩＣが備える演算機能が含まれる。
【００１８】
　本発明によれば、情報の送受信手段を有する第１無線ノードと、情報の送受信手段と、
前記情報の記憶手段と、前記情報の送信先を判別する手段とを有する第２無線ノードと、
該第２無線ノードを移動させる手段とを有することを特徴とする無線ネットワークシステ
ムが得られる。
【００１９】
  本発明によれば、前記第１無線ノードは固定設置されていることを特徴とする無線ネッ
トワークシステムが得られる。
【００２０】
  本発明によれば、前記情報は、前記送信先の情報を含むことを特徴とする無線ネットワ
ークシステムが得られる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明により、通信可能範囲を超えて固定設置された無線ノード間の通信において、情
報中継用の無線ノードを多数配置することなく、安定した通信が可能となる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　本発明の無線ネットワークシステムは、アンテナモジュールのような無線通信部を介し
て外部から情報を受信し、前記情報を他の無線ノードに送信する手段を備えた複数の固定
ノードと、前記複数の固定ノード間を移動し、固定ノードの通信可能範囲内を通過する移
動体と、前記移動体に搭載された中継ノードにより構成されている。
【００２３】
　ここで、中継ノードは、上述のように、無線通信部と、情報記録部と、前記無線通信部
と情報記録部間で情報を伝達し該情報の送信先を判別する情報伝達部とで構成される。中
継ノードは、無線通信部を介して、固定ノードから情報を受信し、情報伝達部を介して、
情報を情報記録部に保存し、無線通信部を介して、該受信情報を他の固定ノードに送信す
る。
【００２４】
　なお、情報の送信先は、固定ノードが発信した情報に含まれる。中継ノードは固定ノー
ドから受信した情報を一旦、情報記録部に保存し、他の固定ノードに情報を送信する際に
、情報記録部に保存された情報を情報伝達部が読み出し、該他の固定ノードが正当な送信
先であるか否かを判別する。
【００２５】
　中継ノードは、車両等の移動体に搭載され、該移動体が、特定の固定ノードの通信可能
範囲内に入った時に、該固定ノードから情報を受信する。中継ノードの情報伝達部は、該
受信情報を情報記録部に保存するとともに、該受信情報から、送信先である他の固定ノー
ドを判別する。該移動体が、送信先である他の固定ノードの通信可能範囲内に入ると、該
移動体に搭載された中継ノードは、情報伝達部が機能して、情報記録部から該受信情報を
読み出し、無線通信部を介して、該他の固定ノードに情報を送信する。該他の固定ノード
は、同様の手順で情報を他の固定ノードに送信する。
【００２６】
　なお、特定の固定ノードが発信する情報の送信先は、他の１つの固定ノードと限定され
る必要はない。従って、移動体に搭載された中継ノードは、他の複数の固定ノードに同一
の情報を送信することも可能である。また、同様に、移動体に搭載された中継ノードは、
複数の固定ノードの情報を運搬することも可能である。
【００２７】
　以下に、実施例を用いて、本発明を実施するための最良の形態を詳述する。
【実施例】
【００２８】
（実施例１）
　図１は、本発明の無線ネットワークシステムの基本構成を説明する図で、固定ノードが
２基の場合を示す。
【００２９】
　固定ノード１および固定ノード２は、各々アンテナモジュールからなる無線通信部３お
よび無線通信部４を有し、互いの通信可能範囲は重ならない。また、固定ノード１と固定
ノード２の間を移動する移動体５は、無線通信部７、情報伝達部８および情報記録部９を
有する中継ノード６を搭載している。なお、固定ノード１および固定ノード２は、いわゆ
る基地局として機能する設備を有する。
【００３０】
　図２は、本発明の固定ノードから中継ノードへの情報伝達を説明する図で、点線で囲ま
れた部分は、固定ノードの通信可能範囲を示す。
【００３１】
　中継ノード６は、固定ノード１の通信可能範囲内で、固定ノード１から無線通信部３お
よび無線通信部７を介して情報を受信し、情報伝達部８を経由して、該情報を情報記録部
９に記憶し、固定ノード２の通信可能範囲内に移動する。該情報には、情報の送信先に関
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する情報、例えば、固定ノード２の位置情報や固定ノード２を識別するための情報が含ま
れる。
【００３２】
　図３は、本発明の中継ノードから固定ノードへの情報伝達を説明する図で、点線で囲ま
れた部分は、固定ノードの通信可能範囲を示す。
【００３３】
　中継ノード６は、情報伝達部８の機能により、固定ノード１から受信した情報の送信先
が固定ノード２であることを判別して、固定ノード２の通信可能範囲内に移動した時に、
固定ノード２の通信可能範囲内で、固定ノード２の存在を確認し、情報記録部９から該情
報を読み出し、無線通信部７および無線通信部４を介して固定ノード２に情報を伝達する
。
【００３４】
　この後、必要に応じて、中継ノード６は、情報記録部９から、固定ノード２に伝達した
情報を削除する。
【００３５】
　なお、中継ノード６は、固定ノード２の通信可能範囲内で、固定ノード２に伝達すべき
情報の有無を確認し、伝達すべき情報がない場合は、上記処理は行わない。
【００３６】
（実施例２）
　図４は、本発明の無線ネットワークシステムを説明する図で、図４（ａ）は、情報受信
の状態を示し、図４（ｂ）は、情報送信の状態を示す。
【００３７】
　移動体たる自動車１０は、中継ノード６１を搭載しており、道路１００上を時速６０ｋ
ｍにて走行する。自動車１０が、電柱２０に設置された固定ノード１１の通信範囲（図中
の点線で示す範囲で、電柱を中心とした、半径１ｋｍの範囲）に入った時、中継ノード６
１と固定ノード１１は通信を開始し、自動車１０が通信範囲を出るまでに通信を完了する
。このとき、中継ノード６１は、固定ノード１１から送信先が固定ノード２１であるとい
う送信先情報を受信している。
【００３８】
　続いて、自動車１０は道路１００上を走行し続け、マンション３０に設置された固定ノ
ード２１の通信可能範囲（図中の点線で示す範囲で、マンション３０を中心とした半径１
ｋｍの範囲）に入る。ここで、自動車１０に搭載された移動ノード６１と固定ノード２１
とが通信を開始し、移動ノード６１は固定ノード１１から受信した情報が固定ノード２１
に送信すべき情報であることを判別して、固定ノード２１に送信する。なお、前記送信は
自動車１０が固定ノード２１の通信可能範囲を脱する前に完了する。
【００３９】
（実施例３）
　図５は、本発明の無線ネットワークシステムを説明する図で、図５（ａ）は、情報受信
の状態を示し、図５（ｂ）は、情報送信の状態を示す。
【００４０】
　移動体たる電車４０は、中継ノード６２を搭載しており、線路２００上を時速１００ｋ
ｍにて走行する。電車４０が、電柱８０に設置された固定ノード１２の通信範囲（図中の
点線で示す範囲で、電柱を中心とした、半径１ｋｍの範囲）に入った時、中継ノード６２
と固定ノード１２は通信を開始し、電車４０が通信範囲を出るまでに通信を完了する。こ
のとき、中継ノード６２は、固定ノード１２から送信先が固定ノード２２であるという送
信先情報を受信している。
【００４１】
　続いて、電車４０は線路２００上を走行し続け、トンネル３００内を通過して、電柱９
０に設置された固定ノード２２の通信可能範囲（図中の点線で示す範囲で、電柱９０を中
心とした半径１ｋｍの範囲）に入る。ここで、電車４０に搭載された移動ノード６２と、
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固定ノード２２に送信すべき情報であることを判別して、固定ノード２２に送信する。な
お、前記通信は電車４０が固定ノード２２の通信範囲を脱する前に完了する。
【００４２】
　以上、実施例を用いて、この発明の実施の形態を説明したが、この発明は、これらの実
施例に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更があっても本
発明に含まれる。すなわち、当業者であれば、当然なしえるであろう各種変形、修正もま
た本発明に含まれることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の無線ネットワークシステムの基本構成を説明する図。
【図２】本発明の固定ノードから中継ノードへの情報伝達を説明する図。
【図３】本発明の中継ノードから固定ノードへの情報伝達を説明する図。
【図４】本発明の無線ネットワークシステムを説明する図で、図４（ａ）は情報受信の状
態、図４（ｂ）は情報送信の状態を示す。
【図５】本発明の無線ネットワークシステムを説明する図で、図５（ａ）は情報受信の状
態、図５（ｂ）は情報送信の状態を示す。
【図６】従来の無線ネットワークシステムの説明図。
【符号の説明】
【００４４】
１、２、１１、１２、２１、２２　固定ノード
３、４、７　無線通信部
５　移動体
６、６ａ、６ｂ、６ｃ、６１、６２　中継ノード
８　情報伝達部
９　情報記録部
１０　自動車
４０　電車
２０、８０、９０　電柱
３０　マンション
１００　道路
２００　線路
３００　トンネル
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