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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　センサーネットワークのための基幹ネットワークを制御する装置において、
　ユーザから入力されたセンサーノードに対するサービス要請を当該サービス要請の類型
別に解析し、該解析された要請についてのルーティング情報を含むセッションを生成する
コンテキスト解析部と、
　前記基幹ネットワークに登録されたセンサーノード情報及び前記登録されたセンサーノ
ードについてのルーティング情報を保存し、前記サービス要請の受信に応じて、前記コン
テキスト解析部に前記サービス要請に対応するルーティング情報を提供するセンサーノー
ド登録部と、
　前記ルーティング情報を用いて、前記サービス要請を前記登録されたセンサーノードに
送信し、前記登録されたセンサーノードから前記サービス要請に対する応答メッセージを
受信するゲートウェイと、
　前記生成されたセッションを通じて前記コンテキスト解析部から受信したサービス要請
を前記ゲートウェイに送信し、前記ゲートウェイから受信した前記応答メッセージを前記
ユーザに提供するメッセージ処理部と、
　前記基幹ネットワークにアクセス可能なセンサーノードについての情報をあらかじめ保
存するセンサーノード認証部とを含み、
　前記センサーノード登録部は、
　前記センサーノードが登録のために前記基幹ネットワークにアクセスする場合、前記セ
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ンサーノード認証部に前記センサーノードのアクセス権限を照会することによって、登録
の要否を決定し、
　基幹ネットワーク識別子を有さない前記センサーノードが登録のために前記基幹ネット
ワークにアクセスする場合、前記センサーノードの固有識別子を含む基幹ネットワークに
対する認証要請を前記ゲートウェイを通じて受信し、前記センサーノードと前記ゲートウ
ェイとの関係情報を保存した後、前記固有識別子を前記センサーノード認証部に照会する
ことによって、前記固有識別子が、前記センサーノード認証部に存在するか否かを判断し
、
　前記固有識別子が、前記センサーノード認証部に存在する場合、前記センサーノードに
基幹ネットワーク識別子を付与し、前記基幹ネットワーク識別子と前記関係情報とをマッ
ピングさせて保存することによって、前記センサーノードを登録し、
　前記付与された基幹ネットワーク識別子を前記ゲートウェイを通じて前記センサーノー
ドに送信するように構成され、
　前記基幹ネットワーク識別子は、センサノード認証部が前記センサーノードの前記固有
識別子を用いて前記センサーノードを認証した場合に、前記センサーノードに付与される
　装置。
【請求項２】
　前記ユーザの登録情報及び権限情報を保存し、前記ユーザのサービス要請の受信に応じ
て、前記ユーザに対する認証結果を前記コンテキスト解析部に送信するユーザ認証部をさ
らに含む請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記権限情報は、前記ユーザの前記センサーノードに対するアクセス可否、及びサービ
ス利用に対する課金ポリシーを含み、
　前記要請されたサービスに対するセッションが終了する場合、
　前記メッセージ処理部は、前記セッションの終了を前記ゲートウェイに通知することに
よって、前記ゲートウェイにデータ受信を中断させ、
　前記メッセージ処理部は、前記セッションの終了を前記ユーザ認証部に通知することに
よって、前記ユーザ認証部に前記課金ポリシーに従ってサービス使用に対する料金を決定
させ、
　前記コンテキスト解析部は、前記決定された料金を前記ユーザに提供することを特徴と
する請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記サービス要請の対象を表わす別称と、前記別称に対応する少なくとも１つ以上のゲ
ートウェイの情報とをマッピングさせて保存する別称解析部をさらに含み、
　前記サービス要請が、前記別称を含む場合、前記コンテキスト解析部は、前記別称解析
部に前記別称を照会することによって、前記別称解析部から当該別称に対応するゲートウ
ェイ情報を受信することを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記センサーノード登録部は、
　センサーノードを初回認可する場合、前記認可しようとするセンサーノードのサービス
類型及びサービス力量についての情報を保存し、
　前記センサーノードに付与された基幹ネットワーク識別子と前記センサーノードが接続
されるゲートウェイの情報とをマッピングさせて保存することによって、前記コンテキス
ト解析部に前記サービス要請に対応するルーティング情報を提供することを特徴とする請
求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記基幹ネットワーク内に含まれる構成要素間の接続を保持するようにネットワーク設
定を管理する基幹ネットワーク設定部をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の装
置。
【請求項７】
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　前記サービス要請は、即時要請、周期的要請、及びイベントドリブン要請のうち少なく
とも１つであることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　複数のゲートウェイが前記基幹ネットワークに接続され、前記接続されたゲートウェイ
を通じてそれぞれ１つ以上のセンサーノードを含む固有のセンサーネットワークが形成さ
れることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　センサーノードが１つのセンサーネットワークから他のセンサーネットワークに移動す
る場合、前記センサーノード登録部は、前記センサーノードの移動に伴って変更されたゲ
ートウェイ情報を更新することを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記センサーノードの移動に伴って変更されたゲートウェイが、前記センサーノード登
録部にセッション情報の伝達を要請し、
　前記要請に応じて前記センサーノード登録部は、移動後のゲートウェイに前記セッショ
ン情報を送信することを特徴とする請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記ゲートウェイは、前記基幹ネットワークについての情報及びゲートウェイの識別情
報をブロードキャストし、前記ブロードキャストされた情報を受信したセンサーノードか
ら登録要請を受信することを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記ゲートウェイは、Ｕｂｉｑｕｉｔｏｕｓ Ｓｅｎｓｏｒ Ｎｅｔｗｏｒｋ規格による
ＰＡＮコーディネーターとして構成されることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
　センサーネットワークのための基幹ネットワークを制御する方法において、
　基幹ネットワーク識別子を持たないセンサーノードの固有識別子を含む基幹ネットワー
クに対する初回認可要請をゲートウェイから受信し、前記センサーノードと前記ゲートウ
ェイとの関係情報を保存するステップと、
　あらかじめ構築されたセンサーノード認証部に前記固有識別子を照会することによって
、前記固有識別子が、前記センサーノード認証部に存在するか否かを検査するステップと
、
　前記検査結果によって、前記固有識別子が、前記センサーノード認証部に存在する場合
、前記センサーノードに前記基幹ネットワーク識別子を付与するステップと、
　前記基幹ネットワーク識別子を前記センサーノードと前記ゲートウェイとの関係情報に
マッピングさせ、該マッピングされた前記基幹ネットワーク識別子と前記関係情報とを保
存して、前記センサーノードを登録するステップと、
　前記基幹ネットワーク識別子を含む認可メッセージを前記ゲートウェイに送信するステ
ップとを含み、
　前記基幹ネットワーク識別子は、センサノード認証部が、前記センサーノードの前記固
有識別子を用いて前記センサーノードを認証した場合に、前記センサーノードに付与され
、
　前記センサーノードの前記固有識別子は、製造工程で割り当てられる識別子である
　方法。
【請求項１４】
　前記基幹ネットワーク識別子を有する前記センサーノードの前記基幹ネットワークに対
する登録要請を前記ゲートウェイを介して受信し、前記センサーノードと前記ゲートウェ
イとの関係情報を保存することにより、前記センサーノードを登録するステップと、
　登録承認メッセージを前記ゲートウェイに送信するステップと、
　を含む請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記センサーノードが移動して通信するゲートウェイが変更された場合、前記基幹ネッ
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トワーク識別子のある センサーノードの前記基幹ネットワーク識別子を含む基幹ネット
ワーク登録要請を移動後のゲートウェイから受信し、前記センサーノードと移動前のゲー
トウェイとの関係情報を確認し、前記移動前のゲートウェイに前記センサーノードの登録
情報更新要請を送信するステップと、
　前記センサーノードのセッション情報を前記移動前のゲートウェイから受信し、前記セ
ンサーノードと前記移動後のゲートウェイとの関係情報を保存することにより、前記セン
サーノードを登録するステップと、
　登録承認メッセージと前記センサーノードのセッション情報を前記移動後に変更された
ゲートウェイに送信するステップと、
　を含む請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　センサーネットワークのための基幹ネットワークを制御する方法において、
　センサーノードの固有識別子及びセンサーノード識別子を含む基幹ネットワークに対す
る初回認可要請を、基幹ネットワーク識別子のない前記センサーノードから受信し、前記
固有識別子を含む前記基幹ネットワークに対する初回認可要請をセンサーノード登録部に
送信するステップと、
　前記基幹ネットワーク識別子を含む認可メッセージを前記センサーノード登録部から受
信し、前記センサーノードのセンサーネットワーク情報、前記センサーノード識別子、及
び前記基幹ネットワーク識別子情報を保存し、前記基幹ネットワーク識別子を含む前記認
可メッセージを前記センサーノードに送信するステップと、を含み、
　前記基幹ネットワーク識別子は、センサーノード認証部が前記固有識別子を用いてアク
セス権限を認証した前記センサーノードに対して付与され、
　前記センサーノードの前記固有識別子は、製造工程で割り当てられる識別子であること
を特徴とする方法。
【請求項１７】
　前記基幹ネットワーク識別子及び前記センサーノード識別子を含む前記基幹ネットワー
クに対する登録要請を、前記基幹ネットワーク識別子のある前記センサーノードから受信
し、前記基幹ネットワーク識別子と前記センサーノード識別子とをマッピングさせて保存
し、前記基幹ネットワーク登録要請を前記センサーノード登録部に送信するステップと、
　登録承認メッセージを前記センサーノード登録部から受信し、前記センサーノードのセ
ンサーネットワーク情報、前記センサーノード識別子、及び前記基幹ネットワーク識別子
情報を保存し、前記登録承認メッセージを前記センサーノードに送信するステップと、
　を含む請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記センサーノードが移動して、当該センサーノードと通信するゲートウェイが移動前
のゲートウェイから移動後のゲートウェイに変更された場合、前記移動前のゲートウェイ
が、前記基幹ネットワーク識別子及び前記センサーノード識別子を含む前記基幹ネットワ
ークに対する登録要請を、前記基幹ネットワーク識別子のある前記センサーノードから受
信し、前記基幹ネットワーク識別子と前記センサーノード識別子とをマッピングさせて保
存し、前記基幹ネットワーク登録要請を前記センサーノード登録部に送信するステップと
、
　前記移動前のゲートウェイが登録承認メッセージと前記センサーノードのセッション情
報を前記センサーノード登録部から受信し、前記センサーノードのセンサーネットワーク
情報、前記センサーノード識別子、及び前記基幹ネットワーク識別子情報を保存し、前記
登録承認メッセージを前記センサーノードに送信するステップと、
　を含む請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記センサーノードが移動して、当該センサーノードと通信するゲートウェイが変更さ
れた場合、前記移動後のゲートウェイが、前記センサーノード登録部から前記センサーノ
ードの情報更新要請を受信し、前記センサーノードのセッション情報を前記センサーノー
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ド登録部に送信し、前記センサーノードの情報を削除するステップを含む請求項１６に記
載の方法。
【請求項２０】
　センサーネットワークのための基幹ネットワークを制御する方法において、
　センサーノードの基幹ネットワーク識別子有無を判断するステップと、
　前記基幹ネットワーク識別子がない場合、前記センサーノードの固有識別子及びセンサ
ーノード識別子を含む基幹ネットワークに対する初回認可要請をゲートウェイに送信する
ステップと、
　前記基幹ネットワーク識別子を含む認可メッセージを前記ゲートウェイから受信するス
テップと、を含み、
　前記基幹ネットワーク識別子は、センサーノード認証部が前記固有識別子を用いてアク
セス権限を認証した前記センサーノードに対して付与され、
　前記センサーノードの前記固有識別子は、製造工程で割り当てられる識別子であること
を特徴とする方法。
【請求項２１】
　前記基幹ネットワーク識別子の有無を判断する以前に、前記ゲートウェイから無線標識
信号を受信するステップと、
　前記センサーノードの固有識別子を含む関係形成要請メッセージを前記ゲートウェイに
送信するステップと、
　前記センサーノード識別子を含む関係形成承認メッセージを前記ゲートウェイから受信
するステップと、をさらに含み、
　前記センサーノード識別子は、前記ゲートウェイが前記センサーノードを他のセンサー
ノードと識別するために付与することを特徴とする請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記基幹ネットワーク識別子がある場合、 前記基幹ネットワーク識別子及び前記セン
サーノード識別子を含む前記基幹ネットワークに対する登録要請を前記ゲートウェイに送
信するステップと、
　登録承認メッセージを前記ゲートウェイから受信するステップと、
　を含む請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記センサーノードが移動して、当該センサーノードと通信するゲートウェイが変更さ
れた場合、前記基幹ネットワーク識別子及び前記センサーノード識別子を含む前記基幹ネ
ットワークに対する登録要請を、前記移動後のゲートウェイに送信するステップと、
　登録承認メッセージを前記移動後のゲートウェイから受信するステップと、
　を含む請求項２０に記載の方法。
【請求項２４】
　請求項１３ないし請求項２３のうち何れか一項の方法をコンピュータで実行させるため
のプログラムを記録したコンピュータで読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、センサーネットワークのための基幹ネットワークを制御する装置に係り、特
に、広域移動性を支援するセンサーネットワークのためのインフラ構造と、そのインフラ
構造を構成する制御装置とに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、無線通信が急速に発展するにつれて、より少ない電力を消耗し、より少ないコス
トで生産が可能であり、かつそのサイズも小さなスマートセンサーノード（ｓｍａｒｔ　
ｓｅｎｓｏｒｎｏｄｅ）が実現されている。このようなセンサーノードは、周囲の多様な
環境要素の測定に活用されている。複数のセンサーノードにより、人間の支援なしに自己
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構成能力（ｓｅｌｆ－ｏｒｇａｎｉｚｉｎｇ　ａｂｉｌｉｔｙ）を有する無線センサーネ
ットワーク（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｎｅｔｗｏｒｋ、ＷＳＮ）が構築されう
る。したがって、多数のセンサーノードは、任意に（ｒａｎｄｏｍｌｙ）飛行機またはヘ
リコプターから投擲されて配置されても、それぞれが保有した無線通信手段により無線セ
ンサーネットワークを構築しうる。
【０００３】
　無線センサーネットワークを成すそれぞれのセンサーノードは、装着されたセンサーを
通じてセンシング情報を獲得し、シンク（ｓｉｎｋ）ノードまたはゲートウェイ（ｇａｔ
ｅｗａｙ）を通じてコアネットワーク（ｃｏｒｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）に伝達する。これに
よって、当該センサノードは、防災システム、位置基盤サービスなど多様なアプリケーシ
ョンに応用されうる。ここで、コアネットワークは、基幹ネットワーク（ｂａｃｋｂｏｎ
ｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）またはインターネットネットワークだけではなく、センサーネット
ワークサービスに特化したインフラ及びネットワークを含む。
【０００４】
　一般的に、センサーノードは、予め入力された固定的な識別子またはＰＡＮ（Ｐｅｒｓ
ｏｎａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）コーディネーター（ｃｏｏｒｄｉｎａｔｏｒ）か
ら割り当てられた識別子によって識別される。このような単純かつ静的な識別方法は、ユ
ーザ端末またはアプリケーションサーバと多様なセンサーノードとの間のインターフェー
スを有したコアネットワーク上で、それぞれのユーザ端末が要請したサービスと、多様な
センサーノードから受信したセンシング情報との識別を困難にする。また、センサーノー
ドの数が急増する場合には、重複した識別子によって誤った情報を提供する恐れがある。
さらに、センサーノード端末機の提供者の多様化を考慮した場合、サービスアクセス権限
が制限されうる。このため、権限による適したサービスの提供に問題が生じ得る。
【０００５】
　このようなセンサーノード、及びセンサーノードが形成するセンサーネットワークの管
理及びサービス制御の観点で、以下で提示される非特許文献には、従来のセンサーネット
ワーク技術は、局部環境でのデータセンシングを通じて環境モニタリングを提供するだけ
である。すなわち、一般的なセンサーネットワーク制御技術は、センサーノードの移動性
支援や多様な形態のセンサーノードとゲートウェイとの間の登録と解除、ハンドオーバー
（ｈａｎｄｏｖｅｒ）、移動履歴管理、トラッキング（ｔｒａｃｋｉｎｇ）技術などのサ
ービスの支援をする構造を有しない。この結果、一般的なセンサーネットワークでは、屋
内及び屋外で位置情報を利用した位置基盤サービス及び移動性支援がなされていない。　
また、センサーネットワークのソフトウェアフレームワークは、センサーネットワークを
含むリアルタイム統合フレームワークを有しない。
【０００６】
　したがって、効率的なセンサーノード管理と、正確かつ柔軟なセンサーネットワークサ
ービス提供のための基幹ネットワーク制御方法が要求される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明が解決しようとする第１の技術的課題は、センサーネットワークを制御する技術
が局部環境のネットワーク形成に集中することに鑑みて、基幹ネットワークの観点で、セ
ンサーノードとゲートウェイとの間の識別と登録、及び機能制御が統合的に管理されてい
ない制限を克服し、これにより、センサーノードの広域移動性が局部的な範囲に制限され
る問題点を解決することである。
【０００８】
　本発明が解決しようとする第２の技術的課題は、認証されていないセンサーノードのア
クセスから基幹ネットワークを保護するためのセンサーネットワークの制御方法を提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　前記第１の技術的課題を解決するために、本発明の一実施形態によるセンサーネットワ
ークのための基幹ネットワークを制御する装置は、ユーザから入力されたセンサーノード
（ｓｅｎｓｏｒｎｏｄｅ）に対するサービス要請を当該サービス要請の類型別に解析し、
該解析された要請についてのルーティング（ｒｏｕｔｉｎｇ）情報を含むセッション（ｓ
ｅｓｓｉｏｎ）を生成するコンテキスト（ｃｏｎｔｅｘｔ）解析部と、前記基幹ネットワ
ークに登録されたセンサーノード情報及び前記登録されたセンサーノードについてのルー
ティング情報を保存し、前記サービス要請の受信に応じて、前記コンテキスト解析部に前
記サービス要請に対応するルーティング情報を提供するセンサーノード登録部と、前記ル
ーティング情報を用いて、前記サービス要請を前記登録されたセンサーノードに伝達し、
前記登録されたセンサーノードから前記サービス要請に対する応答メッセージを受信する
ゲートウェイと、前記生成されたセッションを通じて前記コンテキスト解析部から受信し
たサービス要請を前記ゲートウェイに伝達し、前記ゲートウェイから受信した前記応答メ
ッセージを前記ユーザに提供するメッセージ処理部と、　前記基幹ネットワークにアクセ
ス可能なセンサーノードについての情報をあらかじめ保存するセンサーノード認証部とを
含み、前記センサーノード登録部は、前記センサーノードが登録のために前記基幹ネット
ワークにアクセスする場合、前記センサーノード認証部に前記センサーノードのアクセス
権限を照会することによって、登録の要否を決定し、基幹ネットワーク識別子を有さない
前記センサーノードが登録のために前記基幹ネットワークにアクセスする場合、前記セン
サーノードの固有識別子を含む基幹ネットワークに対する認証要請を前記ゲートウェイを
通じて受信し、前記センサーノードと前記ゲートウェイとの関係情報を保存した後、前記
固有識別子を前記センサーノード認証部に照会することによって、前記固有識別子が、前
記センサーノード認証部に存在するか否かを判断し、前記固有識別子が、前記センサーノ
ード認証部に存在する場合、前記センサーノードに基幹ネットワーク識別子を付与し、前
記基幹ネットワーク識別子と前記関係情報とをマッピングさせて保存することによって、
前記センサーノードを登録し、前記付与された基幹ネットワーク識別子を前記ゲートウェ
イを通じて前記センサーノードに送信するように構成され、前記基幹ネットワーク識別子
は、センサノード認証部が前記センサーノードの前記固有識別子を用いて前記センサーノ
ードを認証した場合に、前記センサーノードに付与される。
【００１０】
　前記したセンサーネットワークのための基幹ネットワークを制御する装置は、前記ユー
ザについての登録情報及び権限情報を保存し、前記ユーザからのサービス要請の受信に応
じて、前記ユーザに対する認証結果を前記コンテキスト解析部に伝達するユーザ認証部を
さらに含む。
【００１１】
　また、前記したセンサーネットワークのための基幹ネットワークを制御する装置は、前
記サービス要請の対象を表わす別称（ａｌｉａｓ）と、前記別称に対応する少なくとも１
つ以上のゲートウェイの情報とをマッピング（ｍａｐｐｉｎｇ）させて保存する別称解析
部をさらに含み、前記サービス要請が、前記別称を含む場合、前記コンテキスト解析部は
、前記別称解析部に前記別称を照会することによって、前記別称解析部から前記別称に対
応するゲートウェイ情報を受信する。
【００１３】
　また、前記したセンサーネットワークのための基幹ネットワークを制御する装置は、前
記基幹ネットワーク内に含まれる構成要素間の接続を保持するようにネットワーク設定を
管理する基幹ネットワーク設定部をさらに含む。
【００１４】
　前記第２の技術的課題を解決するために、センサーネットワークのための基幹ネットワ
ークを制御する方法において、基幹ネットワーク識別子を持たないセンサーノードの固有
識別子を含む基幹ネットワークに対する認証要請をゲートウェイから受信し、前記センサ
ーノードと前記ゲートウェイとの関係情報を保存するステップと、あらかじめ構築された
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センサーノード認証部に前記固有識別子を照会することによって、前記固有識別子が、前
記センサーノード認証部に存在するか否かを検査するステップと、前記検査結果によって
、前記固有識別子が、前記センサーノード認証部に存在する場合、前記センサーノードに
前記基幹ネットワーク識別子を付与するステップと、前記基幹ネットワーク識別子を前記
センサーノードと前記ゲートウェイとの関係情報にマッピングさせ、該マッピングされた
前記期間ネットワーク識別子と前記関係情報とを保存して、前記センサーノードを登録す
るステップと、認証許可メッセージと前記基幹ネットワーク識別子とを前記ゲートウェイ
に送信するステップと、を含み、前記基幹ネットワーク識別子は、センサノード認証部が
、前記センサーノードの前記固有識別子を用いて前記センサーノードを認証した場合に、
前記センサーノードに付与され、前記センサーノードの前記固有識別子は、製造工程で割
り当てられる識別子である方法を提供する。
 
【００１５】
　前記センサーネットワークのための基幹ネットワークを制御する装置のそれぞれの構成
要素を制御する方法をコンピュータで実行させるためのプログラムを記録したコンピュー
タで読み取り可能な記録媒体を提供する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の実施形態によれば、センサーネットワークのための基幹ネットワークが、セン
サーノードとゲートウェイとの間の識別と登録とを統合的に管理しうる。これによって多
数のセンサーノードが、それぞれ異種のセンサーネットワークに属しているか、あるいは
センサーノードの広域移動がなされる状況下でも、センサーノードの広域移動性が制限な
しに基幹ネットワークにおいて制御／管理されうる。また、センサーノードの認証手続き
を通じて認証されていないセンサーノードのアクセスから基幹ネットワークが保護されう
る。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施形態が具現される環境内で本発明の一実施形態によるセンサーネッ
トワークのための基幹ネットワークを制御するインフラ構造を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態によるセンサーネットワークのための基幹ネットワークを制
御する装置を示すブロック図である。
【図３】図２における基幹ネットワークを制御するインフラ構造下でセンサーノードを最
初に認可（ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ）する過程を例示した図である。
【図３Ａ】本発明の実施形態によるセンサーノードの初回認可及び登録手続きを例示した
図である。
【図３Ｂ】センサーノード登録部を中心に図３Ａの初回認可及び登録手続きを具体的に示
すフローチャートである。
【図３Ｃ】ゲートウェイを中心に図３Ａの初回認可及び登録手続きを具体的に示すフロー
チャートである。
【図３Ｄ】センサーノードを中心に図３Ａの初回認可及び登録手続きを具体的に示すフロ
ーチャートである。
【図４】図２における基幹ネットワークを制御するインフラ構造下でセンサーノードを登
録（ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ）する過程を例示した図である。
【図４Ａ】本発明の他の実施形態によるセンサーノードの登録手続きを例示した図である
。
【図５】図２における基幹ネットワークを制御するインフラ構造下でサービス提供中のセ
ンサーノードの移動によって新たなゲートウェイＩ－ＧＷにセッション情報が伝達される
過程を例示した図である。
【図５Ａ】図２における基幹ネットワークを制御するインフラ構造下でサービス中である
センサーノードの移動によって新たなゲートウェイＩ－ＧＷとの関係でセンサーノードの
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登録がなされ、新たなゲートウェイにセッション情報が伝達される過程を例示した図であ
る。
【図６】図２における基幹ネットワークを制御するインフラ構造下でユーザのサービス要
請が行われる一連の過程を例示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の一実施形態によるセンサーネットワークのための基幹ネットワークを制御する
装置は、ユーザから入力されたセンサーノードに対するサービス要請を当該サービス要請
の類型別に解析し、該解析された要請についてのルーティング情報を含むセッションを生
成するコンテキスト解析部と、前記基幹ネットワークに登録されたセンサーノード情報及
び前記登録されたセンサーノードについてのルーティング情報を保存し、前記サービス要
請の受信に応じて、前記コンテキスト解析部に前記サービス要請に対応するルーティング
情報を提供するセンサーノード登録部と、前記ルーティング情報を用いて、前記サービス
要請を前記登録されたセンサーノードに伝達し、前記登録されたセンサーノードから前記
サービス要請に対する応答メッセージを受信するゲートウェイと、前記生成されたセッシ
ョンを通じて前記コンテキスト解析部から受信したサービス要請を前記ゲートウェイに伝
達し、前記ゲートウェイから受信した前記応答メッセージを前記ユーザに提供するメッセ
ージ処理部と、を含む。
【００１９】
　以下、望ましい実施形態を挙げて本発明をさらに詳細に説明する。
【００２０】
　本発明の実施形態を説明するのに先立って、まず、本発明の実施形態が具現されるセン
サーネットワーク環境の特徴から導出される本発明の基本的なアイディアを提示する。
【００２１】
　前述したように、従来のセンサーネットワークは、センサーノードの広域移動性を支援
しながら、ユーザ応用と連動するセンサーネットワークに対するインフラ構造（ｉｎｆｒ
ａ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）を提供することができなかった。したがって、後述する本発明
の実施形態が提示するセンサーネットワークのインフラ構造では、センサーノードの移動
性支援のために、多様なセンサーノードとゲートウェイとの間の登録と解除、ハンドオー
バー、移動履歴管理、トラッキング技術及び安全性、そして、移動性支援インフラとゲー
トウェイとの間、ゲートウェイとセンサーネットワークとの間の通信プロトコルを提供し
なければならない。また、位置支援サービスのための精巧な位置支援コード及び位置基盤
サービス（Ｌｏｃａｔｉｏｎ－Ｂａｓｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ、ＬＢＳ）を支援するインフ
ラ構造が必要である。
【００２２】
　したがって、センサーノードの移動性が高まる時点で、本発明のセンサーネットワーク
のためのインフラ構造の開発、実行及び運用を容易にすることによって、多様な形式のセ
ンサーノード及びリレー、センサーネットワークの接続を可能にするゲートウェイの開発
及びセンサーノードの位置情報取得及びノードの移動性を支援するインフラ、及びユーザ
サービスを提供することができる統合インフラ構造を提示する。
【００２３】
　このために、以下で提示される本発明の実施形態は、センサーネットワークのための基
幹ネットワーク制御システムの構成要素及びインフラ構造を定義する。特に、基幹ネット
ワーク制御システムは、センサーネットワークの広域移動性を保証するための統合された
インフラ構造を採択しており、基幹ネットワークの位置基盤サービス技術、センサーノー
ドの広域移動性支援技術、センシング情報の保存及び管理技術、センシング情報の収集及
び伝達技術が含まれる。
【００２４】
　以下、添付した図面を参照しながら、本発明の多様な実施形態をより具体的に説明する
。図面の構成要素に参照番号を付与するに当って、同じ構成要素に対しては、同じ参照番



(10) JP 5977818 B2 2016.8.24

10

20

30

40

50

号を付与し、一の図面についての説明時に、必要に応じて、他の図面の構成要素を引用す
る。
【００２５】
　図１は、本発明の実施形態が具現される環境内で本発明の一実施形態によるセンサーネ
ットワークのための基幹ネットワークを制御するインフラ構造を示す図である。全体統合
システムは、ユーザ１０、インフラ構造の基幹ネットワーク２０及び個別センサーネット
ワーク３０で構成される。
【００２６】
　ユーザ１０は、インフラ構造の基幹ネットワーク２０を通じてセンサーネットワーク３
０内のセンサーノードにサービス要請を送信し、当該サービス要請に対する処理結果ない
しセンシング結果を受信し得る。前述した解決しようとする課題を果たすための前提及び
細部機能は、次の通りである。
【００２７】
　ユーザ１０は、基幹ネットワーク２０と通信することができるプロトコルないしインタ
ーフェースを有する。ユーザ１０は、このようなプロトコルないしインターフェースを通
じて、センサーノードへサービス要請を生成して送信することができる。この際、ユーザ
のサービス要請は、多様な類型に分類される。例えば、ユーザのサービス要請は、即時（
ｏｎ－ｄｅｍａｎｄ）要請、周期的（ｐｅｒｉｏｄｉｃ）要請、及びイベント基盤（ｅｖ
ｅｎｔ－ｄｒｉｖｅｎ）要請のうち少なくとも１つであり得る。当業者であれば、以上で
例示された類型のサービス要請以外に多様な類型のサービス要請が活用されうることを理
解できるだろう。
【００２８】
　それだけではなく、センサーネットワークの広域移動性を効果的に支援するために、本
発明の実施形態では、センサーネットワークに任意の別称を名付けることができる。この
ような別称は、地域ないし所属したグループを表わしうる。少なくとも１つ以上のセンサ
ーネットワークまたはセンサーノードが1つの別称で命名され得る。ユーザは、このよう
な別称を用いて、センサーノード集合（例えば、‘センサーグループ　＃１７’）又は特
定名称（例えば、‘高麗大学’または‘安岩洞’）を用いてサービスを要請することがで
きる。
【００２９】
　さらに、ユーザは、サービス要請時に、サービス結果の履歴（ｈｉｓｔｏｒｙ）の保存
をするように要請するか、サービス要請についての課金情報を確認することができる。
【００３０】
　センサーネットワーク３０は、固有の識別子を有するセンサーノードの集合を意味する
。図１では、ＵＳＮ（Ｕｂｉｑｕｉｔｏｕｓ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を例示と
したが、本発明の実施形態では、このようなセンサーネットワーク３０を構成して具現す
るに当って、ＵＳＮ規格だけではなく、多様な有／無線センサーに基づいたネットワーク
が活用されうる。
【００３１】
　センサーネットワーク３０を構成するセンサーノードは、それぞれ固有のネットワーク
形成規則によって一群（ｇｒｏｕｐ）のネットワークを形成し、インフラ構造の基幹ネッ
トワーク２０に備えられた通信手段（図１では、Ｉ－ＧＷという名称が付与された装置で
ある。）と通信できるように、適切なプロトコルと通信インターフェースとを有する。例
えば、センサーネットワーク３０が、ＵＳＮ規格に従うと仮定する時、基幹ネットワーク
２０に備えられた通信手段は、ＰＡＮコーディネーターとして機能する装置になり、両者
は、ＵＳＮ規格で定められている通信プロトコルによって相互通信が可能である。このよ
うなプロトコルを通じて、センサーノードは、基幹ネットワーク２０が生成した基幹ネッ
トワーク識別子を付与され、当該基幹ネットワーク識別子によって、基幹ネットワーク２
０に登録されうる。
【００３２】
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　また、センサーノードは、インフラ構造の基幹ネットワーク２０の要請（より正確には
、ユーザ１０によるサービス要請を意味する。）を行う前に、基幹ネットワーク２０のＩ
－ＧＷを通じて初回認可（ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ）を受けなければならない。ここで
、認可とは、基幹ネットワークがセンサーネットワーク内のセンサーノードを認識する前
に最初に当該センサーノードを当該基幹ネットワークに登録する過程を意味する。このよ
うな初回認可時に、センサーノードの一般的な情報（例えば、サービス類型やサービス容
量（ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）等）が、インフラ構造の基幹ネットワーク２０に登録され、
センサーノードは、基幹ネットワーク２０内での基幹ネットワーク識別子並びに基幹ネッ
トワーク及びＩ－ＧＷ情報を受信する。
【００３３】
　一方、センサーノードは、広域移動性を確保するために、移動中（すなわち、独立した
個々のセンサーネットワーク３０間の移動）、Ｉ－ＧＷが変わる度に、新たに基幹ネット
ワーク２０に登録（ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ）手続きを経なければならない。このため
に、センサーノードのセンシング情報には、多様な測位方法によって測定された物理的な
位置を示す値が含まれうる。図１を通じて確認できるように、本実施形態で、複数の通信
手段Ｉ－ＧWが基幹ネットワーク２０に接続されている。このようなセンサーネットワー
ク及び通信手段Ｉ－ＧＷを介してそれぞれ１つ以上のセンサーノードを含む固有の（ｅｘ
ｃｌｕｓｉｖｅ）センサーネットワークが形成される。このような構造下で１つのセンサ
ーネットワークに属するセンサーノードが、他のセンサーネットワークに移動する場合を
仮定する。この場合、初回認可の完了以後なので、登録手続きでは、当該センサーノード
の一般的な情報全体に代えてルーティング情報（当該センサーノードの移動によって変更
されたＩ－ＧＷ情報を意味する）のみが基幹ネットワーク２０に登録及び更新される。
【００３４】
　インフラ構造の基幹ネットワーク２０の構成要素の機能及び構成要素との間のインター
フェースを説明する。基幹ネットワーク２０は、ユーザ１０とセンサーネットワーク３０
とを接続し、センサーノードの広域移動性を支援するための多様な機能を提供する。以下
、図２を参照して基幹ネットワーク２０に含まれるそれぞれの構成要素及び当該構成要素
の提供機能についてより具体的に説明する。
【００３５】
　図２は、本発明の一実施形態によるセンサーネットワークのための基幹ネットワーク２
０を制御する装置を示すブロック図である。説明の便宜上、以下で説明される基幹ネット
ワーク２０内の個々の構成要素について、次のような用語とそれに対応する機能の技術的
表現に対する英文略語とを併記する。括弧内に表記された数字は、図２～図６を通じて一
貫して使われる部材番号を意味する。
－コンテキスト解析部（ｓｍａｒｔ　ｃｏｎｔｅｘｔ　ｉｎｔｅｒｐｒｅｔｅｒ、ＳＣＩ
）／２１
－センサーノード登録部（ｓｅｎｓｏｒ　ｎｏｄｅ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｒｅｇｉｓｔｅ
ｒ、ＳＬＲ）／２２
－ゲートウェイ（ｉｎｆｒａ－ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ　ｇａｔｅｗａｙ、Ｉ－ＧＷ）
／２３
－メッセージ処理部（ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｈａｎｄｌ
ｅｒ、ＡＴＨ）／２４
－ユーザ認証部（ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ　ａｃｃ
ｏｕｎｔｉｎｇ、ＡＡＡ）／２５
－別称解析部（ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｎａｍｅ　ｉｎｔｅｒｐｒｅｔｅｒ、ＬＮＩ）／２６
－センサーノード認証部（ｍａｓｔｅｒ　ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ、ＭＤ）／２７
－基幹ネットワーク設定部（ｉｎｆｒａ－ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉ
ｏｎ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ、Ｉ－ＣＭ）／２８
　また、図２で、それぞれの構成要素間のリンクに付記されたアルファベット小文字は、
両者間の通信のための通信インターフェースを表わす。
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【００３６】
　コンテキスト解析部（ＳＣＩ）２１は、ユーザ１０から入力された（ユーザ１０から受
信した）センサーノードに対するサービス要請を類型別に解析し、該解析された要請につ
いてのルーティング情報を含むセッションを生成させる。このために、コンテキスト解析
部２１は、ユーザ１０のセンサーノードに対するサービス要請がインターフェースｂｕを
通じて入力され、サービス要請に対する遂行結果をユーザ１０に応答する。コンテキスト
解析部２１は、ユーザ１０のサービス要請の生成に応じて、インターフェースｓａを通じ
てユーザ認証部（ＡＡＡ）２５にセンサーノードに対するアクセス権限の有無を照会しう
る。センサーノードに対するアクセス権限が認証されたならば、コンテキスト解析部２１
は、サービス要請類型に応じて、センサーノード登録部（ＳＬＲ）２２からインターフェ
ースｓｒを経由してまたは別称解析部（ＬＮＩ）２６からインターフェースｓｌを経由し
て、センサーノードのルーティング情報を取得しうる。
【００３７】
　コンテキスト解析部２１は、認証されたユーザの要請に対して、当該要請と関連したセ
ンサーノードのルーティング情報を含む、インフラ構造の基幹ネットワーク２０で唯一の
セッションを生成する。該生成されたセッション情報には、ユーザ１０のアドレス、メッ
セージ処理部（ＡＴＨ）２４及びセンサーネットワーク３０を接続するための各構成要素
のアドレス情報が含まれる。当該セッション情報は、さらにサービス要請情報を含んでも
よい。コンテキスト解析部２１は、生成されたセッション情報を保持している間に、これ
をインターフェースｓｔを通じてメッセージ処理部（ＡＴＨ）２４に送信する。
【００３８】
　一方、コンテキスト解析部２１は、サービスが終了する場合、ユーザ認証部（ＡＡＡ）
２５を通じてサービス要請に関する課金結果をユーザ１０に知らせなければならない。ユ
ーザ通知のより具体的な処理過程は、ユーザ認証部（ＡＡＡ）２５の説明の際に併せて説
明する。
【００３９】
　センサーノード登録部（ＳＬＲ）２２は、基幹ネットワーク２０に登録されたセンサー
ノード情報及び登録されたセンサーノードについてのルーティング情報を保存する。ユー
ザ１０からサービス要請が入力された場合、センサーノード登録部は、コンテキスト解析
部（ＳＣＩ）２１にサービス要請に対応するルーティング情報を提供する。本発明の実施
形態では、センサーノード登録部（ＳＬＲ）２２は、センサーノードについての一般的な
情報（例えば、センサーノードのサービス類型及びセンサーの種類の情報等）を保存／管
理しなければならない。コンテキスト解析部（ＳＣＩ）２１から、センサーノードについ
てのルーティング情報を受信した場合、センサノード登録部２２は、当該要請に応答して
ゲートウェイＩ－ＧＷ２３の情報を提供しなければならない。したがって、センサーノー
ド登録部（ＳＬＲ）２２は、センサーノードのルーティング情報を保存し、管理し、及び
修正することができる。
【００４０】
　また、センサーノード登録部（ＳＬＲ）２２は、センサーノードの初回認可をする場合
、認可しようとするセンサーノードのサービス類型及びサービス容量についての情報を保
存する。続いて、センサーノード登録部（ＳＬＲ）２２は、センサーノードに付与された
基幹ネットワーク識別子とセンサーノードが接続されるゲートウェイとをマッピングさせ
て保存することによって、コンテキスト解析器（ＳＣＩ）２１のサービス要請に対応する
ルーティング情報を提供することができる。すなわち、センサーノード登録部（ＳＬＲ）
２２は、ゲートウェイＩ－ＧＷ２３からセンサーノードに対する初回認可要請を受信した
場合、インターフェースｒｍを通じてセンサーノード認証部（ＭＤ）２７との相互作用に
よって、センサーノードの基幹ネットワーク２０アクセス権限を確認し、その結果をイン
ターフェースｒｇを通じてゲートウェイＩ－ＧＷ２３に通知する。
【００４１】
　さらに、センサーノード登録部（ＳＬＲ）２２は、既に初回認可されたセンサーノード
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が登録を要請する場合、該当するルーティング情報を登録ないし更新することができる。
簡略的に紹介したように、この際の登録ないし更新の対象は、センサーノードに関する全
体情報に代えて、ただルーティング情報に限定されることが望ましい。
【００４２】
　ゲートウェイＩ－ＧＷ２３は、このようなルーティング情報を用いてユーザ１０から受
信したサービス要請を基幹ネットワーク１０（より正確には、センサーノード登録部（Ｓ
ＬＲ）２２を意味する）に登録されたセンサーノードに送信し、登録されたセンサーノー
ドからサービス要請に対する応答メッセージを受信する。すなわち、ゲートウェイＩ－Ｇ
Ｗ２３は、基幹ネットワーク２０とセンサーネットワーク３０とを接続する接続手段であ
り、窓口となる。したがって、センサーネットワーク３０が、通常のＵＳＮ規格に従った
ネットワークと仮定するならば、ゲートウェイＩ－ＧＷ２３は、ＰＡＮコーディネーター
の機能を含みうる。このような構造を通じてセンサーノードは、基幹ネットワーク２０と
は無関係にゲートウェイＩ－ＧＷ２３との相互作用を通じて固有のセンサーネットワーク
を形成しうる。
【００４３】
　その機能の類似性によって、このようなゲートウェイＩ－ＧＷ２３は、ＵＳＮ規格によ
るＰＡＮコーディネーターとして実装され得る。しかし、ゲートウェイＩ－ＧＷ２３は、
通常のＰＡＮコーディネーターの機能だけではなく、基幹ネットワーク２０から受信した
要請メッセージをセンサーネットワーク３０に送信し、それに対する応答を再び基幹ネッ
トワーク２０（より正確には、メッセージ処理部（ＡＴＨ）２４を意味する）に送信する
役割を行う。ゲートウェイＩ－ＧＷ２３は、多様な形態のセンサーネットワーク３０を支
援するために複数の通信チャネルを有しうる。
【００４４】
　ゲートウェイＩ－ＧＷ２３は、インターフェースｂｎを通じてセンサーノードの初回認
可を支援することができる。センサーノードの初回認可要請の受信に応じて、ゲートウェ
イＩ－ＧＷ２３は、このような認可要請をセンサーノード登録部（ＳＬＲ）２２に送信す
る。センサーノード登録部（ＳＬＲ）２２を通じて初回認可が成功すれば、センサーノー
ドは、基幹ネットワーク２０とゲートウェイＩ－ＧＷ２３の識別子及び基幹ネットワーク
２０から付与されたセンサーノードの基幹ネットワーク識別子とを取得し得る。
【００４５】
　また、ゲートウェイＩ－ＧＷ２３は、初回認可が完了したセンサーノードに対する登録
を支援することができる。ゲートウェイＩ－ＧＷ２３は、センサーノードから登録要請を
受信した場合、このような登録要請をセンサーノード登録部（ＳＬＲ）２２に伝達する。
このようなセンサーノードの登録を支援するために、ゲートウェイＩ－ＧＷ２３は、基幹
ネットワーク２０及びゲートウェイＩ－ＧＷ２３の識別情報を周期的にブロードキャステ
ィング（ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ）することが望ましい。一旦、初回認可が完了したセ
ンサーノードは、このようなブロードキャスティング信号を通じて移動を感知し、必要に
応じて基幹ネットワーク２０に登録要請を伝送しうる。
【００４６】
　前述したように、複数のゲートウェイＩ－ＧＷ２３は、基幹ネットワーク２０に接続さ
れ、個別ゲートウェイを通じてそれぞれ１つ以上のセンサーノードを含む固有のセンサー
ネットワークが形成されうる。このような構造を通じて、本発明の実施形態は、センサー
ノードに対する広域移動性を保証することができる。
【００４７】
　メッセージ処理部（ＡＴＨ）２４は、コンテキスト解析部（ＳＣＩ）２１を通じて生成
されたセッションを通じてコンテキスト解析器（ＳＣＩ）２１から受信されたサービス要
請をゲートウェイＩ－ＧＷ２３に伝達し、ゲートウェイＩ－ＧＷ２３から受信した応答メ
ッセージをユーザ１０に提供する。この際、受信した応答メッセージは、センサーノード
が収集したセンシング情報及びそれに付加された結果情報を含みうる。メッセージ処理部
（ＡＴＨ）２４は、必要に応じてこれら情報を収集して保存した後、ユーザ１０に提供し
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てもよい。
【００４８】
　このために、メッセージ処理部（ＡＴＨ）２４は、インターフェースｔｇを通じてコン
テキスト解析部（ＳＣＩ）２１から受信したサービス要請をゲートウェイＩ－ＧＷ２３に
送信し、ゲートウェイＩ－ＧＷ２３から受信したセンシング情報を既に生成されて保持さ
れているセッションとインターフェースｂｕとを通じてユーザ１０に伝達する。
【００４９】
　一方、要請されたサービスに対するセッションが終了する場合、メッセージ処理部（Ａ
ＴＨ）２４がセッションの終了をゲートウェイＩ－ＧＷ２３に通知すると、ゲートウェイ
Ｉ－ＧＷ２３はデータセンシング及び受信を停止する。すなわち、不要な電力及び資源消
費が防止されうる。また、メッセージ処理部（ＡＴＨ）２４が、セッションの終了をユー
ザ認証部（ＡＡＡ）２５に通知すると、ユーザ認証部（ＡＡＡ）２５は、あらかじめ設け
られた課金ポリシーに従って、サービス使用に対する料金を決定（ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ
）する。その後、コンテキスト解析部（ＳＣＩ）２１は、決定された料金をユーザ１０に
提供する。サービス使用料金の決定過程については、以下でより詳しく説明する。
【００５０】
　ユーザ認証部（ＡＡＡ）２５は、ユーザ１０についての登録情報及び権限情報を保存す
る。ユーザ１０によるサービス要請が入力された場合、ユーザ認証部２５は、当該ユーザ
１０に対する認証結果をコンテキスト解析部（ＳＣＩ）２１に送信する。ここで、権限情
報は、前記センサーノードに対するアクセス可否情報、及びサービス利用に関する課金ポ
リシーを含みうる。したがって、前述したように、ユーザ１０によって要請されたサービ
スに対する遂行が完了して関連するセッションが終了する場合、メッセージ処理部（ＡＴ
Ｈ）２４がセッションの終了をユーザ認証部（ＡＡＡ）２５に通知することにより、ユー
ザ認証部（ＡＡＡ）２５は、保存された権限情報に含まれた課金ポリシーに従って、サー
ビス使用に対する料金を決定することができる。
【００５１】
　要約すると、ユーザ認証部（ＡＡＡ）２５は、ユーザの登録情報、認証情報、センサー
ノードに対するアクセス可否情報、サービス利用に関する課金ポリシー情報を保存及び管
理するように機能する。したがって、ユーザ認証部（ＡＡＡ）２５は、ユーザ情報を登録
、管理及び解除するために、ユーザの権限についての認証情報を活用し、課金テーブル（
ｔａｂｌｅ）を通じてサービス終了時のサービス使用に対する料金策定の基礎とする。
【００５２】
　センサーノード認証部（ＭＤ）２７は、基幹ネットワーク２０にアクセス可能なセンサ
ーノードについての情報をあらかじめ保存する。このような情報は、センサーノードの提
供者によって予め設定されて保存されることが望ましい。したがって、インフラシステム
管理者は、センサーノード提供者との協約を通じて、インフラ構造の基幹ネットワーク２
０にアクセスすることができるセンサーノードの情報をセンサーノード認証部（ＭＤ）２
７にあらかじめ記録して置く。
【００５３】
　もし、センサーノードが、認可ないし登録のために基幹ネットワーク２０にアクセスす
る場合、センサーノード登録部（ＳＬＲ）２２は、センサーノード認証部（ＭＤ）２７に
当該センサーノードの基幹ネットワーク２０に対するアクセス権限を照会する。次いで、
センサーノード認証部（ＭＤ）２７は、あらかじめ保存されたアクセス権限付与可能なセ
ンサーノードのリストによって当該センサーノードのアクセス可否を検査し、その結果を
センサーノード登録部（ＳＬＲ）２２に応答する。この結果、センサーノード登録部２２
は、センサノードの基幹ネットワーク２０に対するアクセス可否を決定することができる
。
【００５４】
　別称解析部（ＬＮＩ）２６は、ユーザ１０のサービス要請に対する対象を表わす別称と
、このような別称に対応する少なくとも１つ以上のゲートウェイ情報とをマッピングさせ
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て保存する。別称解析部（ＬＮＩ）２６は、特定領域（例えば、‘高麗大学’）や対象（
例えば、‘７０００番バス’または‘イエスコールタクシー’など）に付与された特定別
称を保存及び管理する。別称解析部（ＬＮＩ）２６は、当該別称に対する座標値を保存す
ることができる。この場合、別称は、少なくとも１つ以上の対象に付与され、特定領域に
別称が付与されている場合、別称は、複数個の座標値のグループで構成され得る。
【００５５】
　以上、簡単に紹介したように、サービス要請が別称を含む場合、コンテキスト解析部（
ＳＣＩ）２１は、インターフェースｓｉを通じて別称解析部（ＬＮＩ）２６に当該別称を
照会する。別称解析部（ＬＮＩ）２６は、別称に対応するゲートウェイ情報について別称
解析部２６自身のマッピングテーブル（ｍａｐｐｉｎｇ　ｔａｂｌｅ）を検索することに
よって、それに対応するゲートウェイ情報をコンテキスト解析部（ＳＣＩ）２１に返還し
うる。ここで、返還されるゲートウェイ情報は、少なくとも１つ以上のゲートウェイアド
レスに対するリストでありうる。
【００５６】
　以上で、インフラ構造の基幹ネットワーク２０を構成する構成要素についてそれぞれの
役割と機能とを中心に説明した。このような基幹ネットワーク２０を形成ないし保持する
ためには、基幹ネットワーク２０自体を管理することができる別途の装置が活用されうる
。このような装置は、基幹ネットワーク設定部Ｉ－ＣＭ２８である。
【００５７】
　基幹ネットワーク設定部Ｉ－ＣＭ２８は、基幹ネットワーク２０内に含まれる構成要素
間の接続を保持するようにネットワーク設定を管理する。より具体的に、基幹ネットワー
ク設定部Ｉ－ＣＭ２８は、それぞれの構成要素及び内部設定のためのネットワークアドレ
スを管理し、インターフェースを介して、それぞれの構成要素間の接続を保持する。さら
に、基幹ネットワーク設定部Ｉ－ＣＭ２８は、基幹ネットワーク２０の構成要素及び基幹
ネットワーク２０内部の異常ないし障害を感知することによって、このような非正常な状
態及び構成から自己復旧及び自己設定（ｓｅｌｆ－ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）が可能
でなければならない。例えば、ネットワークの障害によって、各構成要素に対するネット
ワークアドレスの再割り当てがなされた場合、適切なプロトコルないし規則によって、ア
ドレスを再び付与することもでき、障害ないし異常症侯によって、正常なサービス要請及
び提供が難しいと判断される場合、当該アドレス領域を孤立させる必要がある。
【００５８】
　以上で、本発明の実施形態が採択しているセンサーネットワークのためのインフラ構造
及び基幹ネットワーク制御装置の個々の構成要素について説明した。以下、このような基
幹ネットワーク制御装置を用いたセンサーネットワークの広域移動性を保証するための多
様な実施形態を提示する。
【００５９】
　図３は、図２における基幹ネットワークを制御するインフラ構造下でセンサーノードを
最初に認可する過程を例示した図である。
【００６０】
　まず、センサーノード３５は、ゲートウェイＩ－ＧＷ２３に初回認可要請を送信する。
そうすると、ゲートウェイＩ－ＧＷ２３は、このような初回認可要請をセンサーノード登
録部（ＳＬＲ）２２に転送する。センサーノード登録部（ＳＬＲ）２２は、センサーノー
ドの基幹ネットワークに対するアクセス権限の有無を、センサーノード認証部（ＭＤ）２
７に照会する。センサーノード登録部（ＳＬＲ）２２は、照会の結果、センサーノード認
証部（ＭＤ）２７から許可応答メッセージを受信すると、その許可をゲートウェイＩ－Ｇ
Ｗ２３を介してセンサーノード３５に送信する。
【００６１】
　当該過程をより具体的に、図３Ａないし図３Ｄを用いて説明する。
【００６２】
　図３Ａは、本発明の実施形態によるセンサーノードの初回認可及び登録手続きを例示し
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た図である。
【００６３】
　本発明の一実施形態によるセンサーノードの初回認可手続きは、センサーノード３５、
ゲートウェイ２３、センサーノード登録部（ＳＬＲ、ネットワーク登録サーバ）２２、及
びセンサーノード認証部（センサーノード認証情報データベース、Ｍａｓｔｅｒ　Ｄｉｒ
ｅｃｔｏｒｙ（以下、ＭＤ）２７を介して実行され得る。
【００６４】
　センサーノード３５は、基幹ネットワークと通信するためにゲートウェイ２３と関係を
形成し、ゲートウェイ２３からセンサーノード識別子を割り当てられうる。本発明では、
前記手続きを関係成立手続きと言う。
【００６５】
　センサーノードが電源がオンになった時、または移動して新たなセンサーネットワーク
に参与したとき、センサーノードはゲートウェイと関係を形成する。ゲートウェイは、セ
ンサーネットワーク上のセンサーノードに自身の存在を知らせるために、周期的に無線標
識信号（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｐｒｏｂｅ　ｓｉｇｎａｌ）をゲートウェイの周辺に送信す
る。前記無線標識信号は、ビーコン（Ｂｅａｃｏｎ）メッセージであり得る。ビーコンメ
ッセージは、標準で定義されたビーコンだけではなく、センサーノードの初回認可、登録
、ローミングのための基幹ネットワークとの関係成立を行う場合、ゲートウェイの存在を
知らせるための信号を含む。センサーノードは、センサーネットワークに参与するために
、ゲートウェイからビーコンメッセージを受信し、前記ゲートウェイとの関係形成のため
に、前記センサーノードの固有識別子を含む関係形成要請メッセージをゲートウェイに送
信しうる。前記センサーノードの固有識別子は、ＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　ＡｃｃｅｓｓＣｏ
ｎｔｒｏｌ）ＩＤでもよい。前記センサーノードから関係形成要請メッセージを受信した
ゲートウェイは、センサーノードにＰＡＮ（Ｐｅｒｓｏｎｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
）ＩＤとセンサーノード識別子とを割り当て、センサーノードに前記ＰＡＮ　ＩＤとセン
サーノード識別子とを含む関係形成承認メッセージを送信しうる。前記センサーノードが
、関係形成承認メッセージを受信し、ＡＣＫ（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ）メッセージをゲ
ートウェイに送信することによって、ゲートウェイとセンサーノードとの間に関係が成立
する。
【００６６】
　２種の環境下での関係成立に関する本発明の実施形態を説明する。一実施形態は、‘Ｓ
ｔａｒ　Ｔｏｐｏｌｏｇｙ’のセンサーネットワーク環境での関係を成立する実施形態で
ある。Ｓｔａｒ　Ｔｏｐｏｌｏｇｙは、１つのコーディネーターを中心として多数のデバ
イスが１ホップ（Ｈｏｐ）でネットワークを形成する環境を意味する。センサーノードは
、当該ネットワークにアクセスするために、チャネルスキャニングモードで動作する。
【００６７】
　センサーノードは、コーディネーターからビーコンメッセージを受信する場合、スキャ
ンを行う。スキャンが成功すれば、センサーノードは、センサーノードの固有識別子を含
む関係形成要請メッセージをゲートウェイに送信しうる。関係形成要請メッセージを送信
したコーディネーターは、センサーノード識別子を生成し、前記センサーノード識別子を
含む関係形成承認メッセージをセンサーノードに送信しうる。前記関係形成承認メッセー
ジを受信したセンサーノードは、センサーノード識別子を記録媒体に保存し、ＡＣＫをゲ
ートウェイに送信することによって、関係成立手続きを完了させる。前記コーディネータ
ーは、ゲートウェイまたはゲートウェイとインターフェースとを有したシンクノードであ
り得る。コーディネーターは、重複したセンサーノード識別子の割り当てを避けるために
、センサーノードの固有識別子とセンサーノード識別子とをマッピングさせたマッピング
テーブルを参照することにより、既に割り当てられたセンサーノード識別子の存否を確認
することができる。既に割り当てされたセンサーノード識別子が存在しなければ、新たな
センサーノード識別子を生成して、マッピングテーブルに保存し、前記センサーノード識
別子をセンサーノードに送信することにより、センサーノード識別子の重複割り当てが回
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避され得る。センサーノードが、センサーネットワークを移動し、新たなコーディネータ
ーからビーコンメッセージを受信すると、インタラプトが発生する。前記受信したビーコ
ンメッセージ内のコーディネーターアドレスが以前のセンサーノードのコーディネーター
のアドレスとを比較して、異なれば、他のネットワークに接続したと判断し、イベントフ
ラグを設定して保存しうる。そして、前記センサーノードは、新たなセンサーネットワー
クと関係を形成しうる。
【００６８】
　関係成立に関する他の実施形態は、‘Ｓｉｍｐｌｅ　Ｔｒｅｅ（単純ツリー）’または
‘Ｃｌｕｓｔｅｒ　Ｔｒｅｅ（クラスターツリー）’のセンサーネットワーク環境で関係
を成立する形態である。単純ツリーまたはクラスターツリーは、ルーティングが支援され
、１ホップ以上のマルチホップ（Ｍｕｌｔｉ－Ｈｏｐ）アドホック（Ａｄ－Ｈｏｃ）でネ
ットワークを形成する環境を意味する。コーディネーターを中心にネットワークを構成す
る場合、標準のビーコンメッセージは、２ホップまたは３ホップ先にあるセンサーノード
には伝達されない。本発明では、コーディネーターがルーティングメッセージを周期的に
コーディネーター周辺に送信することができる。前記ルーティングメッセージは、本発明
の広い意味でのビーコンメッセージに含まれる。前記ルーティングメッセージを既に関係
が成立した１ホップのセンサーノードが受信すれば、前記ルーティングメッセージのフィ
ールドのうち、ホップに１を加え、自体のセンサーノード識別子を保存し、２ホップのセ
ンサーノードにフォワーディング（転送）することができる。前記センサーノード識別子
が保存され、その後受信したメッセージ内のセンサーノード識別子が前記保存されたセン
サーノード識別子と同じである場合、センサーノードは、受信メッセージを削除すること
によって、ブロードキャストストーム現象を抑制することができる。２ホップのセンサー
ノードが、前記フォワーディングされたルーティングメッセージを受信すれば、前記ルー
ティングメッセージのコーディネーターアドレスが、自身のコーディネーターアドレスと
異なるか、センサーネットワークの信号品質が既存のネットワークの信号品質よりも良い
か、最大ホップ数よりもセンサーノードのホップ数が少ないかを判断して、前記条件を満
足すれば、センサーノードが他のネットワークに移動したと判断することができる。セン
サーノードは、移動したと判断した場合、前記ルーティングメッセージがフォワーディン
グされた１ホップのセンサーノードを経て（ルーティング経路を通じて）、コーディネー
ターにセンサーノードの固有識別子を含む関係形成要請メッセージを送信することができ
る。コーディネーターは、センサーノード識別子を付与し、前記センサーノード識別子を
含む関係形成承認メッセージをルーティング経路を通じて２ホップのセンサーノードに送
信することができる。前記関係形成承認メッセージを受信した２ホップのセンサーノード
は、センサーノード識別子を保存し、ＡＣＫをルーティング経路を通じてコーディネータ
ーに送信しうる。前記ＡＣＫを受信したコーディネーターがノードリストに前記センサー
ノードを追加することによって、関係成立手続きが完了する。
【００６９】
　本発明の一実施形態によるセンサーネットワークの下では、基幹ネットワーク識別子を
有するセンサーノードのみが基幹ネットワークとの通信が可能である。基幹ネットワーク
識別子のないセンサーノード３５は、基幹ネットワーク識別子の付与を受けるために、ゲ
ートウェイ２３を通じて基幹ネットワークに初回認可要請することができる。基幹ネット
ワークは、センサーノード３５の固有識別子を用いて、センサーノード３５の認可の可否
を判断する。固有識別子としてＭＡＣ　ＩＤを利用できる。センサーノード３５は、ＭＡ
ＣＩＤを含む初回認可要請をゲートウェイ２３に送信することができる。ゲートウェイ２
３は、受信したセンサーノードの初回認可要請をセンサーノード登録部２２へ送信するこ
とができる。
【００７０】
　センサーノード登録部（ＳＬＲ）２２は、ホームロケーションレジスタであり得る。セ
ンサーノード登録部２２は、前記初回認可要請を受信したゲートウェイ２３とセンサーノ
ード３５との関係情報を保存し、センサーノードの基幹ネットワークアクセス可否の判断
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のために、センサーノードのＭＡＣ　ＩＤをあらかじめ構築されたＭＤ２７に照会するこ
とができる。ＭＤ２７は、センサーノード登録部２２に内蔵されていてもよく、センサー
ノード登録部２２から分離された別個の装置として構成されてもよい。センサーノード登
録部２２とは別個の装置としてに構成された場合、センサーノード登録部２２は、ＭＤ２
７にセンサーノードのＭＡＣ　ＩＤを含む初回認可要請を送信することができる。ＭＤ２
７は、センサーノードのＭＡＣ　ＩＤに対してセンサーノード提供者がＭＤ２７にあらか
じめ登録したＭＡＣ　ＩＤと比較することにより、センサーノード３５のＭＡＣ　ＩＤの
適合性検査することができる。ＭＤ２７は、適合性検査を通過したセンサーノード３５に
対して基幹ネットワーク識別子を付与し、基幹ネットワーク識別子を含む認可メッセージ
をセンサーノード登録部２２に送信することができる。センサーノード登録部２２は、前
記受信した基幹ネットワーク識別子をあらかじめ保存されたゲートウェイ２３とセンサー
ノード３５との関係情報にマッピングさせる。該マッピングさせた関係情報を保存するこ
とによって、センサーノード３５を登録することができる。 センサーノード登録部２２
は、基幹ネットワーク識別子を含む認可メッセージをゲートウェイ２３に送信することが
できる。
【００７１】
　前記認可メッセージを受信したゲートウェイ２３は、センサーノードのセンサーネット
ワーク情報、センサーノード識別子、及び基幹ネットワーク識別子を保存し、当該基幹ネ
ットワーク識別子を含む認可メッセージをセンサーノードに送信することができる。認可
メッセージを受信したセンサーノード３５は、認可メッセージに対する応答としてＡＣＫ
をゲートウェイ２３に送信することができる。前記のような手続きを通じて基幹ネットワ
ーク識別子を付与されたセンサーノード３５は、基幹ネットワークと通信することができ
る。
【００７２】
　前記図３Ａで、センサーネットワークのためのセンサーノードの初回認可手続きを概略
的に説明した。以下、図３Ｂないし図３Ｄでは、センサーノード、ゲートウェイ、及びセ
ンサーノード登録部でなされる初回認可及び登録手続きの各ステップについて詳しく説明
する。
【００７３】
　図３Ｂは、センサーノード登録部を中心に図３Ａの初回認可及び登録手続きを具体的に
示すフローチャートである。
【００７４】
　３１１ステップは、センサーノード登録部が初回認可要請をゲートウェイから受信し、
センサーノードとゲートウェイとの関係情報を保存するステップである。
【００７５】
　より詳細には、センサーノード登録部は、基幹ネットワークと通信するセンサーノード
についての情報を登録するサーバである。センサノード登録部は、センサーノードについ
ての情報を保存することによりセンサーノードを登録する。センサーノードがセンサーノ
ード登録部に登録されるためには、適合性検査を通じてセンサーノードの基幹ネットワー
クアクセス権限の存在が確認されなければならない。
【００７６】
　センサーノード登録部は、基幹ネットワーク識別子のないセンサーノードの固有識別子
を含む基幹ネットワークに対する初回認可要請をゲートウェイから受信する。センサーノ
ードの固有識別子を用いて適合性検査を行うために、センサーノードの固有識別子が必要
である。また、適合性検査の前に、センサーノード登録部は、センサーノードとゲートウ
ェイとの関係情報を保存する。
【００７７】
　３１２ステップは、固有識別子がセンサーノード認証部に存在するか否かを検査するス
テップである。
【００７８】
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　より詳細には、センサーノード認証部は、センサーノード提供者が基幹ネットワークに
アクセスできるようにあらかじめ登録させたそれぞれのセンサーノードの固有識別子につ
いての情報を保存する。センサーノード認証部は、センサーノード登録部と別個装置とし
て基幹ネットワークに存在するか、センサーノード登録部に内蔵されている。センサーノ
ード登録部は、あらかじめ構築されたセンサーノード認証部に固有識別子を照会すること
によって、固有識別子がセンサーノード認証部に存在するか否かを検査する。
【００７９】
　３１３ステップは、３１２ステップの検査結果に応じて、センサーノードに基幹ネット
ワーク識別子を付与するステップである。
【００８０】
　より詳細には、３１２ステップの検査結果に応じて、センサーノードの固有識別子がセ
ンサーノード認証部に存在する場合、センサーノードに基幹ネットワーク識別子が付与さ
れる。センサーノードの固有識別子がセンサーノード認証部に存在する場合、基幹ネット
ワークは、センサーノードに対し基幹ネットワークへのアクセスを認可し、存在しない場
合には、アクセスを拒否し得る。基幹ネットワークのセンサーノード認証部にセンサーノ
ードの固有識別子がある場合にのみ、センサーノードの基幹ネットワークアクセスを許容
する。これによって、認証されていないセンサーノードの悪意的アクセスを阻み、基幹ネ
ットワークでセンサーネットワークサービス品質を高めうる。また、前記手続きを通じて
センサーノードの効率的な管理が可能である。さらに、センサーノード提供者が基幹ネッ
トワークを利用するためには、センサーノード認証部にあらかじめセンサーノードの固有
識別子を登録しなければならないので、基幹ネットワークは、センサーノード提供者と当
該センサーノードの情報とを用いて、センサーノード提供者の基幹ネットワーク利用に対
して効果的な料金徴収ができる。
【００８１】
　３１４ステップは、付与された基幹ネットワーク識別子をセンサーノードとゲートウェ
イとの関係情報にマッピングさせ、該マッピングさせたセンサーノードとゲートウェイと
の関係情報を保存することにより、センサーノードを登録するステップである。
【００８２】
　より詳細には、３１１ステップで保存したセンサーノードとゲートウェイとの関係情報
に３１３ステップで付与された基幹ネットワーク識別子がマッピングされ、該マッピング
させたセンサーノードとゲートウェイとの関係情報が保存されることにより、センサーノ
ードがセンサーノード登録部に登録される。センサーノード登録部は、認証されたセンサ
ーノードについての情報を当該センサーノードとゲートウェイとの関係情報を通じて保存
することにより、サーバに前記センサーノードを登録する。ネットワーク登録センサーが
、センサーノードに付与された基幹ネットワーク識別子をマッピングさせて保存するので
、登録されたセンサーノードは、新たな初回認可手続きなしに基幹ネットワークと通信す
ることができる。センサーノード登録部は、前記センサーノードの再登録、又はローミン
グが必要な場合、センサーノードの前記登録された情報を用いてセンサーノードの登録と
センサーノードに対するローミングサービスとを提供することができる。
【００８３】
　３１５ステップは、センサーノード登録部が基幹ネットワーク識別子を含む認可メッセ
ージをゲートウェイに送信するステップである。
【００８４】
　より詳細には、センサーノード登録部での初回認可手続きが完了し、センサーノードが
認証された場合、センサーノード登録部は、付与された基幹ネットワーク識別子を含む認
可メッセージをセンサーノードに送信する。前記認可メッセージをセンサーノードに送信
するために、センサーノード登録部は、前記認可メッセージをセンサーノードと接続され
たゲートウェイに送信する。この結果、センサーノード登録部の初回認可手続きが終了す
る。
【００８５】
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　センサーノード登録部は、通信のための通信手段とセンサーノード固有識別子などを保
存、登録することができる登録手段などを備える。通信手段は、無線通信手段、有線通信
手段または通信インターフェースなどで構成され得る。登録手段は、センサーノード登録
部の内部または外部にＲＡＭ、ＲＯＭまたはハードディスクなどを含む多様な記録媒体に
より構成され得る。センサーノード認証部は、センサーノード登録部に内蔵されるか、セ
ンサーノード登録部とは分離した装置として構成され得る。また、センサーノードに対す
る適合性検査のための処理手段が、センサーノード登録部に含まれる。前記処理手段は、
処理器（Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）及び保存空間（Ｍｅｍｏｒｙ）で構成され得る。
【００８６】
　図３Ｃは、ゲートウェイを中心に図３Ａの初回認可及び登録手続きを具体的に示すフロ
ーチャートである。
【００８７】
　３２１ステップは、ゲートウェイがセンサーノードから基幹ネットワークに対する初回
認可要請を受信し、これをセンサーノード登録部に送信するステップである。
【００８８】
　より詳細には、ゲートウェイは、１つのネットワークから他のネットワークに導く入口
（gateway）の役割を担う装置である。ゲートウェイは、ローカルエリアネットワークの
ように、１つのネットワークを他のネットワークと接続する時に使用され得る。各ネット
ワークごとに通信プロトコルが異なり、通信プロトコルが異なるネットワーク間での直接
通信は困難である。ゲートウェイは、通信プロトコルが異なるネットワーク間での通信を
可能にするコーディネーター（仲介者）の役割を果たす。ゲートウェイは、通信しようと
する他のゲートウェイでデータを利用できるように、受信したデータを再構成して修正す
る役割を果たす。
【００８９】
　ゲートウェイは、センサーノードの固有識別子及びセンサーノード識別子を含む基幹ネ
ットワークに対する初回認可要請をセンサーノードから受信する。センサーノードの固有
識別子は、センサーノード認証部で認証のために使用され、センサーノード識別子は、セ
ンサーノードとゲートウェイとの間の通信のために使用される。ゲートウェイは、センサ
ーノードの固有識別子を含む基幹ネットワークに対する初回認可要請をセンサーノード登
録部に送信する。ゲートウェイは、センサーノードとセンサーノード登録部との間の初回
認可手続きのコーディネーターの役割を果たしうる。
【００９０】
　３２２ステップは、ゲートウェイがセンサーノード登録部から認可メッセージを受信し
、センサーノードの情報、センサーノード識別子、及び基幹ネットワーク識別子を保存し
、認可メッセージをセンサーノードに送信するステップである。
【００９１】
　より詳細には、ゲートウェイは、基幹ネットワーク識別子を含む認可メッセージをセン
サーノード登録部から受信する。前記基幹ネットワーク識別子は、あらかじめ構築された
センサーノード認証部がセンサーノードの固有識別子を用いて認証したセンサーノードに
対して付与される。センサーノード登録部は、前記付与された基幹ネットワーク識別子を
含む認可メッセージをゲートウェイに送信する。ゲートウェイは、センサーノードのセン
サーネットワーク情報、センサーノード識別子、及び基幹ネットワーク識別子情報を保存
する。これにより、該保存された前記情報を用いてセンサーノードを識別し、基幹ネット
ワークとの通信を仲介することができる。また、ゲートウェイは、基幹ネットワーク識別
子を含む認可メッセージをセンサーノードに送信する。ゲートウェイは、センサーノード
から、認可メッセージの受信が成功したことを示すＡＣＫを受信することによって、セン
サーノードと通信することができる。
【００９２】
　ゲートウェイは、通信のための通信手段とセンサーノード情報などを保存することがで
きる保存手段などを備える。通信手段は、無線通信手段、有線通信手段または通信インタ
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ーフェースなどで構成され得る。保存手段は、ゲートウェイの内部または外部でＲＡＭ、
ＲＯＭまたはハードディスクなど多様な記録媒体として構成され得る。
【００９３】
　図３Ｄは、センサーノードを中心に図３Ａの初回認可及び登録手続きを具体的に示すフ
ローチャートである。
【００９４】
　３３１ステップは、センサーノードの基幹ネットワーク識別子有無を判断するステップ
である。
【００９５】
　より詳細には、基幹ネットワーク識別子は、センサーノード認証部の適合性検査を通過
したセンサーノードに付与される識別子である。センサーノード認証部は、センサーノー
ドが通信しようとする基幹ネットワークに適合するか否かを検査した後、適合すると判断
されたセンサーノードに基幹ネットワーク識別子を付与する。基幹ネットワーク識別子は
、認証されていないセンサーノードに対して基幹ネットワークへのアクセスを遮断するた
めのものである。 認証されていないセンサーノードのアクセスを遮断することによって
、センサーネットワークの品質を高めうる。センサーノードは、内部または外部に記録媒
体を有している。センサーノードは、基幹ネットワーク識別子を前記記録媒体に保存する
ことができる。また、基幹ネットワーク識別子は、前記効率を高めるために改ざんを不可
能ならしめる。暗号化により基幹ネットワーク識別子が生成され、またはセンサーノード
の固有識別子を用いて基幹ネットワーク識別子が生成されてもよい。
【００９６】
　センサーノードは、前記基幹ネットワーク識別子を記録媒体に保存し、通信しようとす
る基幹ネットワークの識別子の存否を判断することができる。基幹ネットワーク識別子が
存在する場合、センサーノードは、基幹ネットワークのセンサーノード登録部に登録手続
きを進行させうる。既にセンサーノードがセンサーノード登録部に登録されて通信中であ
れば、前記のような手続きがなされない。
【００９７】
　３３２ステップは、センサーノードがセンサーノードの固有識別子及びセンサーノード
識別子を含む基幹ネットワークに対する初回認可要請をゲートウェイに送信するステップ
である。
【００９８】
　より詳細には、センサーノードに基幹ネットワーク識別子が存在しない場合、センサー
ノードは、基幹ネットワークとの通信を行うための基幹ネットワーク識別子を付与されな
ければならない。センサーノードは、基幹ネットワーク識別子を付与されるために、セン
サーノードの固有識別子及びセンサーノード識別子を含む基幹ネットワークに対する初回
認可要請を当該センサーノードと関係が成立したゲートウェイに送信する。センサーノー
ドは、製作時に提供者から付与された固有識別子を有している。センサーノードの固有識
別子は、当該センサーノードの固有の識別子であるので、基幹ネットワークは、センサー
ノードの固有識別子を用いて前記センサーノードが基幹ネットワークに適合するか否かを
検査することができる。センサーノードの固有識別子としてＭＡＣ　ＩＤを利用できる。
または、シリアル番号のように、各センサーノードを識別することができる他の識別子を
利用することもできる。さらに、センサーノードのみの識別子を生成して固有識別子とし
て利用することもできる。 センサーノード識別子は、センサーノードとゲートウェイと
の間の通信のための識別子である。センサーノード識別子を用いてセンサーノードとゲー
トウェイとの間に通信がなされる。基幹ネットワーク識別子のないセンサーノードは、前
記固有識別子と前記センサーノード識別子とを含む基幹ネットワークに対する初回認可要
請をゲートウェイに送信する。ゲートウェイは、センサーノードと基幹ネットワークとの
通信のコーディネーターの役割を果たす。ゲートウェイの代わりにシンクノードが採用さ
れ得る。
【００９９】
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　３３３ステップは、センサーノードが基幹ネットワーク識別子を含む認可メッセージを
ゲートウェイから受信するステップである。
【０１００】
　より詳細には、センサーノード認証部が基幹ネットワーク識別子のないセンサーノード
に対して固有識別子を利用した適合性検査を実行する。適合すると判断された前記センサ
ーノードに対してＭＤにより割り振られた基幹ネットワーク識別子を含む認可メッセージ
が付与される。センサーノードは、基幹ネットワーク識別子を含む認可メッセージをゲー
トウェイから受信する。３３２ステップで、ゲートウェイに送信したセンサーノードの固
有識別子を使用してセンサーノード認証部が認証したセンサーノードにセンサーノード認
証部が基幹ネットワーク識別子を付与する。センサーノードが、基幹ネットワーク識別子
を含んだ認可メッセージをゲートウェイから受信すれば、センサーノードの基幹ネットワ
ークに対する初回認可手続きが終了する。センサーノードは、認可メッセージを受信した
のち、ＡＣＫをゲートウェイに送ることができる。初回認可手続き終了後、センサーノー
ドは、ゲートウェイを通じて基幹ネットワークと通信することができる。
【０１０１】
　センサーノードは、初回認可要請及び通信を行うための通信手段と保存手段などを備え
る。通信手段は、無線通信手段で構成され、通信プロトコルは、センサーノード間のアド
ホック通信ないし汎用ネットワークとの接続に活用される通信プロトコルいずれもが活用
されうる。保存手段は、センサーノードの内部または外部にＲＡＭ、ＲＯＭまたはハード
ディスクなど多様な記録媒体を備え得る。
【０１０２】
　以上のように、一連の演算を通じて本実施形態が採択しているインフラ構造下で、セン
サーノードは、基幹ネットワークに対する初回認可の予備手続きを行える。
【０１０３】
　図４は、図２における基幹ネットワークを制御するインフラ構造下でセンサーノードを
登録する過程を例示した図である。移動前のゲートウェイＩ－ＧＷと移動後のゲートウェ
イＩ－ＧＷとにそれぞれ２３Ａ及び２３Ｂの部材番号を付与した。
【０１０４】
　移動前のゲートウェイＩ－ＧＷ２３Ａと移動後のゲートウェイＩ－ＧＷ２３Ｂは、それ
ぞれ自体の基幹ネットワーク情報及びゲートウェイの識別情報をブロードキャスティング
する。この際、センサーノード３５は、移動前のゲートウェイＩ－ＧＷ２３Ａと接続され
たセンサーネットワークから外れて、移動後のゲートウェイＩ－ＧＷ２３Ｂと接続された
センサーネットワークに移動した以後であると仮定する。この場合、両ゲートウェイ２３
Ａ、２３Ｂが、いずれも自身の情報をブロードキャスティングしたにも拘らず、当該セン
サーノード３５には、移動後のゲートウェイＩ－ＧＷ２３Ｂからブロードキャスティング
された情報のみが到逹する。すなわち、センサーノード３５は、移動後のゲートウェイＩ
－ＧＷ２３Ｂの基幹ネットワーク識別子情報及びゲートウェイ識別子情報のみを伝達され
る。
【０１０５】
　さて、センサーノード３５は、移動後のゲートウェイＩ－ＧＷ２３Ｂを認識し、受信さ
れた情報に基づいて登録を進行させうる。センサーノード３５は、移動後のゲートウェイ
Ｉ－ＧＷ２３Ｂに登録要請を送信し、移動後のゲートウェイＩ－ＧＷ２３Ｂは、再び受信
された登録要請をセンサーノード登録部（ＳＬＲ）２２に送信する。そうすると、センサ
ーノード登録部（ＳＬＲ）２２は、当該センサーノード３５に対してルーティングデータ
ベースを修正することによって、移動履歴を記録／更新する。前述したように、センサー
ノード３５は、既に初回認可を完了しているので、登録過程では、移動後のゲートウェイ
Ｉ－ＧＷ２３Ｂについての情報のみを記録すれば十分である。
【０１０６】
　以上のような一連の過程が行われた後、センサーノード登録部（ＳＬＲ）２２は、移動
前のゲートウェイＩ－ＧＷ２３Ａに対しては移動結果を通報し、移動後のゲートウェイＩ
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－ＧＷ２３Ｂに対しては登録結果を応答する。最後に、センサーノード３５は、移動後の
ゲートウェイＩ－ＧＷ２３Ｂから登録結果を受信することによって、センサーノード３５
の移動過程が完了する。
【０１０７】
　要約すると、センサーノードが１つのセンサーネットワークから、他のセンサーネット
ワークに移動する場合、センサーノード登録部（ＳＬＲ）２２は、当該センサーノードの
移動に伴って変更されたゲートウェイ情報を更新することによって、センサーノードの広
域移動を記録及び追跡する。
【０１０８】
　図４Ａは、本発明の一実施形態によるセンサーノードの登録手続きを例示した図である
。
【０１０９】
　本発明の一実施形態によるセンサーノードの登録手続きは、センサーノード３５、ゲー
トウェイ２３、及びホームロケーションレジスタ ２２を通じてなされうる。基幹ネット
ワークは、認証されたセンサーノードのネットワークまたは位置を管理するために、セン
サーノードの登録を支援することができる。センサーノード電源のＯＮ／ＯＦＦに応じて
、ゲートウェイの周期的ビーコンメッセージに応じて、または他のセンサーネットワーク
の移動に応じて、センサーノードは、登録手続きを行いうる。
【０１１０】
　センサーノード３５は、基幹ネットワークとの通信を行うために、ゲートウェイ２３と
通信を通じて関係を成立させ、センサーノード識別子を割り当てられうる。関係成立手続
は、図３Ａでの説明に類似するので、図３Ａを用いて説明する。センサーノードは、関係
が形成されたゲートウェイ２３にセンサーノードの基幹ネットワーク識別子とセンサーノ
ード識別子とを含む登録要請を送信する。前記登録要請を受信したゲートウェイは、セン
サーノード３５の基幹ネットワーク識別子とセンサーノード識別子とのマッピング情報を
保存し、登録要請をセンサーノード登録部に送信することができる。
【０１１１】
　前記登録要請を受信したセンサーノード登録部は、ゲートウェイとセンサーノードとの
関係情報を保存することにより、サーバにセンサーノードを登録することができる。セン
サーノードを登録したセンサーノード登録部は、登録承認メッセージをゲートウェイに送
信することができる。ゲートウェイは、前記登録承認メッセージを受信して、センサーノ
ードのセンサーネットワーク情報、センサーノード識別子、及び基幹ネットワーク識別子
を保存し、登録承認メッセージをセンサーノードに送信することができる。登録承認メッ
セージを受信したセンサーノードは、応答としてＡＣＫをゲートウェイに送信することが
できる。前記のような手続きを通じて登録されたセンサーノードは、基幹ネットワークと
通信することができる。
【０１１２】
　図５は、図２における基幹ネットワークを制御するインフラ構造下でサービス中である
センサーノードの移動に伴って新たなゲートウェイＩ－ＧＷにセッション情報が伝達され
る過程を例示した図であって、図４を通じてセンサーノードの登録が完了した直後の状況
を仮定している。 
【０１１３】
　移動前のゲートウェイＩ－ＧＷ２３Ａは、センサーノード登録部（ＳＬＲ）２２にセッ
ション情報の送信を要請する。センサーノード登録部（ＳＬＲ）２２は、自身のルーティ
ングデータベースを検索して、当該センサーノード３５のアドレスを確認する。もし、ル
ーティングデータベースが、単に最新のデータのみで更新されるものではなく、センサー
ノード３５の移動による変更履歴をいずれもトラッキングする場合には、センサーノード
登録部２２は、ルーティングデータベースのもっとも最近の地点を確認することによって
、現在のセンサーノード３５のアドレスを確実に入手することができる。そうすると、セ
ンサーノード登録部（ＳＬＲ）２２は、検索の結果によって、セッション情報を移動後の
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ゲートウェイＩ－ＧＷ２３Ｂに伝達する。
【０１１４】
　要約すると、センサーノードの移動に伴って移動前のゲートウェイ２３Ａは、センサー
ノード登録部（ＳＬＲ）２２にセッション情報の伝達を要請し、このような要請に応じて
センサーノード登録部（ＳＬＲ）２２は、移動後に変更されたゲートウェイ２３Ｂに当該
セッション情報を送信することによって、セッション情報の移動を管理する。
【０１１５】
　図５Ａは、図２における基幹ネットワークを制御するインフラ構造下でサービス中であ
るセンサーノードの移動によって新たなゲートウェイＩ－ＧＷとの関係でセンサーノード
の登録がなされ、新たなゲートウェイにセッション情報が伝達する過程を例示した図であ
る。
【０１１６】
　本発明の一実施形態によるセンサーノードのローミング手続きには、センサーノード３
５、移動前のゲートウェイ（ローミング以前にセンサーノードと接続されていたゲートウ
ェイ）２３Ａ、移動後に変更されたゲートウェイ（ローミングによってセンサーノードと
新たに接続されたゲートウェイ）２３Ｂ、及びセンサーノード登録部２２を通じてなされ
うる。基幹ネットワークは、センサーノードの移動性とユーザのサービス品質とを考慮し
てセッションが持続的に保持されるように、ローミングを支援することができる。センサ
ーノード３５は固定されているが、センサーノード３５が移動することにより基幹ネット
ワークと通信するゲートウェイが変更されることもある。ゲートウェイを通じた基幹ネッ
トワークとのデータ通信中にセンサーノードが移動する場合、通信が途切れないようにロ
ーミングが必要とされる。
【０１１７】
　センサーノードが移動し、通信するゲートウェイが移動前のゲートウェイ２３Ａから移
動後のゲートウェイ２３Ｂに変更されることにより、センサーノードと移動前のゲートウ
ェイ２３Ａとの接続が切断された場合、直ちに移動後のゲートウェイを通じてセッション
情報が保持され、かつ、登録されたときに限り、移動前のゲートウェイを通じて通信した
情報が保持されうる。センサーノードの移動に伴いセンサーノードの通信が切断されると
、センサーノードは、移動後のゲートウェイに登録要請することができる。センサーノー
ド登録部が登録要請を受信するステップまでは、図４Ａの登録手続きと同様である。
【０１１８】
　センサーノード登録部は、前記登録要請を受信し、センサーノードと移動前のゲートウ
ェイとの関係情報を検出して、センサーノードの移動を判断することができる。センサー
ノード登録部には、センサーノードごとにゲートウェイとの情報が保存登録されているの
で、前記ゲートウェイ情報を比較して、センサーノードの移動によってゲートウェイが変
更されたか否かを判断することができる。ゲートウェイが変更されたと判断されれば、セ
ンサーノード登録部は、センサーノードのセッション情報を保持するために、移動前のゲ
ートウェイからセッション情報を受信して、移動後のゲートウェイに当該情報を送信する
ことができる。センサーノード登録部は、移動前のゲートウェイにローミング対象センサ
ーノードの登録情報更新要請を送信することができる。移動前のゲートウェイは、ローミ
ング対象センサーノードのセッション情報をセンサーノード登録部に送信し、当該センサ
ーノードの情報を削除することにより、前記センサーノードとの通信を切断し得る。セン
サーノード登録部は、移動前のゲートウェイから受信したセンサーノードのセッション情
報を含む登録承認メッセージを、移動後のゲートウェイに送信することができる。移動後
のゲートウェイは、前記セッション情報とセンサーノード識別子、及び基幹ネットワーク
識別子を保存し、登録承認メッセージをセンサーノードに送信することができる。登録承
認メッセージを受信したセンサーノードは、応答としてＡＣＫをゲートウェイに送信する
ことができる。前記のような手続きを通じて登録されたセンサーノードは、データ通信を
途切れることなく保持して基幹ネットワークと通信することができる。
【０１１９】
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　図６は、図２における基幹ネットワークを制御するインフラ構造下でユーザのサービス
要請を処理する一連の過程を例示した図である。
【０１２０】
　最初に、ユーザ１０がコンテキスト解析部（ＳＣＩ）２１にサービス要請を入力する。
このようなサービス要請は、即時要請、周期的要請、及びイベントドリブン要請のうち少
なくとも１つであり得る。ユーザ認証部（ＡＡＡ）２５によってユーザ１０の権限認証が
確認されたならば、コンテキスト解析部（ＳＣＩ）２１は、センサーノード登録部（ＳＬ
Ｒ）２２にセンサーノードについてのルーティング情報を要請し、センサーノード登録部
２２から当該要請に対する応答を受信する。以上の過程が完了すれば、コンテキスト解析
部（ＳＣＩ）２１は、セッションを生成させる。
【０１２１】
　さて、コンテキスト解析部（ＳＣＩ）２１は、生成されたセッションについての情報を
メッセージ処理部（ＡＴＨ）２４に送信し、メッセージ処理部（ＡＴＨ）２４は、ゲート
ウェイＩ－ＧＷ２３を通じて、サービス要請に付随するセンサーノードのセンシングを要
請する。ゲートウェイＩ－ＧＷ２３のセンシング要請に応じて行われたセンサーネットワ
ーク３０内の活動によって、センシング結果が生成されれば、当該センサーノードは、ゲ
ートウェイＩ－ＧＷ２３にセンシング情報を応答し、ゲートウェイＩ－ＧＷ２３は、受信
したセンシング情報をメッセージ処理部（ＡＴＨ）２４に伝達する。メッセージ処理部（
ＡＴＨ）２４は、当該センシング情報を収集または保存することにより適切に加工した後
、サービス要請の処理結果をユーザ１０に伝達する。
【０１２２】
　前記した本発明の多様な実施形態によれば、センサーネットワークのための基幹ネット
ワークを通じて、センサーノードの認証と登録、センサーノードとゲートウェイとの間の
接続関係追跡及び更新が行われることによって、センサーノードとゲートウェイとの間の
識別と登録とが基幹ネットワークで統合的に管理される。これによって多数のセンサーノ
ードが、それぞれ異種のセンサーネットワークに属しているか、あるいはセンサーノード
の広域移動がなされる状況下でも、それぞれのセンサーノードに対する登録、位置確認及
び移動トラッキングが可能となる。この結果、センサーノードの広域移動性が制限なしに
基幹ネットワークを通じて制御／管理される。
【０１２３】
　また、本発明の実施形態において現在散発的に開発されているセンサーネットワークが
、開放型インフラ構造に吸収されうる。この結果、これを通じて、ネットワークの広域化
が確実に支援され、同時に標準化された接続規格によるアクセスネットワークの開発が容
易になる。一方、従来の位置基盤サービスは、精密度及びカバレッジ（ｃｏｖｅｒａｇｅ
）の限界（例えば、建物内の位置と外部位置との連携を考慮したサービスが提供されてい
ない）を有する。これに対し、以上で提案されたインフラシステムを活用する場合、セン
サーネットワークを通じる建物内の位置だけではなく、ＧＰＳなどを利用した屋外の位置
情報を結合することによって、新たな形態のサービスを提供することが可能である。それ
だけではなく、本発明の実施形態が、広域次元での移動性及び位置情報提供による物流サ
ービスに活用されることによって、車両の移動をモニタリングし、物流の位置を確認し、
移動体をトラッキングするサービスの提供が実現化される。
【０１２４】
　本発明の一実施形態によるセンサーネットワークのための基幹ネットワークを制御する
装置のセンサーノード登録部（ＳＬＲ）は、センサーノードのノード情報を登録及び管理
することができる。
【０１２５】
　より詳細には、ゲートウェイは、センサーノードのノード情報登録のために、ノード情
報要請を前記ゲートウェイのローカルセンサーノードにブロードキャストする。前記セン
サーノードは、前記ノード情報要請を受信し、それに対応して、前記センサーノードの識
別子及び前記センサーノードが、最初に所属したホームゲートウェイ（ｈｏｍｅ　ｇａｔ
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ｅｗａｙ）の識別子を含むノード情報を前記ゲートウェイに送信することによって、登録
要請を行う。前記ゲートウェイは、前記ゲートウェイのローカルセンサーノードのノード
情報を登録及び管理する前記センサーノード登録部に前記センサーノードのノード情報を
登録する。
【０１２６】
　前記センサーノード登録部は、前記ゲートウェイをホームゲートウェイとするセンサー
ノードのノード情報を登録及び管理するホーム位置情報サーバ、及び前記ゲートウェイの
地域に移動した訪問センサーノードのノード情報を登録及び管理する訪問位置情報サーバ
を含みうる。
【０１２７】
　前記センサーノードが、前記ゲートウェイに属したノードである場合、すなわち、前記
ゲートウェイが、前記センサーノードのホームゲートウェイである場合、前記ゲートウェ
イは、前記ホーム位置情報サーバに前記ノード情報を登録する。前記センサーノードが、
前記ゲートウェイに属したノードではない場合、すなわち、前記ゲートウェイが、前記セ
ンサーノードのホームゲートウェイではない場合、前記ゲートウェイは、前記訪問位置情
報サーバに前記ノード情報を登録する。
【０１２８】
　センサーノードが、最初に所属しなければならないゲートウェイをあらかじめ定めてＨ
－ＧＷ（Ｈｏｍｅ　Ｇａｔｅｗａｙ＿ＩＤ）フィールドに入れることもでき、Ｈ－ＧＷフ
ィールドを０にセッティングすることもできる。ｈｏｐフィールドは、前記ゲートウェイ
からのホップ数（ＨＯＰ　ｃｏｕｎｔ）であり、ルーティングのためのフィールドである
。また、前記ゲートウェイから前記ノード情報要請メッセージを受信したセンサーノード
は、自身のＨ－ＧＷフィールドが０であれば、前記ノード情報要請メッセージを送った前
記ゲートウェイをホームゲートウェイと定め、Ｈ－ＧＷフィールドを設定した後、登録パ
ケットを送信することで応答する。システム変更などによって、ゲートウェイからホーム
ゲートウェイ変更要請を受信するまでは、初期ゲートウェイを自体のホームゲートウェイ
と認識する。センサーノードが再動作する時にも、Ｈ－ＧＷフィールド値を保持する。加
えて、センサーノードは、ノードＩＤ、ノード種類（例えば、ＲＦＩＤ　ｎｏｄｅ、Ｓｅ
ｎｓｏｒ　ｎｏｄｅ、Ｒｅｌａｙ　ｎｏｄｅ、Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｎｏｄｅなど）、セ
ンシング種類（例えば、温度、照度、湿度、圧力など）、現在位置、現在ゲートウェイま
でのｈｏｐ数などの情報を登録する。Ｅｖｅｎｔフィールドは、登録要請が発行された状
況、例えば、初期、再動作、位置移動などを知らせるフィールドである。
【０１２９】
　まず、前記センサーネットワークの参照ノード（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｎｏｄｅ）は、
隣りのセンサーノード（ＲＦＩＤ／Ｓｅｎｓｏｒ）に位置情報を周期的に提供する（ステ
ップＳ６００ ）。移動した地域のゲートウェイを通じてノード情報を登録する場合、ル
ーティングのために当該地域のゲートウェイからのホップ数を判断しなければならない。
位置移動時に、以前のゲートウェイへのホップ数も変わるために、参照ノードは、周辺の
隣りのノードからのホップ数を判断しなければならない。したがって、前記登録パケット
の位置フィールド値が変更されたならば、センサーノード（参照ノード）は、周辺の隣り
のノードに、その隣りのノード自体のホップ数を問い合わせた後、ホップ数の応答を待つ
。ホップ数の照会対象となる隣りのノードには、ゲートウェイ（シンクノード）自体も含
まれうる。周辺の複数の隣りのノードからホップ情報を受信すれば、該受信されたホップ
情報のうち、もっとも小さくて迅速に来た隣りのノードを選択して、自身の親ノード（上
位ノード）と認識し、自身のホップ数を前記親ノードのホップ数に＋１をした値にする。
次いで、参照ノードは、前記親ノードを通じて自身の情報を現在ゲートウェイに登録する
。このために、各センサーノードは、周辺ノードからホップ情報の照会を受ける場合、照
会元ノードに自体のホップ数を知らせなければならない。登録パケットを受ければ、自身
の親ノードに当該登録パケットを転送しなければならない。センサーノードが再動作また
は位置移動した時に、自身が属したゲートウェイ地域に位置した場合、すなわち、ホーム
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ゲートウェイ地域に位置したならば、当該センサーノードは、前記ゲートウェイのホーム
位置情報サーバに自体のノード情報を登録する。ゲートウェイがホームゲートウェイでな
ければ、センサーノードは、訪問位置情報サーバに自身の情報を登録する。一方、前記訪
問位置情報サーバは、登録された訪問センサーノードのノード情報を前記訪問センサーノ
ードのホームゲートウェイのホーム位置情報サーバに送信して、前記ホーム位置情報サー
バで前記訪問センサーノードのノード情報をアップデートさせる。
【０１３０】
　もし、自身の周辺ノードが、まだ初期化前であれば、ルーティング自体が不可能なので
、ゲートウェイへの登録も不可能である。したがって、センサーノードは、特定時間（例
えば、隣りのノードの初期化時間）の間に、ゲートウェイからのノード情報要請を待った
後、もう一度登録要請を試みる。
【０１３１】
　前記センサーノードのノード情報が、前記ホーム位置情報サーバに登録されれば、前記
ホーム位置情報サーバは、前記センサーノードのノード情報に含まれたセンサーノード識
別子及び前記ホームゲートウェイ識別子を用いてＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃ
ｏｌ）ネットワーク側で前記センサーノードのアドレスと認識する基幹ネットワーク識別
子（グローバルＩＤ、Ｇｌｏｂａｌ　ＩＤ）を生成する。一実施形態において、前記ホー
ム位置情報サーバは、前記センサーノード識別子と基幹ネットワーク識別子とをマッピン
グさせたアドレス変換テーブル（ａｄｄｒｅｓｓ　ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ　ｔａｂｌｅ
）を生成することができる。前記基幹ネットワーク識別子は、前記センサーノードのポー
ト番号（ｐｏｒｔ　ｃｏｕｎｔ）及びホームゲートウェイの識別子に関する情報を含みう
る。
【０１３２】
　つまり、本発明では、センサーノードの識別子を大きくセンサーノード識別子及び基幹
ネットワーク識別子に分けることができる。前記センサーノード識別子は、例えば、ＲＦ
ＩＤ／ＵＳＮネットワーク内でのみのＲＦＩＤ／Ｓｅｎｓｏｒノード識別子である。前記
ＲＦＩＤ／Ｓｅｎｓｏｒノードの製作者やネットワーク管理者が、センサーノードのアド
レスとして、１６／６４ｂｉｔのアドレスを付与すると、前記基幹ネットワーク識別子は
、ＲＦＩＤ／ＵＳＮ　ｉｎｆｒａ－ｎｅｔｗｏｒｋ上でまたはその外の他のあらゆるネッ
トワークの観点での前記ＲＦＩＤ／Ｓｅｎｓｏｒ　Ｎｏｄｅの識別子（ＩＤ）である。基
幹ネットワーク識別子は、前記ＲＦＩＤ／Ｓｅｎｓｏｒノードの１６／６４ｂｉｔセンサ
ーノード識別子（ローカルアドレス）及びホームゲートウェイ識別子を、前記ホームゲー
トウェイのＩＰアドレス＋ポート番号形態に変換することにより、生成されうる。
【０１３３】
　例えば、１６３．１５２．２７．１１２のＩＰアドレスを有するゲートウェイ（ＩＤ：
０ｘ０００１）をホームゲートウェイとするＲＦＩＤ／Ｓｅｎｓｏｒノード（ＩＤ：０ｘ
０００３）は、前記ホーム位置情報サーバが生成した前記アドレス変換テーブルに１６３
．１５２．２７．１１２／３として保存される。しかし、前記ＲＦＩＤ／Ｓｅｎｓｏｒノ
ードは、前記ゲートウェイのアドレスをＩＰアドレス（１６３．１５２．２７．１１２）
ではなく、ＩＤ（０ｘ０００１）として通信する。
【０１３４】
　このような基幹ネットワーク識別子を生成及び利用することによって、本発明は、ネッ
トワークの相互連動及びノード情報管理の効率性を改善する。センサーノードが移動する
場合、前記ホーム位置情報サーバ及び前記訪問位置情報サーバの機能の結合により、Ｍｏ
ｂｉｌｅＩＰのような効果が得られる。また、前記のように、ホームゲートウェイのＩＰ
アドレス＋ポート番号形態で前記基幹ネットワーク識別子が生成及び利用されることによ
って、１つのホームゲートウェイに属するセンサーノードに使われたセンサーノード識別
子を他のホームゲートウェイに属するセンサーノードに使えるようになって、センサーノ
ード識別子の再使用率を高めうる。もちろん、同じであるホームゲートウェイに属するセ
ンサーノード間には、互いに異なるセンサーノード識別子を割り当てなければならない。
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また、基幹ネットワーク識別子が割り当てられたセンサーノードは、まるでＩＰを有する
端末と認識されうる効果を提供する。
【０１３５】
　前記ゲートウェイは、前記基幹ネットワークアイディーを利用することによって、前記
ＩＰネットワーク側ユーザホストから受信したデータ要請パケットを前記センサーノード
に送信し、前記センサーノードから受信したセンシングデータパケットを前記ユーザホス
トに送信させうる。この場合、前記ホーム位置情報サーバは、前記センサーノード及び前
記ＩＰネットワーク側間のデータ伝送時に、前記データパケットのセンサーノード識別子
または基幹ネットワーク識別子に対してそれぞれ基幹ネットワーク識別子またはセンサー
ノード識別子へアドレス変換（ａｄｄｒｅｓｓ　ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ）を行う。この
際、アドレス変換に際して、前記アドレス変換テーブルが利用されうる。
【０１３６】
　さらに具体的に説明すれば、前記ホーム位置情報サーバは、当該ゲートウェイに属する
ノードのアドレス及び位置を管理する。
【０１３７】
　まず、アドレス管理において、ＲＦＩＤ／ＵＳＮ　ｉｎｆｒａ－ｎｅｔｗｏｒｋ及びそ
の外部では、センサーノードのアドレスをまるでＴＣＰ／ＩＰのアドレスのように、ｉｐ
＋ｐｏｒｔ形態と認識されるので、当該ｉｐを有するゲートウェイのホーム位置情報サー
バは、前記グローバルＩＤに含まれるポート番号をＲＦＩＤ／Ｓｅｎｓｏｒ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ内でのアドレスと認識し、当該アドレスのセンサーノードに応答を要請する。このた
めに、前記ホーム位置情報サーバは、アドレス変換機能を実行しなければならず、このた
めに、アドレス変換テーブルを有しうる。
【０１３８】
　前記ホーム位置情報サーバは、アドレス変換テーブル管理部、アドレス変換部及びプロ
トコル処理部を含みうる。
【０１３９】
　前記アドレス変換テーブル管理部は、前記アドレス変換テーブルへのアドレスの追加、
前記アドレス変換テーブルからのアドレスの削除、並びに、前記アドレス変換テーブルの
保持、補修及び管理するモジュールである。前記アドレス変換テーブル管理部は、前記ゲ
ートウェイから受信した前記登録パケット情報を用いてセンサーノード識別子をＴＣＰ／
ＩＰアドレス形態の基幹ネットワーク識別子に変換して、当該基幹ネットワーク識別子を
前記アドレス変換テーブルに保存する。すなわち、ゲートウェイＩＤ＋センサーノード識
別子形態がゲートウェイｉｐ＋ポート番号形態に変形されうる。
【０１４０】
　前記アドレス変換部は、前記アドレス変換テーブルを用いて、前記ユーザホストから受
信したデータ要請パケットまたは前記センサーノードから受信したセンシングデータパケ
ットに対して前記アドレス変換を行う。すなわち、アドレス変換部は、前記アドレス変換
テーブル管理部によりアップデートされたアドレス変換テーブルを用いて、ＲＦＩＤ／Ｓ
ｅｎｓｏｒネットワーク及びＲＦＩＤ／ＵＳＮインフラネットワーク間のアドレス変換を
行う。例えば、アドレス変換部は、データパケットを受信すると、まず、センサーネット
ワークのパケットであるか、インターネットパケットであるかを判断する。前記データパ
ケットが、センサーネットワークパケットである場合、アドレス変換部は、センサーノー
ド識別子をＴＣＰ／ＩＰアドレス形態の基幹ネットワーク識別子に変換する。一方、デー
タパケットがＴＣＰ／ＩＰパケットである場合、アドレス変換部は、基幹ネットワーク識
別子をセンサーノード識別子に変換する。
【０１４１】
　前記プロトコル処理部は、前記センサーネットワークまたは前記ＩＰネットワークのプ
ロトコルに従って、それぞれ前記データ要請パケットまたは前記センシングデータパケッ
トを処理して、前記センサーネットワークまたは前記ＩＰネットワークにフォワーディン
グする。前記プロトコル処理部は、ＲＦＩＤ／Ｓｅｎｓｏｒネットワークプロトコル処理
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【０１４２】
　前記訪問位置情報サーバは、構成と機能の観点から、前記ホーム位置情報サーバと同様
に構成することができる。
【０１４３】
　但し、前記訪問位置情報サーバは、訪問センサーノードのノード情報を登録した場合、
前記訪問センサーノードのホームゲートウェイのホーム位置情報サーバに前記ノード情報
を送信して、前記ホーム位置情報サーバがセンサーノードのノード情報をアップデートさ
せる。すなわち、各ゲートウェイの訪問位置情報サーバは、自身が属するゲートウェイを
ホームゲートウェイとしないセンサーノードのノード情報を登録した場合、当該ノード情
報登録パケットのＨ－ＧＷフィールド値から、前記センサーノードのホームゲートウェイ
とそのＩＰを判別し得る。次いで、訪問位置情報サーバは、前記センサーノードのホーム
ゲートウェイにノードが移動したことを知らせる。
【０１４４】
　さらに、以下、前記記載のセンサーネットワークのための基幹ネットワークを制御する
装置のそれぞれの構成要素を制御する方法をコンピュータで実行させるためのプログラム
を記録したコンピュータで読み取り可能な記録媒体を提供する。すなわち、本発明の実施
形態は、コンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録され、コンピュータで読み取り可
能なコードとして実装され得る。コンピュータで読み取り可能な記録媒体は、コンピュー
タシステムによって読み取れるデータを保存するあらゆる種類の記録装置を含む。
【０１４５】
　コンピュータで読み取り可能な記録媒体の例としては、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ
、磁気テープ、フロッピーディスク（登録商標）、光データ保存装置などがあり、また、
キャリアウェーブ（例えば、インターネットを通じる伝送）の形態で具現するものを含む
。また、コンピュータで読み取り可能な記録媒体は、ネットワークで接続された複数のコ
ンピュータシステムに分散されて、分散方式でコンピュータで読み取り可能なコードとし
て保存されて実行可能である。そして、本発明を実現するための機能的な（ｆｕｎｃｔｉ
ｏｎａｌ）プログラム、コード及びコードセグメントは、本発明の記載から本発明が属す
る技術分野のプログラマーによって容易に推論されうる。
【０１４６】
　以上で、本発明についてその多様な実施形態を中心に説明した。当業者ならば、本発明
が本発明の本質的な特性から外れない範囲で変形された形態として具現可能であるという
ことを理解できるであろう。したがって、開示された実施形態は、限定的な観点ではなく
、説明的な観点で考慮されなければならない。本発明の範囲は、前述した説明ではなく、
特許請求の範囲に示されており、それと同等な範囲内にいるあらゆる差異点は、本発明に
含まれたものと解析しなければならない。
【産業上の利用可能性】
【０１４７】
　本発明の実施形態は、センサーネットワークのための基幹ネットワークを通じて、セン
サーノードの認証と登録、センサーノードとゲートウェイとの接続関係追跡及び更新を行
うことによって、センサーノードとゲートウェイとの間の識別と登録とが基幹ネットワー
クで統合的に管理される。これによって多数のセンサーノードが、それぞれ異種のセンサ
ーネットワークに属しているか、あるいはセンサーノードの広域移動がなされる状況下で
も、それぞれのセンサーノードに対する登録、位置確認及び移動トラッキングがなされう
る。これによって、センサーノードの広域移動性が制限なしに基幹ネットワークを通じて
制御／管理される。また、センサーノードの認証手続きを通じて認証されていないセンサ
ーノードのアクセスから基幹ネットワークを保護することができる。
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