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(57)【要約】
【課題】消費電力を低減可能な無線装置を提供する。
【解決手段】無線ノードは、ウェイクアップ信号受信機
を搭載する場合において、オンデマンド機能を有すると
き、起動状態へ移行すると、ウェイクアップ信号受信機
への給電を停止し、スリープ状態へ移行すると、ウェイ
クアップ信号受信機へ給電する。また、無線ノードは、
オンデマンド機能を有さず、かつ、中継ノードであると
き、起動状態へ移行すると、ウェイクアップ信号受信機
への給電を停止し、スリープ状態へ移行すると、ウェイ
クアップ信号受信機へ給電する。更に、無線ノードは、
オンデマンド機能を有さず、かつ、中継ノードでないと
き、ウェイクアップ信号受信機への給電を常時停止する
。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　当該無線装置をスリープ状態から起動状態へ移行させるためのウェイクアップ信号を受
信するウェイクアップ信号受信機、センサーおよびアクチュエータのうち、前記ウェイク
アップ信号受信機、または前記センサー、または前記ウェイクアップ信号受信機および前
記アクチュエータを少なくとも含むデバイス部と、
　電源と、
　前記デバイス部が前記ウェイクアップ信号受信機を含む場合、当該無線装置がサーバか
らの要求に対して所望の動作を行う必要がある機能を示すオンデマンド機能と、当該無線
装置が無線通信を中継する中継ノードであるか無線通信を中継しない末端ノードであるか
を示す当該無線装置の種別とに基づいて、前記デバイス部の前記ウェイクアップ信号受信
機への給電の可否を判定し、前記デバイス部が前記センサーを含む場合、前記センサーが
常時電力を必要とする常時監視タイプのセンサーであるか否かを示すセンサーの種別に基
づいて前記デバイス部の前記センサーへの給電の可否を判定し、前記デバイス部が前記ア
クチュエータを含む場合、前記アクチュエータが常時電力を必要とする常時制御タイプの
アクチュエータであるか否かを示すアクチュエータの種別に基づいて前記デバイス部の前
記アクチュエータへの給電の可否を判定し、その判定した判定結果に応じて、前記デバイ
ス部へ電力を供給するように前記電源を制御し、または前記デバイス部への電力の供給を
停止するように前記電源を制御する電力制御処理を行う電源制御部とを備える無線装置。
【請求項２】
　前記電源制御部は、前記デバイス部が前記ウェイクアップ信号受信機を含む場合におい
て、当該無線装置が前記オンデマンド機能を有するとき、または当該無線装置が前記中継
ノードであるとき、または当該無線装置が前記オンデマンド機能を有し、かつ、当該無線
装置が前記中継ノードであるとき、当該無線装置が前記起動状態へ移行すると、前記ウェ
イクアップ信号受信機への電力の供給を停止するように前記電源を制御し、当該無線装置
が前記スリープ状態へ移行すると、前記ウェイクアップ信号受信機へ電力を供給するよう
に前記電源を制御する第１の電力制御処理を行う、請求項１に記載の無線装置。
【請求項３】
　前電源記制御部は、更に、当該無線装置が前記オンデマンド機能を有さず、かつ、当該
無線装置が前記末端ノードであるとき、前記ウェイクアップ信号受信機への電力の供給を
常時停止するように前記電源を制御する第２の電力制御処理を行う、請求項２に記載の無
線装置。
【請求項４】
　前記電源制御部は、前記第１の電力制御処理または前記第１および第２の電力制御処理
を定期的に行う、請求項２または請求項３に記載の無線装置。
【請求項５】
　前記電源制御部は、更に、前記電源がバッテリからなり、かつ、前記バッテリの残量が
しきい値よりも小さいとき、前記ウェイクアップ信号受信機への電力の供給を常時停止し
、前記電源がバッテリからなり、かつ、前記バッテリの残量が前記しきい値以上であると
き、前記第１の電力制御処理を行う、請求項２から請求項４のいずれか１項に記載の無線
装置。
【請求項６】
　前記電源制御部は、前記デバイス部が前記センサーを含む場合において、前記センサー
が前記常時監視タイプのセンサーであるとき、前記センサーへ電力を常時供給するように
前記電源を制御し、前記センサーが前記常時監視タイプのセンサー以外のセンサーである
とき、当該無線装置が前記起動状態へ移行すると、前記センサーへ電力を供給するように
前記電源を制御し、当該無線装置が前記スリープ状態へ移行すると、前記センサーへの電
力の供給を停止するように前記電源を制御する、請求項１から請求項５のいずれか１項に
記載の無線装置。
【請求項７】
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　前記電源制御部は、前記デバイス部が前記アクチュエータを含む場合において、前記ア
クチュエータが前記常時制御タイプのアクチュエータであるとき、前記アクチュエータへ
電力を常時供給するように前記電源を制御し、前記アクチュエータが前記常時制御タイプ
のアクチュエータ以外のアクチュエータであるとき、当該無線装置が前記起動状態へ移行
すると、前記アクチュエータへ電力を供給するように前記電源を制御し、当該無線装置が
前記スリープ状態へ移行すると、前記アクチュエータへの電力の供給を停止するように前
記電源を制御する、請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の無線装置。
【請求項８】
　前記デバイス部がセンサーのみを含む場合、または前記デバイス部が前記ウェイクアッ
プ信号受信機を含まない場合、当該無線装置が前記末端ノードとして動作するように経路
制御を行う経路制御部を更に備える、請求項１に記載の無線装置。
【請求項９】
　複数の無線装置を備え、
　前記複数の無線装置は、請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の無線装置を少な
くとも含む、無線通信システム。
【請求項１０】
　前記複数の無線装置は、請求項８に記載の無線装置を更に含む、請求項９に記載の無線
通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、無線装置およびそれを備える無線通信システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数のセンサー端末と、管理端末とを備える無線センサーネットワークが知られ
ている（特許文献１）。
【０００３】
　複数のセンサー端末は、センサーを備える。管理端末は、複数のセンサー端末と通信す
る通信経路を構築し、その構築した通信経路に基づいて各センサー端末と無線通信を行う
。
【０００４】
　センサー端末は、ネットワークに参入する際に、第１の送信電力で既存のセンサー端末
を介して管理端末に加入要求を送信する。
【０００５】
　管理端末は、加入要求を受信すると、加入要求を受信した経路上のセンサー端子のトラ
フィック負荷を算出し、ホップ数およびトラフィック負荷が共に許容範囲内であれば、参
入するセンサー端末の通信経路を加入要求を受信した経路とし、ホップ数およびトラフィ
ック負荷の少なくとも一方が許容範囲外であれば、参入するセンサー端末に対して、第１
の送信出力よりも大きい第２の送信出力で、管理端末又はトラフィック負荷の小さい特定
のセンサー端末に直接接続するように指示を出力して通信経路を再構築する。そして、参
入するセンサー端末は、指示を受信した場合、管理端末宛にデータを送信する際に、第２
の送信出力でデータを管理端末又は特定のセンサー端末へ送信する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１３－０５５４５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、従来の無線センサーネットワークにおいては、他のノードが送信するデータを
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中継する中継ノード、および中継動作を一切行わない末端ノードが混在し、各ノードがデ
バイス単位で最適な電力供給を行っているとは限らない。
【０００８】
　また、従来の無線センサーネットワークにおいては、安定した通信品質を得られないた
め、トポロジーが変化する。即ち、無線により通信を行うため、周辺の環境および障害物
等によって、無線通信環境が変化し、安定した通信品質を得られない。そのため、シンク
ノードまでの経路が変化し、各ノードの機能が中継ノードの機能または末端ノードの機能
に切り替わる。その結果、予め設定時に設定したスリープ状態が最適であるとは限らない
。
【０００９】
　更に、ノード自体が移動する場合にも、トポロジーが変化する。例えば、畜産業におい
て、動物にノードを取り付ける場合、ノード自体が物理的に動く場合があるため、トポロ
ジーも、ノードの移動に伴って変化する。
【００１０】
　このように、従来の無線センサーネットワークを構成する個々のノードは、電力が最小
となるスリープ状態で動作しているとは限らない。
【００１１】
　そこで、この発明は、かかる問題を解決するためになされたものであり、その目的は、
消費電力を低減可能な無線装置を提供することである。
【００１２】
　また、この発明の別の目的は、消費電力を低減可能な無線装置を備えた無線通信システ
ムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　この発明の実施の形態によれば、無線装置は、デバイス部と、電源と、電源制御部とを
備える。デバイス部は、当該無線装置をスリープ状態から起動状態へ移行させるためのウ
ェイクアップ信号を受信するウェイクアップ信号受信機、センサーおよびアクチュエータ
のうち、ウェイクアップ信号受信機、またはセンサー、またはウェイクアップ信号受信機
およびアクチュエータを少なくとも含む。電源制御部は、デバイス部がウェイクアップ信
号受信機を含む場合、当該無線装置がサーバからの要求に対して所望の動作を行う必要が
ある機能を示すオンデマンド機能と、当該無線装置が無線通信を中継する中継ノードであ
るか無線通信を中継しない末端ノードであるかを示す当該無線装置の種別とに基づいて、
デバイス部のウェイクアップ信号受信機への給電の可否を判定し、デバイス部がセンサー
を含む場合、センサーが常時電力を必要とする常時監視タイプのセンサーであるか否かを
示すセンサーの種別に基づいてデバイス部のセンサーへの給電の可否を判定し、デバイス
部がアクチュエータを含む場合、アクチュエータが常時電力を必要とする常時制御タイプ
のアクチュエータであるか否かを示すアクチュエータの種別に基づいてデバイス部のアク
チュエータへの給電の可否を判定し、その判定した判定結果に応じて、デバイス部へ電力
を供給するように電源を制御し、またはデバイス部への電力の供給を停止するように電源
を制御する。
【００１４】
　この発明の実施の形態による無線装置においては、電源は、電源制御部からの制御に従
って、デバイス部のウェイクアップ信号受信機、センサーおよびアクチュエータの少なく
とも１つへ給電し、またはウェイクアップ信号受信機、センサーおよびアクチュエータの
少なくとも１つへの給電を停止する。
【００１５】
　従って、無線装置における消費電力を低減できる。
【００１６】
　また、この発明の実施の形態によれば、無線通信システムは、複数の無線装置を備える
。複数の無線装置は、請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の無線装置を少なくと
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も含む。
【００１７】
　この発明の実施の形態による無線通信システムは、上述した無線装置を少なくとも含む
。
【００１８】
　従って、無線通信システムにおける消費電力を低減できる。
【発明の効果】
【００１９】
　無線装置およびそれを備える無線通信システムにおける消費電力を低減できる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】この発明の実施の形態による無線センサーネットワークの概略図である。
【図２】図１に示す無線ノードの構成を示す概略図である。
【図３】図１に示すサーバの構成を示す概略図である。
【図４】図３に示すパーソナルコンピュータの構成を示す概略図である。
【図５】制御パケットＤＩＯの構成図である。
【図６】制御パケットＤＡＯの構成図である。
【図７】ルーティングテーブルの構成図である。
【図８】図１に示す無線センサーネットワークにおける無線ノード、サーバおよび表示端
末の配置状態を示す図である。
【図９】経路を構築するときの動作を説明するためのフローチャートである。
【図１０】図９に示すフローチャートに従って構築されるトポロジーの例を示す図である
。
【図１１】図７に示すルーティングテーブルの具体例を示す図である。
【図１２】ウェイクアップ信号受信機１１の搭載の有無、オンデマンド機能の有無、トポ
ロジー位置および給電可否の相互の関係を示す対応表を示す図である。
【図１３】各無線ノードの状態を定義する状態図である。
【図１４】バッテリによる給電、バッテリ残量および給電可否の対応関係を示す対応表を
示す図である。
【図１５】センサー搭載有無、常時監視タイプおよび給電可否の対応関係を示す対応表を
示す図である。
【図１６】アクチュエータ搭載有無、常時制御タイプおよび給電可否の対応関係を示す対
応表を示す図である。
【図１７】各無線ノードの状態を定義する別の状態図である。
【図１８】ウェイクアップ信号受信機への給電動作を説明するためのフローチャートであ
る。
【図１９】ウェイクアップ信号受信機への給電動作を説明するための別のフローチャート
である。
【図２０】ウェイクアップ信号受信機への給電動作を説明するための更に別のフローチャ
ートである。
【図２１】センサーへの給電動作を説明するためのフローチャートである。
【図２２】アクチュエータへの給電動作を説明するためのフローチャートである。
【図２３】図１に示す無線センサーネットワークにおけるセンサー値の転送動作を説明す
るためのフローチャートである。
【図２４】図１に示す無線センサーネットワーク１０におけるアクチュエータの制御動作
を説明するためのフローチャートである。
【図２５】ウェイクアップ信号受信機を備えていない無線ノードを含めて経路構築を行う
ときの動作を説明するためのフローチャートである。
【図２６】無線センサーネットワークがウェイクアップ信号受信機を備えていない無線ノ
ードを含む場合のセンサー値の送信方法を説明するための図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同一また
は相当部分には同一符号を付してその説明は繰返さない。
【００２２】
　図１は、この発明の実施の形態による無線センサーネットワークの概略図である。図１
を参照して、この発明の実施の形態による無線センサーネットワーク１０は、無線ノード
１～６と、サーバ７と、表示端末８とを備える。
【００２３】
　無線ノード１～６およびサーバ７は、無線通信空間に配置される。サーバ７は、パーソ
ナルコンピュータ７１と、無線ノード７２とを含む。
【００２４】
　無線ノード１～６，７２は、一定位置に固定され、または動物等の移動体に搭載される
。
【００２５】
　無線ノード１～６，７２は、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１５．４ｇに対応した９２０Ｍ
Ｈｚ帯で無線通信を行う。
【００２６】
　無線ノード１～６，７２は、後述する方法によって、ＲＰＬ：ＩＰｖ６　Ｒｏｕｔｉｎ
ｇ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｆｏｒ　Ｌｏｗ－Ｐｏｗｅｒ　ａｎｄ　Ｌｏｓｓｙ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋｓ（ＲＦＣ６５５０）を用いて各無線ノード１～６からサーバ７（無線ノード７２）
までの経路を構築する。また、無線ノード１～６，７２は、後述する方法によって、ＲＰ
Ｌを用いて各無線ノード１～６からサーバ７（無線ノード７２）までの経路を維持する。
【００２７】
　そして、無線ノード１～６の各々は、センサーを備える場合、センサーによってセンサ
ー値を検出し、その検出したセンサー値をサーバ７（無線ノード７２）へ送信する。また
、無線ノード１～６の各々は、アクチュエータを備える場合、アクチュエータを制御する
ための制御指示をサーバ７から受信し、その受信した制御指示に従ってアクチュエータを
動作させる。
【００２８】
　この場合、無線ノード１～６の各々は、後述する方法によって、他の無線ノードから受
信したセンサー値を転送し、サーバ７または他の無線ノードから受信した制御指示を転送
する。
【００２９】
　無線ノード７２は、無線ノード１～６からセンサー値を受信し、その受信したセンサー
値をパーソナルコンピュータ７１へ出力する。
【００３０】
　無線ノード７２は、パーソナルコンピュータ７１からアクチュエータを制御するための
制御指示を受け、その受けた制御指示を無線ノード１～６へ送信する。
【００３１】
　パーソナルコンピュータ７１は、無線ノード７２からセンサー値を受け、その受けたセ
ンサー値を記憶する。そして、パーソナルコンピュータ７１は、その記憶したセンサー値
をＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）またはＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ
　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を介して表示端末８へ送信して表示する。
【００３２】
　パーソナルコンピュータ７１は、アクチュエータを制御するための制御指示を表示端末
８から受信し、その受信した制御指示を無線ノード７２へ出力する。
【００３３】
　表示端末８は、ＬＡＮまたはＷＬＡＮを介してセンサー値を受け、その受けたセンサー
値を表示する。また、表示端末８は、アクチュエータの制御指示を外部から受け、その受
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けた制御指示をＬＡＮまたはＷＬＡＮを介してパーソナルコンピュータ７１へ送信する。
【００３４】
　図２は、図１に示す無線ノード１の構成を示す概略図である。図２を参照して、無線ノ
ード１は、ウェイクアップ信号受信機１１と、無線通信モジュール１２と、ホストシステ
ム１３と、タイマー１４と、センサー１５と、アクチュエータ１６と、電源１７とを含む
。ホストシステム１３は、ノード制御部１３１と、休止状態制御部１３２とを含む。
【００３５】
　無線ノード１は、スリープ状態と、起動状態とを有する。スリープ状態および起動状態
の定義については、後述する。
【００３６】
　ウェイクアップ信号受信機１１は、電源１７から供給された電力によって駆動される。
ウェイクアップ信号受信機１１は、ウェイクアップ信号を受信し、その受信したウェイク
アップ信号を復調してウェイクアップＩＤを抽出する。
【００３７】
　ウェイクアップ信号受信機１１は、無線ノード１のウェイクアップＩＤを予め保持して
いる。そして、ウェイクアップ信号受信機１１は、その抽出したウェイクアップＩＤが無
線ノード１のウェイクアップＩＤに一致するか否かを判定する。
【００３８】
　ウェイクアップ信号受信機１１は、抽出したウェイクアップＩＤが無線ノード１のウェ
イクアップＩＤに一致すると判定したとき、起動信号ＤＲＶを生成し、その生成した起動
信号ＤＲＶをホストシステム１３へ出力する。
【００３９】
　一方、ウェイクアップ信号受信機１１は、抽出したウェイクアップＩＤが無線ノード１
のウェイクアップＩＤに一致しないと判定したとき、抽出したウェイクアップＩＤを破棄
し、ホストシステム１３へ何も出力しない。
【００４０】
　ウェイクアップ信号受信機１１は、電源１７からの電力の供給が停止されると、動作を
停止する。
【００４１】
　無線通信モジュール１２は、電源１７から供給された電力によって駆動される。無線通
信モジュール１２は、制御パケットまたはデータパケットを受信する。データパケットは
、センサー値または制御指示を含む。無線通信モジュール１２は、制御パケットまたはデ
ータパケットを受信すると、その受信した制御パケットまたはデータパケットを復調して
ホストシステム１３へ出力する。また、無線通信モジュール１２は、ウェイクアップＩＤ
をホストシステム１３から受け、その受けたウェイクアップＩＤを含むウェイクアップ信
号を生成する。そして、無線通信モジュール１２は、その生成したウェイクアップ信号を
変調して送信する。更に、無線通信モジュール１２は、制御パケットまたはデータパケッ
トをホストシステム１３から受け、その受けた制御パケットまたはデータパケットを変調
して送信する。
【００４２】
　ホストシステム１３は、電源１７から供給された電力によって駆動される。この場合、
ホストシステム１３は、起動状態において、例えば、５ｍＷの電力Ｗ１で動作し、低消費
電力状態において、例えば、５μＷの電力Ｗ２で動作する。
【００４３】
　ホストシステム１３は、ＥＳＳＩＤまたはＰＡＮＩＤまたは送信先のＭＡＣアドレスを
予め保持している。
【００４４】
　ホストシステム１３は、ウェイクアップ信号受信機１１から起動信号ＤＲＶを受けたと
き、またはタイマー１４からの割込み制御によって起動状態へ移行する時刻になったとき
、無線ノード１を起動状態へ移行させるための指示信号ＣＯＭ１を生成して電源１７へ出
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力する。その後、ホストシステム１３は、電源１７から電力Ｗ１を受けると、起動状態へ
移行する。
【００４５】
　ホストシステム１３のノード制御部１３１は、起動状態において、ＥＳＳＩＤまたはＰ
ＡＮＩＤまたは送信先のＭＡＣアドレスのハッシュ値を演算して、他の無線ノードまたは
サーバ７（＝無線ノード７２）をスリープ状態から起動状態へ移行させるためのウェイク
アップＩＤを生成する。ノード制御部１３１は、その生成したウェイクアップＩＤを無線
通信モジュール１２へ出力する。その後、ノード制御部１３１は、制御パケットＤＩＯを
生成して無線通信モジュール１２へ出力し、または無線通信モジュール１２から制御パケ
ットＤＩＯを受ける。そして、ノード制御部１３１は、その受けた制御パケットＤＩＯを
処理し、その受けた制御パケットＤＩＯに対する応答である制御パケットＤＡＯを生成し
て無線通信モジュール１２へ出力する。そうすると、ノード制御部１３１は、無線ノード
１をスリープ状態へ移行させるための指示信号ＣＯＭ２を生成して電源１７へ出力する。
その後、ホストシステム１３は、電源１７から電力Ｗ２を受けるので、低消費電力状態へ
移行する。
【００４６】
　また、ノード制御部１３１は、起動状態において、センサー１５からセンサー値を受け
ると、ＥＳＳＩＤまたはＰＡＮＩＤまたは送信先のＭＡＣアドレスのハッシュ値を演算し
て、他の無線ノードまたはサーバ７（＝無線ノード７２）をスリープ状態から起動状態へ
移行させるためのウェイクアップＩＤを生成する。その後、ノード制御部１３１は、ウェ
イクアップＩＤを無線通信モジュール１２へ出力する。そして、ノード制御部１３１は、
センサー値を含むデータパケットを生成して無線通信モジュール１２へ出力する。そうす
ると、ノード制御部１３１は、指示信号ＣＯＭ２を生成して電源１７へ出力する。その後
、ホストシステム１３は、電源１７から電力Ｗ２を受けるので、低消費電力状態へ移行す
る。
【００４７】
　更に、ノード制御部１３１は、起動状態において、無線通信モジュール１２からデータ
パケットを受ける。そして、ノード制御部１３１は、その受けたデータパケットを処理し
、その処理したデータパケットを無線通信モジュール１２へ出力する。そうすると、ノー
ド制御部１３１は、指示信号ＣＯＭ２を電源１７へ出力する。その後、ホストシステム１
３は、電源１７から電力Ｗ２を受けるので、低消費電力状態へ移行する。
【００４８】
　更に、ノード制御部１３１は、起動状態において、無線通信モジュール１２から制御指
示を受ける。そして、ノード制御部１３１は、その受けた制御指示に従ってアクチュエー
タ１６を制御する。その後、ノード制御部１３１は、アクチュエータ制御応答を生成して
無線通信モジュール１２へ出力する。そうすると、ノード制御部１３１は、指示信号ＣＯ
Ｍ２を電源１７へ出力する。その後、ホストシステム１３は、電源１７から電力Ｗ２を受
けるので、低消費電力状態へ移行する。
【００４９】
　休止状態制御部１３２は、経路情報とオンデマンド機能の有無とに基づいてスリープ状
態を管理する。
【００５０】
　タイマー１４は、電源１７から電力を常時受け、常時動作している。タイマー１４は、
無線ノード１の起動予告時刻が予め設定されている。そして、タイマー１４は、時間を計
測し、その計測した時間が起動予告時刻になると、起動予告時刻をノード制御部１３１へ
出力する。
【００５１】
　センサー１５は、電源１７から供給された電力によって駆動される。そして、センサー
１５は、センサー値を検出し、その検出したセンサー値をノード制御部１３１へ出力する
。なお、センサー値は、例えば、温度、湿度、照度、電力、人感、ＣＯ２濃度および放射
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線量等である。
【００５２】
　アクチュエータ１６は、電源１７から供給される電力によって駆動される。そして、ア
クチュエータ１６は、ノード制御部１３１からの制御に従って動作を行う。
【００５３】
　無線ノード１は、図２において、センサー１５を削除した構成からなっていてもよく、
アクチュエータ１６を削除した構成からなっていてもよく、ウェイクアップ信号受信機１
１を削除した構成からなっていてもよい。即ち、無線ノード１は、ウェイクアップ信号受
信機１１、センサー１５およびアクチュエータ１６のうち、ウェイクアップ信号受信機１
１、またはセンサー１５、またはウェイクアップ信号受信機１１およびアクチュエータ１
６を少なくとも備える構成からなっていればよい。
【００５４】
　なお、図１に示す無線ノード２～６，７２の各々も、図２において説明した無線ノード
１と同じ構成からなる。
【００５５】
　そして、無線センサーネットワーク１０においては、ウェイクアップ信号受信機１１、
センサー１５およびアクチュエータ１６を備える無線ノード、ウェイクアップ信号受信機
１１、センサー１５およびアクチュエータ１６のうち、ウェイクアップ信号受信機１１お
よびアクチュエータ１６を備える無線ノード、ウェイクアップ信号受信機１１、センサー
１５およびアクチュエータ１６のうち、センサー１５のみを備える無線ノードおよびウェ
イクアップ信号受信機１１を備えない無線ノード等が混在していてもよい。
【００５６】
　図３は、図１に示すサーバ７の構成を示す概略図である。図３を参照して、サーバ７は
、パーソナルコンピュータ７１と、無線ノード７２と、ＲＳ－２３２Ｃ７３，７４と含む
。
【００５７】
　パーソナルコンピュータ７１は、ＲＳ－２３２Ｃ７３，７４によって無線ノード７２に
接続される。パーソナルコンピュータ７１は、ＲＳ－２３２Ｃ７３を介して制御指示等を
無線ノード７２へ出力し、ＲＳ－２３２Ｃ７４を介してセンサー値等を無線ノード７２か
ら受ける。なお、無線ノード７２のホストシステム１６がＲＳ－２３２Ｃ７３，７４に接
続される。
【００５８】
　図４は、図３に示すパーソナルコンピュータ７１の構成を示す概略図である。図４を参
照して、パーソナルコンピュータ７１は、Ｗｅｂサーバ７１１と、データベース７１２と
を含む。
【００５９】
　Ｗｅｂサーバ７１１は、ＲＳ－２３２Ｃ７４を介して無線ノード７２から送信元のアド
レスとセンサー値とを受け、その受けた送信元のアドレスおよびセンサー値を相互に対応
付けてデータベース７１２に格納する。
【００６０】
　Ｗｅｂサーバ７１１は、ＬＡＮまたはＷＬＡＮを介して表示端末８からセンサー値の閲
覧要求を受け、またはＬＡＮまたはＷＬＡＮを介して表示端末８の表示画面に描画する。
【００６１】
　データベース７１２は、センサー値を送信元のアドレスに対応付けて記憶する。
【００６２】
　図５は、制御パケットＤＩＯの構成図である。図５を参照して、制御パケットＤＩＯは
、ｒｏｏｔのアドレスと、送信先と、送信元と、ＩＤ格納部と、Ｒａｎｋと、ＤＴＳＮと
を含む。
【００６３】
　ｒｏｏｔのアドレスは、サーバ７のアドレス、即ち、無線ノード７２のアドレスからな
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る。
【００６４】
　送信先は、制御パケットＤＩＯの送信先の無線ノードのアドレスからなる。送信元は、
制御パケットＤＩＯを生成した無線ノードのアドレスからなる。ＩＤ格納部は、ＥＳＳＩ
ＤまたはＰＡＮＩＤからなる。Ｒａｎｋは、２５６×ｎ（ｎは、正の整数）からなり、サ
ーバ７（＝無線ノード７２）からのホップ数が１ホップ増加するごとに“２５６”づつ増
加する。そして、Ｒａｎｋは、数値が小さい程、ｒｏｏｔに近いことを表わす。ＤＴＳＮ
は、正の整数からなり、１つの無線ノード（＝サーバ７の無線ノード７２および無線ノー
ド１～６のいずれか）が新たな制御パケットＤＩＯを生成するごとに“１”づつ増加する
。ＤＴＳＮは、各無線ノード１～６が同じ無線ノードから制御パケットＤＩＯを受信した
場合に、制御パケットＤＡＯを送信するか否かの判定基準になる。より具体的には、各無
線ノード１～６は、同じ無線ノードから制御パケットＤＩＯを受信した場合に、その受信
した制御パケットＤＩＯのＤＴＳＮが、以前に受信した制御パケットＤＩＯのＤＴＳＮよ
りも増加していると判定したとき、制御パケットＤＡＯを送信し、受信した制御パケット
ＤＩＯのＤＴＳＮが、以前に受信した制御パケットＤＩＯのＤＴＳＮよりも増加していな
いと判定したとき、制御パケットＤＡＯを送信しない。そして、ＤＴＳＮが増加している
ことは、親ノードが変更されたことに相当する。
【００６５】
　図６は、制御パケットＤＡＯの構成図である。図６を参照して、制御パケットＤＡＯは
、親ノードのアドレスと、送信元と、ＤＡＯＳｅｑｕｅｎｃｅとを含む。
【００６６】
　親ノードのアドレスは、制御パケットＤＡＯを生成する無線ノードよりも１ホップだけ
ｒｏｏｔ側に存在し、制御パケットＤＡＯを生成する無線ノードが無線通信可能な全ての
無線ノードのアドレスからなる。
【００６７】
　送信元は、制御パケットＤＡＯを生成する無線ノードのアドレスからなる。ＤＡＯＳｅ
ｑｕｅｎｃｅは、制御パケットＤＡＯのシーケンス番号である。そして、ＤＡＯＳｅｑｕ
ｅｎｃｅの初期値は、“２４０”である。ＤＡＯＳｅｑｕｅｎｃｅは、“０”～“２５５
”の範囲の整数からなる。ＤＡＯＳｅｑｕｅｎｃｅは、新たな制御パケットＤＡＯが送信
される毎にインクリメントされる。ＤＡＯＳｅｑｕｅｎｃｅが“１２８”よりも小さい場
合、最大値は、“１２７”であり、ＤＡＯＳｅｑｕｅｎｃｅが“１２８”以上である場合
、最大値は、“２５５”である。ＤＡＯＳｅｑｕｅｎｃｅは、“２５５”の次に、“０”
になり、その後、“１”づつインクリメントされる。
【００６８】
　制御パケットＤＡＯが新しいか否かは、次の方法によって決定される。ここでは、比較
する２つのＤＡＯＳｅｑｕｅｎｃｅをそれぞれＡ，Ｂとする。
【００６９】
　（ｉ）Ａが“１２８”～“２５５”であり、Ｂが“０”～“１２７”である場合
　・（２５６＋Ｂ－Ａ）がＳＥＱＵＥＮＣＥ＿ＷＩＮＤＯＷ（＝１６）以下である場合、
Ａは、Ｂよりも小さい。
【００７０】
　・（２５６＋Ｂ－Ａ）がＳＥＱＵＥＮＣＥ＿ＷＩＮＤＯＷ（＝１６）よりも大きい場合
、Ｂは、Ａよりも小さい。
【００７１】
　そして、大きい方（ＡまたはＢ）を有する制御パケットＤＡＯが新しいと判定される。
【００７２】
　（ｉｉ）両方の値が“１２７”以下、または“１２８”以上である場合
　・２つの値の差の絶対値がＳＥＱＵＥＮＣＥ＿ＷＩＮＤＯＷ（＝１６）以下である場合
、比較結果がそのまま結果となる。
【００７３】
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　・２つの値の差の絶対値がＳＥＱＵＥＮＣＥ＿ＷＩＮＤＯＷ（＝１６）よりも大きい場
合、同期されていないと判定され、２つのＡ，Ｂは、比較できないと判定される。
【００７４】
　この場合、受信した制御パケットＤＡＯが最新であると判定しないか、最後に受信した
ＤＡＯＳｅｑｕｅｎｃｅを有する制御パケットＤＡＯを最新であると判定してもよい。
【００７５】
　図７は、ルーティングテーブルの構成図である。図７を参照して、ルーティングテーブ
ルＲＴは、送信先と、次の無線ノードと、ホップ数と、Ｒａｎｋとを含む。送信先、次の
無線ノード、ホップ数およびＲａｎｋは、相互に対応付けられる。
【００７６】
　送信先は、ウェイクアップ信号、制御パケットＤＩＯ，ＤＡＯ，ＤＩＳおよびデータパ
ケット等の受信先の無線ノードのＭＡＣアドレスＭＡＣａｄｄからなる。次の無線ノード
は、送信先までの経路上においてルーティングテーブルＲＴを保持する無線ノードに送信
先側で隣接する無線ノードのＭＡＣアドレスＭＡＣａｄｄ＿ＮＢからなる。
【００７７】
　ホップ数は、ルーティングテーブルＲＴを保持する無線ノードから送信先の無線ノード
までのホップ数ｈからなる。Ｒａｎｋは、送信先の無線ノードのサーバ７に対する近さの
程度を示し、ｒ＝２５６×ｎ（＝２５６，５１２，７６８，・・・）からなる。
【００７８】
　図８は、図１に示す無線センサーネットワーク１０における無線ノード１，２、サーバ
７および表示端末８の配置状態を示す図である。
【００７９】
　図８を参照して、無線ノード７２，１，２は、それぞれ、電波範囲ＲＥＧ１～ＲＥＧ３
を有する。無線ノード７２は、２つの電波範囲ＲＥＧ１，ＲＥＧ２が重なった領域に存在
する。無線ノード１は、３つの電波範囲ＲＥＧ１～ＲＥＧ３が重なった領域に存在する。
無線ノード２は、２つの電波範囲ＲＥＧ２，ＲＥＧ３が重なった領域に存在する。
【００８０】
　このように、自己の電波範囲がサーバ７まで届かない無線ノードが存在する状態におい
て、各無線ノード１～６からサーバ７までの経路の構築が行われる。
【００８１】
　経路の構築方法について説明する。図９は、経路を構築するときの動作を説明するため
のフローチャートである。図９を参照して、経路を構築する動作が開始されると、サーバ
７の無線ノード７２において、ノード制御部１３１は、タイマー１４から起動予告時刻を
受けると、指示信号ＣＯＭ１を生成して電源１７へ出力する。そして、無線ノード７２は
、起動状態へ移行する。そうすると、ノード制御部１３１は、無線通信モジュール１２が
送信するウェイクアップ信号のウェイクアップＩＤとしてブロードキャストＩＤを選択す
る。そして、ノード制御部１３１は、その選択したブロードキャストＩＤを無線通信モジ
ュール１２へ出力する。なお、ブロードキャストＩＤは、電波範囲内の全ての無線ノード
を起動状態へ移行させるためのＩＤである。
【００８２】
　無線ノード７２の無線通信モジュール１２は、ブロードキャストＩＤを受けると、その
受けたブロードキャストＩＤを含むウェイクアップ信号ＷｕＳを生成し、その生成したウ
ェイクアップ信号ＷｕＳをブロードキャストする（ステップＳ１）。
【００８３】
　無線ノード１のウェイクアップ信号受信機１１は、ウェイアップ信号ＷｕＳを受信し、
その受信したウェイクアップ信号ＷｕＳを復調してブロードキャストＩＤを取得する。そ
うすると、無線ノード１のウェイクアップ信号受信機１１は、ブロードキャストＩＤが、
予め保持したウェイクアップＩＤ（＝ブロードキャストＩＤ）に一致すると判定し、起動
信号ＤＲＶを生成してホストシステム１３へ出力する。
【００８４】
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　無線ノード１のホストシステム１３において、ノード制御部１３１は、起動信号ＤＲＶ
をウェイクアップ信号受信機１１から受けると、指示信号ＣＯＭ１を生成して電源１７へ
出力する。無線ノード１の電源１７は、指示信号ＣＯＭ１に応じて、ウェイクアップ信号
受信機１１への電力の供給を停止し、電力Ｗ１をホストシステム１３へ供給し、駆動に必
要な電力を無線通信モジュール１２およびセンサー１５等へ供給する。これによって、無
線ノード１は、スリープ状態から起動状態へ移行する（ステップＳ２）。
【００８５】
　その後、無線ノード１のノード制御部１３１は、無線ノード１のアドレスＭＡＣａｄｄ
１を含む起動通知を生成し、その生成した起動通知を無線通信モジュール１２へ出力する
。そして、無線ノード１の無線通信モジュール１２は、起動通知をノード制御部１３１か
ら受け、その受けた起動通知をブロードキャストする。
【００８６】
　無線ノード７２において、無線通信モジュール１２は、起動通知を受信する。そして、
無線ノード７２において、ホストシステム１３のノード制御部１３１は、無線通信モジュ
ール１２から起動通知を受け、無線ノード１が起動したことを検知する。
【００８７】
　そうすると、無線ノード７２のノード制御部１３１は、サーバ７（＝無線ノード７２）
のアドレスＭＡＣａｄｄ７２からなるｒｏｏｔのアドレスと、無線ノード１のＭＡＣアド
レスＭＡＣａｄｄ１からなる送信先と、サーバ７（＝無線ノード７２）のアドレスＭＡＣ
ａｄｄ７２からなる送信元と、ＥＳＳＩＤまたはＰＡＮＩＤからなるＩＤ格納部と、２５
６からなるＲａｎｋと、１からなるＤＴＳＮとを含むＤＩＯ１＝［ＭＡＣａｄｄ７２／Ｍ
ＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ７２／ＥＳＳＩＤ／２５６／１］を生成し、その生成したＤ
ＩＯ１＝［ＭＡＣａｄｄ７２／ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ７２／ＥＳＳＩＤ／２５６
／１］を無線通信モジュール１２へ出力する。無線ノード７２の無線通信モジュール１２
は、ＤＩＯ１＝［ＭＡＣａｄｄ７２／ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ７２／ＥＳＳＩＤ／
２５６／１］を変調し、その変調したＤＩＯ１＝［ＭＡＣａｄｄ７２／ＭＡＣａｄｄ１／
ＭＡＣａｄｄ７２／ＥＳＳＩＤ／２５６／１］を送信する（ステップＳ３）。
【００８８】
　その後、無線ノード７２のノード制御部１３１は、指示信号ＣＯＭ２を生成して電源１
７へ出力する。無線ノード７２の電源１７は、指示信号ＣＯＭ２に応じて、電力Ｗ２をホ
ストシステム１３へ供給し、駆動に必要な電力をウェイクアップ信号受信機１１へ供給し
、無線通信モジュール１２、センサー１５およびアクチュエータ１６への電力の供給を停
止する。これによって、無線ノード７２は、起動状態からスリープ状態へ移行する。
【００８９】
　一方、無線ノード１の無線通信モジュール１２は、ＤＩＯ１＝［ＭＡＣａｄｄ７２／Ｍ
ＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ７２／ＥＳＳＩＤ／２５６／１］を受信し（ステップＳ４）
、その受信したＤＩＯ１＝［ＭＡＣａｄｄ７２／ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ７２／Ｅ
ＳＳＩＤ／２５６／１］をノード制御部１３１へ出力する。
【００９０】
　無線ノード１のノード制御部１３１は、ＤＩＯ１＝［ＭＡＣａｄｄ７２／ＭＡＣａｄｄ
１／ＭＡＣａｄｄ７２／ＥＳＳＩＤ／２５６／１］を無線通信モジュール１２から受け、
その受けたＤＩＯ１＝［ＭＡＣａｄｄ７２／ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ７２／ＥＳＳ
ＩＤ／２５６／１］の先頭のアドレスＭＡＣａｄｄ７２を参照して、ｒｏｏｔがサーバ７
（＝無線ノード７２）であることを検知する。また、無線ノード１のノード制御部１３１
は、ＤＩＯ１の２個目のアドレスＭＡＣａｄｄ１を参照して、ＤＩＯ１の送信先が無線ノ
ード１であることを検知する。更に、無線ノード１のノード制御部１３１は、ＤＩＯ１の
３個目のアドレスＭＡＣａｄｄ７２を参照してＤＩＯ１の送信元がサーバ７（＝無線ノー
ド７２）であることを検知する。更に、無線ノード１のノード制御部１３１は、“２５６
”からなるＲａｎｋおよび“１”からなるＤＴＳＮをＤＩＯ１から取り出して保持する。
そして、無線ノード１のノード制御部１３１は、“２５６”からなるＲａｎｋに基づいて
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、サーバ７から無線ノード１までのホップ数が“１”であることを検知する。“２５６”
のＲａｎｋは、Ｒａｎｋの最小値であり、無線ノード１は、その最小値である“２５６”
からなるＲａｎｋをサーバ７から直接受信したからである。また、無線ノード１のノード
制御部１３１は、サーバ７が最小のＲａｎｋを有するので、サーバ７が無線ノード１の親
ノードであることを検知する。
【００９１】
　そうすると、無線ノード１のノード制御部１３１は、ルーティングテーブルＲＴの送信
先にＭＡＣａｄｄ７２を格納し、次の無線ノードにＭＡＣａｄｄ７２を格納し、ホップ数
に“１”を格納し、Ｒａｎｋに“２５６”を格納する。そして、無線ノード１のノード制
御部１３１は、“２５６”のＲａｎｋに基づいて、無線ノード１のＲａｎｋが“５１２”
からなることを検知し、“５１２”のＲａｎｋを保持する。
【００９２】
　その後、無線ノード１のノード制御部１３１は、ＤＩＯを最初に受信したので、“１”
からなるＤＴＳＮに基づいて、ＤＴＳＮが増加したことを検知し、ＤＡＯを送信すると判
定する。
【００９３】
　そうすると、無線ノード１のノード制御部１３１は、無線通信モジュール１２が送信す
るウェイクアップ信号のウェイクアップＩＤとしてユニキャストＩＤを生成する。なお、
ユニキャストＩＤは、電波範囲内の特定の無線ノードを起動させるためのＩＤである。
【００９４】
　ＤＡＯは、サーバ７（＝無線ノード７２）へ送信されるので、ノード制御部１３１は、
ＤＩＯ１に含まれるＭＡＣａｄｄ７２に基づいて、上述した方法によってユニキャストＩ
Ｄを生成する。
【００９５】
　そして、無線ノード１のノード制御部１３１は、その生成したユニキャストＩＤを無線
通信モジュール１２へ出力する。
【００９６】
　無線ノード１の無線通信モジュール１２は、ユニキャストＩＤを受け、その受けたユニ
キャストＩＤを含むウェイクアップ信号ＷｕＳを生成し、その生成したウェイクアップ信
号ＷｕＳをユニキャストする（ステップＳ５）。
【００９７】
　無線ノード７２のウェイクアップ信号受信機１１は、ウェイクアップ信号ＷｕＳを受信
し、その受信したウェイクアップ信号ＷｕＳを復調してユニキャストＩＤを取得する。そ
して、無線ノード７２のウェイクアップ信号受信機１１は、ユニキャストＩＤが、予め保
持したウェイクアップＩＤに一致すると判定し、起動信号ＤＲＶを生成してホストシステ
ム１３へ出力する。
【００９８】
　無線ノード７２のノード制御部１３１は、起動信号ＤＲＶをウェイクアップ信号受信機
１１から受けると、指示信号ＣＯＭ１を生成して電源１７へ出力する。無線ノード７２の
電源１７は、指示信号ＣＯＭ１に応じて、ウェイクアップ信号受信機１１への電力の供給
を停止し、電力Ｗ１をホストシステム１３へ供給し、駆動に必要な電力を無線通信モジュ
ール１２およびセンサー１５等へ供給する。これによって、無線ノード７２は、スリープ
状態から起動状態へ移行する（ステップＳ６）。
【００９９】
　その後、無線ノード７２は、無線ノード１と同じ方法によって起動通知を生成してブロ
ードキャストする。
【０１００】
　そうすると、無線ノード１のノード制御部１３１は、無線ノード７２から送信された起
動通知に応じて、ＭＡＣアドレスＭＡＣａｄｄ７２からなる親ノードのアドレスと、ＭＡ
ＣアドレスＭＡＣａｄｄ１からなる送信元と、“１”からなるＤＡＯＳｅｑｕｅｎｃｅと
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を含むＤＡＯ１＝［ＭＡＣａｄｄ７２／ＭＡＣａｄｄ１／１］を生成して無線通信モジュ
ール１２へ出力する。
【０１０１】
　そして、無線ノード１の無線通信モジュール１２は、ＤＡＯ１＝［ＭＡＣａｄｄ７２／
ＭＡＣａｄｄ１／１］を変調し、その変調したＤＡＯ１＝［ＭＡＣａｄｄ７２／ＭＡＣａ
ｄｄ１／１］を送信する（ステップＳ７）。
【０１０２】
　その後、無線ノード１は、上述した無線ノード７２と同じ動作によって起動状態からス
リープ状態へ移行する。
【０１０３】
　無線ノード７２の無線通信モジュール１２は、ＤＡＯ１＝［ＭＡＣａｄｄ７２／ＭＡＣ
ａｄｄ１／１］を受信し（ステップＳ８）、その受信したＤＡＯ１＝［ＭＡＣａｄｄ７２
／ＭＡＣａｄｄ１／１］をノード制御部１３１へ出力する。
【０１０４】
　無線ノード７２のノード制御部１３１は、無線通信モジュール１２からＤＡＯ１＝［Ｍ
ＡＣａｄｄ７２／ＭＡＣａｄｄ１／１］を受ける。そして、無線ノード７２のノード制御
部１３１は、ＤＡＯ１の先頭のアドレスＭＡＣａｄｄ７２および２番目のアドレスＭＡＣ
ａｄｄ１を参照して、無線ノード１がサーバ７の子ノードであることを検知する。無線ノ
ード７２は、無線ノード１からＤＡＯ１を直接受信したからである。そうすると、無線ノ
ード７２のノード制御部１３１は、ルーティングテーブルＲＴの送信先および次の無線ノ
ードにアドレスＭＡＣａｄｄ１を格納し、ホップ数に“１”を格納し、Ｒａｎｋに“５１
２”を格納する。この場合、無線ノード７２のノード制御部１３１は、ＤＡＯ１を無線ノ
ード１から直接受信したので、サーバ７から無線ノード１までのホップ数が“１”である
ことが解る。また、無線ノード７２のノード制御部１３１は、サーバ７から無線ノード１
までのホップ数が“１”であるので、無線ノード１のＲａｎｋが“５１２”であることが
解る。
【０１０５】
　その後、無線ノード１は、ステップＳ１におけるサーバ７（＝無線ノード７２）の動作
と同じ動作を実行し、ウェイクアップ信号ＷｕＳをブロードキャストする（ステップＳ９
）。
【０１０６】
　そして、無線ノード２は、ステップＳ２における無線ノード１の動作と同じ動作によっ
てスリープ状態から起動状態へ移行し（ステップＳ１０）、アドレスＭＡＣａｄｄ２を含
む起動通知をブロードキャストする。
【０１０７】
　その後、無線ノード１は、起動通知を受信すると、ステップＳ３におけるサーバ７（＝
無線ノード７２）の動作と同じ動作によってＤＩＯを送信し（ステップＳ１１）、起動状
態からスリープ状態へ移行する。
【０１０８】
　無線ノード２は、ＤＩＯを受信し（ステップＳ１２）、その受信したＤＩＯに基づいて
、上述した無線ノード１と同じ方法によってルーティングテーブルＲＴに新たな経路の経
路情報を格納する。また、無線ノード２は、受信したＤＩＯに含まれるＲａｎｋ（＝５１
２）に基づいて、自己のＲａｎｋが“７６８”であることを検知し、“７６８”からなる
Ｒａｎｋを保持する。更に、無線ノード２は、受信したＤＩＯに含まれるＤＴＳＮの数値
が増加していることを検知し、ＤＡＯを送信すると判定する。
【０１０９】
　そうすると、無線ノード２は、ステップＳ５における無線ノード１の動作と同じ動作に
よってウェイクアップ信号ＷｕＳをユニキャストする（ステップＳ１３）。
【０１１０】
　無線ノード１は、ステップＳ２における動作と同じ動作によって、スリープ状態から起
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動状態へ移行し（ステップＳ１４）、無線ノード１のアドレスＭＡＣａｄｄ１を含む起動
通知をブロードキャストする。
【０１１１】
　無線ノード２は、起動通知を受信すると、ステップＳ７における動作と同じ動作によっ
てＤＡＯを送信する（ステップＳ１５）。その後、無線ノード２は、起動状態からスリー
プ状態へ移行する。
【０１１２】
　無線ノード１は、ＤＡＯを受信し（ステップＳ１６）、ＤＡＯに含まれるＤＡＯＳｅｑ
ｕｅｎｃｅに基づいて、上述した方法によって、受信したＤＡＯが最新であると判定し、
ＤＡＯを転送すべきと判定する。
【０１１３】
　そして、無線ノード１は、ステップＳ５の動作と同じ動作によってウェイクアップ信号
ＷｕＳを送信する（ステップＳ１７）。
【０１１４】
　そして、サーバ７の無線ノード７２は、ステップＳ６における動作と同じ動作によって
スリープ状態から起動状態へ移行し（ステップＳ１８）、無線ノード７２のアドレスＭＡ
Ｃａｄｄ７２を含む起動通知をブロードキャストする。
【０１１５】
　その後、無線ノード１は、起動通知を受信すると、ステップＳ６における動作と同じ動
作によってＤＡＯを送信する（ステップＳ１９）。
【０１１６】
　サーバ７の無線ノード７２は、ＤＡＯを受信し（ステップＳ２０）、ＤＡＯの親ノード
のアドレスがＭＡＣａｄｄ１からなり、送信元がＭＡＣアドレスＭＡＣａｄｄ２からなる
ので、ルーティングテーブルＲＴの送信先にＭＡＣアドレスＭＡＣａｄｄ２を格納し、次
の無線ノードにＭＡＣアドレスＭＡＣａｄｄ１を格納し、ホップ数に“２”を格納し、Ｒ
ａｎｋに“７６８”を格納してルーティングテーブルＲＴを更新する。なお、無線ノード
７２は、自己から無線ノード１までのホップ数が“１”であることが無線ノード１を送信
先とする経路に対応してルーティングテーブルＲＴに既に格納されており、無線ノード２
の親ノードが無線ノード１であるので、自己から無線ノード２までのホップ数が“２”で
あることを検知できる。また、無線ノード７２は、無線ノード１のＲａｎｋが“５１２”
であることが無線ノード１を送信先とする経路に対応してルーティングテーブルＲＴに既
に格納されており、無線ノード２の親ノードが無線ノード１であるので、無線ノード２の
Ｒａｎｋが“７６８”であることを検知できる。
【０１１７】
　以降、サーバ７（＝無線ノード７２）および無線ノード１～６は、上述した動作を繰り
返し実行し、サーバ７から各無線ノード１～６までの経路を確立し、その確立した経路の
経路情報を含むルーティングテーブルＲＴを作成する。そして、無線ノード７２は、その
作成したルーティングテーブルＲＴに基づいて、無線ノード１～６，７２のトポロジー状
態を示すトポロジー図を作成して保持する。
【０１１８】
　なお、図９に示すステップＳ１，Ｓ５，Ｓ９，Ｓ１３，Ｓ１７においては、ウェイクア
ップ信号ＷｕＳを複数回連続して送信するようにしてもよい。これにより、無線ノード１
～６，７２は、正確に、ウェイクアップ信号ＷｕＳを受信して起動状態へ移行できる。
【０１１９】
　図９に示すフローチャートにおいて、サーバ７の無線ノード７２は、ＤＩＯを送信する
場合、ウェイクアップ信号をブロードキャストして無線ノード１を起動状態へ移行させ、
その後、ＤＩＯを送信する（ステップＳ１～Ｓ３参照）。そして、無線ノード７２は、Ｄ
ＩＯの送信を完了すると、スリープ状態へ移行する。
【０１２０】
　また、無線ノード１は、ウェイクアップ信号に応じて起動状態へ移行すると、ＤＩＯを
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受信し、ＤＡＯを送信する場合、ウェイクアップ信号をユニキャストして無線ノード７２
を起動状態へ移行させ、その後、ＤＡＯを送信する（ステップＳ４，Ｓ５，Ｓ７参照）。
そして、無線ノード１は、ＤＡＯの送信を完了すると、スリープ状態へ移行する。
【０１２１】
　更に、無線ノード１は、ＤＩＯを送信する場合、ウェイクアップ信号をブロードキャス
トして無線ノード２を起動状態へ移行させ、その後、ＤＩＯを送信する（ステップＳ９～
Ｓ１１参照）。そして、無線ノード１は、ＤＩＯの送信を完了すると、スリープ状態へ移
行する。
【０１２２】
　更に、無線ノード２は、ウェイクアップ信号に応じて起動状態へ移行すると、ＤＩＯを
受信し、ＤＡＯを送信する場合、ウェイクアップ信号をユニキャストして無線ノード１を
起動状態へ移行させ、その後、ＤＡＯを送信する（ステップＳ１２，Ｓ１３，Ｓ１５参照
）。そして、無線ノード２は、ＤＡＯの送信を完了すると、スリープ状態へ移行する。
【０１２３】
　更に、無線ノード１は、ウェイクアップ信号に応じて起動状態へ移行すると、ＤＡＯを
受信し、ＤＡＯを転送する場合、ウェイクアップ信号をユニキャストしてサーバ７の無線
ノード７２を起動状態へ移行させ、その後、ＤＡＯを送信する（ステップＳ１６，Ｓ１７
，Ｓ１９参照）。そして、無線ノード１は、ＤＡＯの送信を完了すると、スリープ状態へ
移行する。
【０１２４】
　このように、無線ノード１，２，７２の各々は、起動状態へ移行すると、必要な動作を
行った後、スリープ状態へ移行する。そして、起動状態においては、無線ノード１は、無
線ノード２から受信したＤＡＯの転送が必要な場合、ＤＡＯの送信を完了した後にスリー
プ状態へ移行する。その結果、無線ノード２から送信されたＤＡＯは、迅速にサーバ７へ
届けられる。つまり、各無線ノード１，２，７２は、必要な場合のみ起動状態へ移行して
必要な動作を行った後、スリープ状態へ移行する。
【０１２５】
　従って、各無線ノード１～６，７２の消費電力を低減できる。
【０１２６】
　図１０は、図９に示すフローチャートに従って構築されるトポロジーの例を示す図であ
る。
【０１２７】
　図１０を参照して、図９に示すステップＳ１～Ｓ８が実行されることにより、無線ノー
ド１がサーバ７に接続される（図１０の（ａ）参照）。
【０１２８】
　その後、図９に示すステップＳ９～Ｓ２０が実行されることにより、無線ノード２が無
線ノード１に接続される（図１０の（ｂ）参照）。
【０１２９】
　そして、図９に示すステップＳ１～ステップＳ２０が繰り返し実行されることにより、
無線ノード３がサーバ７に接続され（図１０の（ｃ）参照）、無線ノード４が無線ノード
３に接続され、無線ノード５が無線ノード３に接続され、無線ノード６が無線ノード４に
接続される（図１０の（ｄ）参照）。
【０１３０】
　ｒｏｏｔノードである無線ノード７２がルーティングテーブルＲＴを作成する場合、無
線ノード７２は、無線ノード１～６の各々が作成した制御パケットＤＡＯを受信し、その
制御パケットＤＡＯには、制御パケットＤＡＯを作成した無線ノード（＝無線ノード１～
６のいずれか）の親ノードのアドレスが格納されている。従って、無線ノード７２は、無
線ノード１～６の各々が作成した制御パケットＤＡＯを順次受信することによって、図１
０の（ｄ）に示すトポロジーを把握できる。
【０１３１】
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　このように、無線センサーネットワーク１０においては、ループ状の経路が存在せず、
かつ、ツリー構造のトポロジーがＲＰＬに従って構築される。
【０１３２】
　そして、サーバ７の無線ノード７２がｒｏｏｔであり、無線ノード１，３の親ノードが
無線ノード７２である。また、無線ノード１は、無線ノード２の親ノードであり、無線ノ
ード３は、無線ノード４，５の親ノードである。更に、無線ノード４は、無線ノード６の
親ノードである。
【０１３３】
　一方、無線ノード１，３は、無線ノード７２の子ノードであり、無線ノード４，５は、
無線ノード３の子ノードであり、無線ノード６は、無線ノード４の子ノードである。
【０１３４】
　その結果、無線ノード７２は、２つの無線ノード１，３を子ノードとして持ち、無線ノ
ード１は、１つの無線ノード２を子ノードとして持ち、無線ノード３は、２つの無線ノー
ド４，５を子ノードとして持ち、無線ノード４は、１つの無線ノード６を子ノードとして
持つ。
【０１３５】
　このように、無線ノード１～６，７２は、ＲＰＬに従って、各無線ノードの親ノードが
１個であるようにトポロジーを構築する。
【０１３６】
　また、同じ値からなるＲａｎｋを含む複数のＤＩＯを受信した場合、各無線ノードは、
単位時間当たりに送受信されるＤＩＯの送受信数である送受信確率を演算し、その演算し
た送受信確率が最大であるＤＩＯを送信した無線ノードを親ノードとして選択する。
【０１３７】
　図９に示すフローチャートは、定期的（例えば、３０分ごと）に実行され、または新た
な無線ノードが無線センサーネットワーク１０に参入したときに実行され、または各無線
ノード１～６の親ノードが変更または削除されたときに実行される。また、図９に示すフ
ローチャートは、トポロジーが変化したときに実行される。
【０１３８】
　新たな無線ノードが無線センサーネットワーク１０に参入した場合、新たに参入した無
線ノードは、ＤＩＯの送信要求であるＤＩＳをブロードキャストする。そして、ＤＩＳを
受信した無線ノードがＤＩＯを送信することによって図９に示すフローチャートが実行さ
れ、新たなトポロジーが構築される。
【０１３９】
　図１１は、図７に示すルーティングテーブルＲＴの具体例を示す図である。なお、図１
１に示すルーティングテーブルＲＴ－１は、図１０の（ｄ）に示す無線ノード４における
ルーティングテーブルＲＴである。
【０１４０】
　図１１を参照して、無線ノード４のルーティングテーブルＲＴ－１は、送信先として、
無線ノード３，６，７２を有する。送信先が無線ノード３（ＭＡＣａｄｄ３）である場合
、送信先に対応する「次の無線ノード」には、無線ノード３のＭＡＣアドレスＭＡＣａｄ
ｄ３が格納される。そして、送信先に対応する「ホップ数」には、“１”が格納される。
また、送信先に対応する「Ｒａｎｋ」には、“５１２”が格納される。
【０１４１】
　無線ノード４は、無線ノード３で生成された制御パケットＤＩＯを無線ノード３から受
信し、その受信した制御パケットＤＩＯに含まれる送信元が無線ノード３（＝ＭＡＣａｄ
ｄ３）であることを検知することにより、無線ノード３が自己に隣接する無線ノードであ
ること、および無線ノード３までのホップ数が“１”であることを検知する。また、無線
ノード４は、無線ノード３から受信した制御パケットＤＩＯに含まれる「Ｒａｎｋ」に“
５１２”が格納されていることを検知し、無線ノード３の「Ｒａｎｋ」が“５１２”であ
ることを検知する。従って、無線ノード４は、ルーティングテーブルＲＴ－１の第１行目
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の経路情報を作成できる。
【０１４２】
　また、無線ノード４は、無線ノード３から受信した制御パケットＤＩＯに含まれる「Ｒ
ａｎｋ」が“５１２”であり、制御パケットＤＩＯに含まれる「ｒｏｏｔのアドレス」が
ＭＡＣａｄｄ７２であることを検知すると、自己の「Ｒａｎｋ」が“７６８”（＝５１２
＋２５６）であることを検知する。そして、無線ノード４は、自己の「Ｒａｎｋ」が“７
６８”であり、「Ｒａｎｋ」は、１ホップごとに“２５６”づつ増加するので、“７６８
”を“２５６”で除算し、その除算結果“３”から“１”を減算することにより、無線ノ
ード７２までのホップ数（＝２）を取得する。なお、除算結果“３”から“１”を減算す
るのは、無線ノード７２の「Ｒａｎｋ」が“２５６”であるので、ホップ数を求めるには
、「Ｒａｎｋ」が何回増加したかを求める必要があるからである。また、「ｒｏｏｔのア
ドレス」がＭＡＣａｄｄ７２であるので、無線ノード４は、送信先としての無線ノード７
２に対応する「Ｒａｎｋ」が“２５６”であることが解る。更に、無線ノード４は、制御
パケットＤＩＯを無線ノード３から受信し、無線ノード７２までのホップ数が“２”であ
るので、送信先としての無線ノード７２に対応する「次の無線ノード」が無線ノード３（
＝ＭＡＣａｄｄ３）であることを検知する。従って、無線ノード４は、ルーティングテー
ブルＲＴ－１の第２行目の経路情報を作成できる。
【０１４３】
　更に、無線ノード４は、無線ノード６から制御パケットＤＡＯを受信し、その受信した
制御パケットＤＡＯに含まれる送信元（＝ＭＡＣａｄｄ６）に基づいて、無線ノード６が
自己に隣接する子ノードであることを検知する。制御パケットＤＡＯに含まれる「親ノー
ドのアドレス」がＭＡＣａｄｄ４（＝無線ノード４）からなり、制御パケットＤＡＯは、
制御パケットＤＩＯの応答であり、かつ、上り方向（各無線ノード１～６からサーバ７（
＝無線ノード７２）への方向）で送信される制御パケットである。従って、無線ノード４
は、無線ノード６が自己の子ノードであることを検知する。また、無線ノード４は、制御
パケットＤＡＯを無線ノード６から直接受信したので、無線ノード６までのホップ数が“
１”であることを検知する。更に、無線ノード４は、自己の「Ｒａｎｋ」が“７６８”で
あり、無線ノード６までのホップ数が“１”であるので、無線ノード６の「Ｒａｎｋ」が
“１０２４”であることを検知する。従って、無線ノード４は、ルーティングテーブルＲ
Ｔ－１の第３行目の経路情報を作成できる。
【０１４４】
　なお、サーバ７（＝無線ノード７２）が制御指示を含むデータパケットを無線ノード６
へ送信する場合、サーバ７（＝無線ノード７２）は、無線ノード７２から無線ノード６ま
での経路情報（＝無線ノード７２→無線ノード１→無線ノード４→無線ノード６）と制御
指示とを含むデータパケットを生成して送信する。従って、経路情報（＝無線ノード７２
→無線ノード１→無線ノード４→無線ノード６）上の無線ノード１，４の各々は、経路情
報（＝無線ノード７２→無線ノード１→無線ノード４→無線ノード６）を参照することに
よって、自己から２ホップ以上離れた無線ノードを送信先とする経路情報をルーティング
テーブルＲＴに格納できる。
【０１４５】
　その結果、無線ノード１～６の各々は、無線センサーネットワーク１０を構成する全て
の無線ノードを送信先とする経路情報をルーティングテーブルＲＴに格納できる。
【０１４６】
　図１２は、ウェイクアップ信号受信機１１の搭載の有無、オンデマンド機能の有無、ト
ポロジー位置および給電可否の相互の関係を示す対応表を示す図である。
【０１４７】
　図１２を参照して、対応表ＴＢＬ１は、ウェイクアップ信号受信機１１の搭載の有無と
、オンデマンド機能の有無と、トポロジー位置と、給電可否とを含む。ウェイクアップ信
号受信機１１の搭載の有無、オンデマンド機能の有無、トポロジー位置および給電可否は
、相互に対応付けられる。
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【０１４８】
　なお、対応表ＴＢＬ１において、トポロジー位置における“×”は、各無線ノード１～
６，７２が中継ノードでないことを意味し、トポロジー位置における“○”は、各無線ノ
ード１～６，７２が中継ノードであることを意味する。
【０１４９】
　また、給電可否は、ウェイクアップ信号受信機１１への給電の可否を示す。
【０１５０】
　更に、オンデマンド機能とは、各無線ノード１～６がサーバ７（＝無線ノード７２）か
らの要求に対して所望の動作を行う必要がある機能を言う。
【０１５１】
　ウェイクアップ信号受信機１１が搭載されていない場合、オンデマンド機能の有無およ
び各無線ノード１～６，７２が中継ノードであるか否かに拘わらず、ウェイクアップ信号
受信機１１へ、常時、給電しない。
【０１５２】
　また、ウェイクアップ信号受信機１１が搭載されており、オンデマンド機能が無く、中
継ノードでないとき、ウェイクアップ信号受信機１１へ、常時、給電しない。
【０１５３】
　更に、ウェイクアップ信号受信機１１が搭載されており、オンデマンド機能が無く、中
継ノードである場合、各無線ノード１～６，７２が起動状態へ移行すると、ウェイクアッ
プ信号受信機１１へ給電せず、各無線ノード１～６，７２がスリープ状態へ移行すると、
ウェイクアップ信号受信機１１へ給電する。
【０１５４】
　更に、ウェイクアップ信号受信機１１が搭載されており、オンデマンド機能が有り、中
継ノードでない場合、各無線ノード１～６，７２が起動状態へ移行すると、ウェイクアッ
プ信号受信機１１へ給電せず、各無線ノード１～６，７２がスリープ状態へ移行すると、
ウェイクアップ信号受信機１１へ給電する。
【０１５５】
　更に、ウェイクアップ信号受信機１１が搭載されており、オンデマンド機能が有り、中
継ノードである場合、各無線ノード１～６，７２が起動状態へ移行すると、ウェイクアッ
プ信号受信機１１へ給電せず、各無線ノード１～６，７２がスリープ状態へ移行すると、
ウェイクアップ信号受信機１１へ給電する。
【０１５６】
　このように、ウェイクアップ信号受信機１１が搭載されている場合、少なくとも、オン
デマンド機能が有るか、中継ノードであれば、無線ノード１～６，７２の起動状態におい
てウェイクアップ信号受信機１１へ給電せず、無線ノード１～６，７２のスリープ状態に
おいてウェイクアップ信号受信機１１へ給電する。
【０１５７】
　従って、オンデマンド機能の有無およびトポロジー位置に基づいてウェイクアップ信号
受信機１１への給電の可否を決定することによって、無線ノード１～６，７２単位で消費
電力を低減できる。
【０１５８】
　各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、ルーティングテーブルＲＴおよ
び対応表ＴＢＬ１を保持している。また、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１
３２は、自己が搭載された無線ノードがウェイクアップ信号受信機１１を搭載しているか
否かを示す情報が予め設定されている。更に、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御
部１３２は、自己が搭載された無線ノードがアクチュエータ１６を搭載しているか否かを
示す情報が予め設定されている。そして、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１
３２は、ルーティングテーブルＲＴを参照して、自己が搭載された無線ノードが中継ノー
ドであるか否かを判定する。この場合、休止状態制御部１３２は、ルーティングテーブル
ＲＴのＲａｎｋに、自己のＲａｎｋよりも大きい値が格納されていれば、自己が搭載され
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た無線ノードが中継ノードであると判定し、ルーティングテーブルＲＴのＲａｎｋに、自
己のＲａｎｋよりも大きい値が格納されていなければ、自己が搭載された無線ノードが中
継ノードでない（即ち、末端ノードである）と判定する。
【０１５９】
　また、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、自己が搭載された無線ノ
ードにアクチュエータ１６が搭載されていれば、オンデマンド機能有りと判定し、自己が
搭載された無線ノードにアクチュエータ１６が搭載されていなければ、オンデマンド機能
無しと判定する。
【０１６０】
　オンデマンド機能とは、上述したように、各無線ノード１～６がサーバ７（＝無線ノー
ド７２）からの要求に対して所望の動作を行う必要がある機能を言い、サーバ７は、アク
チュエータ１６を搭載した無線ノードへアクチュエータ１６の制御要求を送信し、アクチ
ュエータ１６を搭載した無線ノードは、サーバ７（＝無線ノード７２）からの制御要求を
受信してアクチュエータ１６を制御する。その結果、アクチュエータ１６を搭載した無線
ノードは、サーバ７からの要求に対して所望の動作を行う必要がある機能を有する。従っ
て、アクチュエータ１６の搭載の有無によって、オンデマンド機能の有無を判定できる。
【０１６１】
　そして、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、予め設定されたウェイ
クアップ信号受信機１１を搭載しているか否かを示す情報によって、自己が搭載された無
線ノードがウェイクアップ信号受信機１１を搭載していないと判定したとき、対応表ＴＢ
Ｌ１を参照して、ウェイクアップ信号受信機１１へ常時給電しないと決定する。
【０１６２】
　また、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、予め設定されたウェイク
アップ信号受信機１１を搭載しているか否かを示す情報によって、自己が搭載された無線
ノードがウェイクアップ信号受信機１１を搭載していると判定したとき、オンデマンド機
能の有無と、自己が搭載された無線ノードが中継ノードであるか否かとを上述した方法に
よって更に判定し、その判定結果および対応表ＴＢＬ１に基づいてウェイクアップ信号受
信機１１への給電の可否を決定する。
【０１６３】
　その後、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、その決定結果を示す信
号をノード制御部１３１へ出力する。
【０１６４】
　図１３は、各無線ノード１～６，７２の状態を定義する状態図である。図１３を参照し
て、状態図ＳＴＥ１は、ノードの状態と、ホストシステム１３の状態と、無線通信モジュ
ール１２の状態と、ウェイクアップ信号受信機１１の状態とを含む。
【０１６５】
　ノードの状態、ホストシステム１３の状態、無線通信モジュール１２の状態、およびウ
ェイクアップ信号受信機１１の状態は、相互に対応付けられる。
【０１６６】
　なお、図１３において、“○”は、給電されていることを表し、“△”は、低消費電力
状態を表し、“×”は、電力が供給されていないことを表す。
【０１６７】
　ノードの状態が起動状態である場合、ホストシステム１３および無線通信モジュール１
２は、給電され、ウェイクアップ信号受信機１１は、対応表ＴＢＬ１により決定されるよ
うに給電されない。従って、ウェイクアップ信号受信機１１、無線通信モジュール１２お
よびホストシステム１３の状態によって起動状態であるか否かを判定するとき、ホストシ
ステム１３および無線通信モジュール１２が動作しており、ウェイクアップ信号受信機１
１が動作していない状態が起動状態である。
【０１６８】
　また、ノードの状態がスリープ状態である場合、ホストシステム１３は、低消費電力状
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態であり、無線通信モジュール１２は、給電されず、ウェイクアップ信号受信機１１は、
対応表ＴＢＬ１により決定されるように給電される。従って、ウェイクアップ信号受信機
１１、無線通信モジュール１２およびホストシステム１３の状態によって起動状態である
か否かを判定するとき、ホストシステム１３および無線通信モジュール１２が動作してお
らず、ウェイクアップ信号受信機１１が動作している状態がスリープ状態である。
【０１６９】
　図１４は、バッテリによる給電、バッテリ残量および給電可否の対応関係を示す対応表
を示す図である。
【０１７０】
　図１４を参照して、対応表ＴＢＬ２は、バッテリによる給電と、バッテリ残量がしきい
値を下回ることと、給電可否とを含む。バッテリによる給電、バッテリ残量がしきい値を
下回ること、および給電可否は、相互に対応付けられる。
【０１７１】
　図１４において、バッテリによる給電において、“×”は、電源１７がバッテリによっ
て構成されていないこと（即ち、電源１７がコンセントに接続されていること）を表し、
“○”は、電源１７がバッテリによって構成されていることを表す。
【０１７２】
　また、バッテリ残量がしきい値を下回ることにおいて、“×”は、バッテリ残量がしき
い値を下回っていないことを表し、“○”は、バッテリ残量がしきい値を下回っているこ
とを表す。そして、しきい値は、例えば、バッテリの満充電量の２５％である。
【０１７３】
　また、給電可否は、ウェイクアップ信号受信機１１への給電可否を表す。
【０１７４】
　バッテリによって給電されていないとき、各無線ノード１～６，７２が起動状態へ移行
すると、ウェイクアップ信号受信機１１へ給電せず、各無線ノード１～６，７２がスリー
プ状態へ移行すると、ウェイクアップ信号受信機１１へ給電する。
【０１７５】
　また、バッテリによって給電されており、かつ、バッテリ残量がしきい値を下回ってい
ないとき、各無線ノード１～６，７２が起動状態へ移行すると、ウェイクアップ信号受信
機１１へ給電せず、各無線ノード１～６，７２がスリープ状態へ移行すると、ウェイクア
ップ信号受信機１１へ給電する。
【０１７６】
　更に、バッテリによって給電されており、かつ、バッテリ残量がしきい値を下回るとき
、ウェイクアップ信号受信機１１へ常時給電しない。即ち、各無線ノード１～６，７２が
起動状態およびスリープ状態のいずれかに拘わらず、ウェイクアップ信号受信機１１へ給
電しない。
【０１７７】
　このように、バッテリ残量によってウェイクアップ信号受信機１１への給電可否を選択
することによって、各無線ノード１～６，７２自体が消費する電力を低減し、各無線ノー
ド１～６，７２の動作期間を長くできる。
【０１７８】
　バッテリ残量によってウェイクアップ信号受信機１１への給電可否を選択する場合、各
無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、対応表ＴＢＬ２およびしきい値を保
持しているとともに、電源１７がバッテリによって構成されているか否かを示す情報が予
め設定されている。そして、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、電源
１７からバッテリ残量を受ける。
【０１７９】
　従って、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、電源１７がバッテリに
よって構成されているか否かを示す情報、バッテリ残量およびしきい値に基づいて、対応
表ＴＢＬ２に従って、ウェイクアップ信号受信機１１への給電可否を決定し、その決定し
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た給電可否の結果を示す信号をノード制御部１３１へ出力する。
【０１８０】
　図１５は、センサー搭載有無、常時監視タイプおよび給電可否の対応関係を示す対応表
を示す図である。
【０１８１】
　図１５を参照して、対応表ＴＢＬ３は、センサー搭載有無と、常時監視タイプと、給電
可否とを含む。センサー搭載有無、常時監視タイプ、および給電可否は、相互に対応付け
られる。
【０１８２】
　センサー搭載有無において、“×”は、センサーを搭載していないことを表し、“○”
は、センサーを搭載していることを表す。
【０１８３】
　また、常時監視タイプとは、常時電力を必要とするタイプであることを表し、常時監視
タイプにおいて、“×”は、通信時に給電すれば良いタイプのセンサーであることを表し
、“○”は、窓の開閉センサー等の常時給電を必要とするタイプのセンサーを表す。
【０１８４】
　更に、給電可否は、センサーへの給電可否を表す。
【０１８５】
　センサーが搭載されていない場合、センサーへ常時給電しない。
【０１８６】
　また、センサー１５が搭載されており、かつ、センサー１５が常時監視タイプのセンサ
ーでないとき、各無線ノード１～６，７２が起動状態へ移行すると、センサー１５へ給電
し、各無線ノード１～６，７２がスリープ状態へ移行すると、センサー１５へ給電しない
。
【０１８７】
　更に、センサー１５が搭載されており、センサー１５が常時監視タイプのセンサーであ
るとき、センサー１５へ常時給電する。即ち、各無線ノード１～６，７２が起動状態およ
びスリープ状態のいずれであるかに拘わらず、センサー１５へ給電する。
【０１８８】
　このように、センサー１５の搭載有無およびセンサー１５の種別によってセンサー１５
への給電可否を選択することによって、無線ノード１～６，７２の全体が消費する電力を
低減できる。
【０１８９】
　センサー１５への給電可否を選択する場合、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御
部１３２は、対応表ＴＢＬ３を保持しており、センサーの搭載の有無およびセンサーの種
別が予め設定されている。
【０１９０】
　従って、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、センサーの搭載の有無
、およびセンサーの種別に基づいて、対応表ＴＢＬ３に従って、センサー１５への給電可
否を決定し、その決定した給電可否の結果を示す信号をノード制御部１３１へ出力する。
【０１９１】
　図１６は、アクチュエータ搭載有無、常時制御タイプおよび給電可否の対応関係を示す
対応表を示す図である。
【０１９２】
　図１６を参照して、対応表ＴＢＬ４は、アクチュエータ搭載有無と、常時制御タイプと
、給電可否とを含む。アクチュエータ搭載有無、常時制御タイプ、および給電可否は、相
互に対応付けられる。
【０１９３】
　アクチュエータ搭載有無において、“×”は、アクチュエータを搭載していないことを
表し、“○”は、アクチュエータを搭載していることを表す。
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【０１９４】
　また、常時制御タイプとは、常時電力を必要とするタイプであることを表し、常時制御
タイプにおいて、“×”は、接点を制御するような通信時に給電し、切替えるタイプのア
クチュエータであることを表し、“○”は、モータ等の常時給電を必要とするタイプのア
クチュエータを表す。
【０１９５】
　更に、給電可否は、アクチュエータへの給電可否を表す。
【０１９６】
　アクチュエータが搭載されていない場合、アクチュエータへ常時給電しない。
【０１９７】
　また、アクチュエータ１６が搭載されており、かつ、アクチュエータ１６が常時制御タ
イプのアクチュエータでないとき、各無線ノード１～６，７２が起動状態へ移行すると、
アクチュエータ１６へ給電し、各無線ノード１～６，７２がスリープ状態へ移行すると、
アクチュエータ１６へ給電しない。
【０１９８】
　更に、アクチュエータ１６が搭載されており、アクチュエータ１６が常時制御タイプの
アクチュエータであるとき、アクチュエータ１６へ常時給電する。即ち、各無線ノード１
～６，７２が起動状態およびスリープ状態のいずれであるかに拘わらず、アクチュエータ
１６へ給電する。
【０１９９】
　このように、アクチュエータ１６の搭載有無およびアクチュエータ１６の種別によって
アクチュエータ１６への給電可否を選択することによって、無線ノード１～６，７２の全
体が消費する電力を低減できる。
【０２００】
　アクチュエータ１６への給電可否を選択する場合、各無線ノード１～６，７２の休止状
態制御部１３２は、対応表ＴＢＬ４を保持しており、アクチュエータ１６の搭載の有無お
よびアクチュエータ１６の種別が予め設定されている。
【０２０１】
　従って、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、アクチュエータの搭載
の有無、およびアクチュエータの種別に基づいて、対応表ＴＢＬ４に従って、アクチュエ
ータ１６への給電可否を決定し、その決定した給電可否の結果を示す信号をノード制御部
１３１へ出力する。
【０２０２】
　図１７は、各無線ノード１～６，７２の状態を定義する別の状態図である。図１７を参
照して、状態図ＳＴＥ２は、ノードの状態と、ホストシステム１３の状態と、無線通信モ
ジュール１２の状態と、センサー１５の状態と、アクチュエータ１６の状態と、ウェイク
アップ信号受信機１１の状態とを含む。
【０２０３】
　ノードの状態、ホストシステム１３の状態、無線通信モジュール１２の状態、センサー
１５の状態、アクチュエータ１６の状態およびウェイクアップ信号受信機１１の状態は、
相互に対応付けられる。
【０２０４】
　なお、図１７においても、“○”は、給電されていることを表し、“△”は、低消費電
力状態を表し、“×”は、電力が供給されていないことを表す。
【０２０５】
　ノードの状態が起動状態である場合、ホストシステム１３および無線通信モジュール１
２は、給電され、センサー１５は、対応表ＴＢＬ３によって決定されるように給電され、
アクチュエータ１６は、対応表ＴＢＬ４によって決定されるように給電され、ウェイクア
ップ信号受信機１１は、対応表ＴＢＬ１，２により決定されるように給電されない。従っ
て、ウェイクアップ信号受信機１１、無線通信モジュール１２、ホストシステム１３、セ
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ンサー１５およびアクチュエータ１６の状態によって各無線ノード１～６，７２が起動状
態であるかスリープ状態であるかを判定する場合、ホストシステム１３および無線通信モ
ジュール１２が動作しており、センサー１５およびアクチュエータ１６が動作しており、
ウェイクアップ信号受信機１１が動作していない状態が起動状態である。
【０２０６】
　また、ノードの状態がスリープ状態である場合、ホストシステム１３は、低消費電力状
態であり、無線通信モジュール１２は、給電されず、センサー１５は、対応表ＴＢＬ３に
よって決定されるように給電されず、アクチュエータ１６は、対応表ＴＢＬ４によって決
定されるように給電されず、ウェイクアップ信号受信機１１は、対応表ＴＢＬ１，２によ
り決定されるように給電される。従って、ウェイクアップ信号受信機１１、無線通信モジ
ュール１２、ホストシステム１３、センサー１５およびアクチュエータ１６の状態によっ
て各無線ノード１～６，７２が起動状態であるかスリープ状態であるかを判定する場合、
無線通信モジュール１２、センサー１５およびアクチュエータ１６が動作しておらず、ホ
ストシステム１３が低消費電力状態であり、ウェイクアップ信号受信機１１が動作してい
る状態がスリープ状態である。
【０２０７】
　また、ウェイクアップ信号受信機１１、無線通信モジュール１２、ホストシステム１３
およびアクチュエータ１６の状態によって各無線ノード１～６，７２が起動状態であるか
スリープ状態であるかを判定する場合、上述した起動状態であるかスリープ状態であるか
の判定におけるセンサー１５の動作を削除すればよい。
【０２０８】
　更に、ウェイクアップ信号受信機１１、無線通信モジュール１２、ホストシステム１３
およびセンサー１５の状態によって各無線ノード１～６，７２が起動状態であるかスリー
プ状態であるかを判定する場合、上述した起動状態であるかスリープ状態であるかの判定
におけるアクチュエータ１６の動作を削除すればよい。
【０２０９】
　更に、無線通信モジュール１２、ホストシステム１３およびセンサー１５の状態によっ
て各無線ノード１～６，７２が起動状態であるかスリープ状態であるかを判定する場合、
上述した起動状態であるかスリープ状態であるかの判定におけるウェイクアップ信号受信
機１１およびアクチュエータ１６の動作を削除すればよい。
【０２１０】
　なお、タイマー１４および電源１７は、スリープ状態および起動状態とは無関係であり
、常時、動作している。
【０２１１】
　図１８は、ウェイクアップ信号受信機への給電動作を説明するためのフローチャートで
ある。
【０２１２】
　図１８を参照して、一連の動作が開始されると、各無線ノード１～６，７２の休止状態
制御部１３２は、予め設定されたウェイクアップ信号受信機１１が搭載されているか否か
を示す情報に基づいて、ウェイクアップ信号受信機１１が搭載されているか否かを判定す
る（ステップＳ２１）。
【０２１３】
　ステップＳ２１において、ウェイクアップ信号受信機１１が搭載されていると判定され
たとき、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、上述した方法によって、
自己が搭載された無線ノードがオンデマンド機能を有するか否かを更に判定する（ステッ
プＳ２２）。
【０２１４】
　ステップＳ２２において、自己が搭載された無線ノードがオンデマンド機能を有しない
と判定されたとき、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、上述した方法
によって、自己が搭載された無線ノードが中継ノードであるか否かを更に判定する（ステ
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ップＳ２３）。
【０２１５】
　そして、ステップＳ２２において、自己が搭載された無線ノードがオンデマンド機能を
有すると判定されたとき、またはステップＳ２３において、自己が搭載された無線ノード
が中継ノードであると判定されたとき、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３
２は、自己が搭載された無線ノードが起動状態へ移行したか否かを更に判定する（ステッ
プＳ２４）。この場合、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、自己に給
電されている電力が低消費電力状態において給電されている電力よりも多い場合、起動状
態へ移行したと判定し、自己に給電されている電力が低消費電力状態において給電されて
いる電力であるとき、起動状態でない（＝スリープ状態である）と判定する。
【０２１６】
　ステップＳ２４において、自己が搭載された無線ノードが起動状態へ移行したと判定さ
れたとき、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、対応表ＴＢＬ１を参照
して、ウェイクアップ信号受信機１１へ給電しないと決定する（ステップＳ２５）。
【０２１７】
　そして、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、ウェイクアップ信号受
信機１１へ給電しないことを示す信号ＰＷ＿ＷＵ＿ＮＯを生成してノード制御部１３１へ
出力する。
【０２１８】
　各無線ノード１～６，７２のノード制御部１３１は、休止状態制御部１３２からの信号
ＰＷ＿ＷＵ＿ＮＯに応じて、ウェイクアップ信号受信機１１への給電を停止することを指
示する指示信号ＣＯＭ＿ＷＵ＿ＮＯを生成して電源１７へ出力する。そして、各無線ノー
ド１～６，７２の電源１７は、指示信号ＣＯＭ＿ＷＵ＿ＮＯに応じて、ウェイクアップ信
号受信機１１への給電を停止する（ステップＳ２６）。
【０２１９】
　一方、ステップＳ２４において、起動状態へ移行していないと判定されたとき、各無線
ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、対応表ＴＢＬ１を参照して、ウェイクア
ップ信号受信機１１へ給電すると決定する（ステップＳ２７）。
【０２２０】
　そして、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、ウェイクアップ信号受
信機１１へ給電することを示す信号ＰＷ＿ＷＵ＿ＳＰＬを生成してノード制御部１３１へ
出力する。
【０２２１】
　各無線ノード１～６，７２のノード制御部１３１は、休止状態制御部１３２からの信号
ＰＷ＿ＷＵ＿ＳＰＬに応じて、ウェイクアップ信号受信機１１へ給電することを指示する
指示信号ＣＯＭ＿ＷＵ＿ＳＰＬを生成して電源１７へ出力する。そして、各無線ノード１
～６，７２の電源１７は、指示信号ＣＯＭ＿ＷＵ＿ＳＰＬに応じて、ウェイクアップ信号
受信機１１へ給電する（ステップＳ２８）。
【０２２２】
　一方、ステップＳ２１において、ウェイクアップ信号受信機１１を搭載していないと判
定されたとき、またはステップＳ２３において、自己が搭載された無線ノードが中継ノー
ドでないと判定されたとき、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、対応
表ＴＢＬ１を参照して、ウェイクアップ信号受信機１１へ常時給電しないと決定する（ス
テップＳ２９）。
【０２２３】
　そして、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、ウェイクアップ信号受
信機１１へ常時給電しないことを示す信号ＰＷ＿ＷＵ＿ＮＯ＿ａｌｗを生成してノード制
御部１３１へ出力する。
【０２２４】
　各無線ノード１～６，７２のノード制御部１３１は、休止状態制御部１３２からの信号
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ＰＷ＿ＷＵ＿ＮＯ＿ａｌｗに応じて、ウェイクアップ信号受信機１１へ常時給電しないこ
とを指示する指示信号ＣＯＭ＿ＷＵ＿ＮＯ＿ａｌｗを生成して電源１７へ出力する。そし
て、各無線ノード１～６，７２の電源１７は、指示信号ＣＯＭ＿ＷＵ＿ＮＯ＿ａｌｗに応
じて、ウェイクアップ信号受信機１１への給電を常時停止する（ステップＳ３０）。
【０２２５】
　そして、ステップＳ２６，Ｓ２８，Ｓ３０のいずれかの後、一連の動作が終了する。
【０２２６】
　なお、ステップＳ２２の“ＹＥＳ”からステップＳ２４へ移行する経路は、オンデマン
ド機能を有し、かつ、中継ノードである場合と、オンデマンド機能を有し、かつ、中継ノ
ードでない場合との両方を含む。対応表ＴＢＬ１においては、オンデマンド機能を有し、
かつ、中継ノードである場合、およびオンデマンド機能を有し、かつ、中継ノードでない
場合、給電可否の内容が同じであるからである。
【０２２７】
　図１９は、ウェイクアップ信号受信機への給電動作を説明するための別のフローチャー
トである。
【０２２８】
　図１９に示すフローチャートは、図１８に示すフローチャートのステップＳ２１～ステ
ップＳ２３をステップＳ３１，Ｓ３２に代えたものであり、その他は、図１８に示すフロ
ーチャートと同じである。
【０２２９】
　図１９を参照して、一連の動作が開始されると、各無線ノード１～６，７２の休止状態
制御部１３２は、上述した方法によって、バッテリによる給電であるか否かを判定する（
ステップＳ３１）。
【０２３０】
　ステップＳ３１において、バッテリによる給電であると判定されたとき、各無線ノード
１～６，７２の休止状態制御部１３２は、バッテリ残量がしきい値を下回るか否かを更に
判定する（ステップＳ３２）。
【０２３１】
　ステップＳ３２において、バッテリ残量がしきい値を下回らないと判定されたとき、ま
たはステップＳ３１において、バッテリによる給電でないと判定されたとき、上述したス
テップＳ２４～ステップＳ２８が実行される。
【０２３２】
　一方、ステップＳ３２において、バッテリ残量がしきい値を下回ると判定されたとき、
上述したステップＳ２９，Ｓ３０が順次実行される。
【０２３３】
　そして、ステップＳ２６，Ｓ２８，Ｓ３０のいずれかの後、一連の動作が終了する。
【０２３４】
　なお、ステップＳ２５においては、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２
は、対応表ＴＢＬ２を参照して、ウェイクアップ信号受信機１１へ給電しないと決定する
。
【０２３５】
　また、ステップＳ２７においては、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２
は、対応表ＴＢＬ２を参照して、ウェイクアップ信号受信機１１へ給電すると決定する。
【０２３６】
　更に、ステップＳ２９においては、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２
は、対応表ＴＢＬ２を参照して、ウェイクアップ信号受信機１１へ常時給電しないと決定
する。
【０２３７】
　図２０は、ウェイクアップ信号受信機への給電動作を説明するための更に別のフローチ
ャートである。
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【０２３８】
　図２０に示すフローチャートは、図１８に示すフローチャートのステップＳ２２，Ｓ２
３とステップＳ２４との間に図１９に示すフローチャートのステップＳ３１，Ｓ３２を追
加したものであり、その他は、図１８に示すフローチャートと同じである。
【０２３９】
　図２０を参照して、ステップＳ２２において、オンデマンド機能を有すると判定された
とき、上述したステップＳ３１，Ｓ３２が順次実行される。
【０２４０】
　このように、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、図２０に示すフロ
ーチャートに従って、ウェイクアップ信号受信機１１の搭載の有無、オンデマンド機能の
有無、中継ノードか否か、およびバッテリ残量がしきい値を下回るか否かによってウェイ
クアップ信号受信機１１への給電可否を決定する。
【０２４１】
　なお、ステップＳ２５においては、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２
は、対応表ＴＢＬ１または対応表ＴＢＬ２を参照して、ウェイクアップ信号受信機１１へ
給電しないと決定する。
【０２４２】
　また、ステップＳ２７においては、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２
は、対応表ＴＢＬ１または対応表ＴＢＬ２を参照して、ウェイクアップ信号受信機１１へ
給電すると決定する。
【０２４３】
　更に、ステップＳ２９においては、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２
は、対応表ＴＢＬ１または対応表ＴＢＬ２を参照して、ウェイクアップ信号受信機１１へ
常時給電しないと決定する。
【０２４４】
　なお、図１８から図２０のいずれかに示すフローチャートは、定期的に実行される。例
えば、図１８から図２０のいずれかに示すフローチャートは、ＲＰＬの制御パケットＤＩ
Ｏの送信間隔ごとに実行され、より具体的には、５分または１５分ごとに実行される。
【０２４５】
　図２１は、センサーへの給電動作を説明するためのフローチャートである。図２１を参
照して、一連の動作が開始されると、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２
は、上述した方法によって、センサーを搭載しているか否かを判定する（ステップＳ４１
）。
【０２４６】
　ステップＳ４１において、センサーを搭載していると判定されると、各無線ノード１～
６，７２の休止状態制御部１３２は、上述した方法によって、センサーの種別が常時監視
タイプであるか否かを更に判定する（ステップＳ４２）。
【０２４７】
　ステップＳ４２において、センサーの種別が常時監視タイプでないと判定されたとき、
各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、上述した方法によって、自己が搭
載された無線ノードが起動状態へ移行したか否かを更に判定する（ステップＳ４３）。
【０２４８】
　ステップＳ４３において、自己が搭載された無線ノードが起動状態へ移行したと判定さ
れたとき、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、対応表ＴＢＬ３を参照
して、センサー１５へ給電すると決定する（ステップＳ４４）。そして、各無線ノード１
～６，７２の休止状態制御部１３２は、センサー１５へ給電することを示す信号ＰＷ＿Ｓ
Ｎ＿ＳＰＬを生成してノード制御部１３１へ出力する。
【０２４９】
　各無線ノード１～６，７２のノード制御部１３１は、休止状態制御部１３２からの信号
ＰＷ＿ＳＮ＿ＳＰＬに応じて、センサー１５へ給電することを指示する指示信号ＣＯＭ＿
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ＳＮ＿ＳＰＬを生成して電源１７へ出力する。そして、各無線ノード１～６，７２の電源
１７は、指示信号ＣＯＭ＿ＳＮ＿ＳＰＬに応じて、センサー１５へ給電する（ステップＳ
４５）。
【０２５０】
　一方、ステップＳ４３において、自己が搭載された無線ノードが起動状態へ移行してい
ないと判定されたとき、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、対応表Ｔ
ＢＬ３を参照して、センサー１５へ給電しないと決定する（ステップＳ４６）。そして、
各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、センサー１５へ給電しないことを
示す信号ＰＷ＿ＳＮ＿ＮＯを生成してノード制御部１３１へ出力する。
【０２５１】
　各無線ノード１～６，７２のノード制御部１３１は、休止状態制御部１３２からの信号
ＰＷ＿ＳＮ＿ＮＯに応じて、センサー１５へ給電しないことを指示する指示信号ＣＯＭ＿
ＳＮ＿ＮＯを生成して電源１７へ出力する。そして、各無線ノード１～６，７２の電源１
７は、指示信号ＣＯＭ＿ＳＮ＿ＮＯに応じて、センサー１５への給電を停止する（ステッ
プＳ４７）。
【０２５２】
　一方、ステップＳ４２において、センサーの種別が常時監視タイプであると判定された
とき、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、対応表ＴＢＬ３を参照して
、センサー１５へ常時給電すると決定する（ステップＳ４８）。そして、各無線ノード１
～６，７２の休止状態制御部１３２は、センサー１５へ常時給電することを示す信号ＰＷ
＿ＳＮ＿ＳＰＬ＿ａｌｗを生成してノード制御部１３１へ出力する。
【０２５３】
　各無線ノード１～６，７２のノード制御部１３１は、休止状態制御部１３２からの信号
ＰＷ＿ＳＮ＿ＳＰＬ＿ａｌｗに応じて、センサー１５へ常時給電することを指示する指示
信号ＣＯＭ＿ＳＮ＿ＳＰＬ＿ａｌｗを生成して電源１７へ出力する。そして、各無線ノー
ド１～６，７２の電源１７は、指示信号ＣＯＭ＿ＳＮ＿ＳＰＬ＿ａｌｗに応じて、センサ
ー１５へ常時給電する（ステップＳ４９）。
【０２５４】
　一方、ステップＳ４１において、センサーを搭載していないと判定されたとき、各無線
ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、対応表ＴＢＬ３を参照して、センサー１
５へ常時給電しないと決定する（ステップＳ５０）。そして、各無線ノード１～６，７２
の休止状態制御部１３２は、センサー１５へ常時給電しないことを示す信号ＰＷ＿ＳＮ＿
ＮＯ＿ａｌｗを生成してノード制御部１３１へ出力する。
【０２５５】
　各無線ノード１～６，７２のノード制御部１３１は、休止状態制御部１３２からの信号
ＰＷ＿ＳＮ＿ＮＯ＿ａｌｗに応じて、センサー１５へ常時給電しないことを指示する指示
信号ＣＯＭ＿ＳＮ＿ＮＯ＿ａｌｗを生成して電源１７へ出力する。そして、各無線ノード
１～６，７２の電源１７は、指示信号ＣＯＭ＿ＳＮ＿ＮＯ＿ａｌｗに応じて、センサー１
５への給電を常時停止する（ステップＳ５１）。
【０２５６】
　そして、ステップＳ４５，Ｓ４７，Ｓ４９，Ｓ５１のいずれかの後、一連の動作が終了
する。
【０２５７】
　各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、ウェイクアップ信号受信機１１
、センサー１５およびアクチュエータ１６のうち、センサー１５のみを備える場合、また
はウェイクアップ信号受信機１１およびセンサー１５を備える場合、図２１に示すフロー
チャートに従ってセンサー１５へ給電し、またはセンサー１５への給電を停止する。
【０２５８】
　また、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、ウェイクアップ信号受信
機１１、センサー１５およびアクチュエータ１６のうち、ウェイクアップ信号受信機１１



(29) JP 2015-192276 A 2015.11.2

10

20

30

40

50

およびセンサー１５を備える場合において、ウェイクアップ信号受信機１１およびセンサ
ー１５への給電または給電停止を行うとき、図１８から図２０のいずれかに示すフローチ
ャートと、図２１に示すフローチャートとを並行して実行し、ウェイクアップ信号受信機
１１およびセンサー１５へ給電し、またはウェイクアップ信号受信機１１およびセンサー
１５への給電を停止する。
【０２５９】
　図２２は、アクチュエータへの給電動作を説明するためのフローチャートである。図２
２を参照して、一連の動作が開始されると、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部
１３２は、上述した方法によって、アクチュエータを搭載しているか否かを判定する（ス
テップＳ６１）。
【０２６０】
　ステップＳ６１において、アクチュエータを搭載していると判定されたとき、各無線ノ
ード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、上述した方法によって、アクチュエータの
種別が常時制御タイプであるか否かを更に判定する（ステップＳ６２）。
【０２６１】
　ステップＳ６２において、アクチュエータの種別が常時制御タイプでないと判定された
とき、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、上述した方法によって、自
己が搭載された無線ノードが起動状態へ移行したか否かを更に判定する（ステップＳ６３
）。
【０２６２】
　ステップＳ６３において、自己が搭載された無線ノードが起動状態へ移行したと判定さ
れたとき、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、対応表ＴＢＬ４を参照
して、アクチュエータ１６へ給電すると決定する（ステップＳ６４）。そして、各無線ノ
ード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、アクチュエータ１６へ給電することを示す
信号ＰＷ＿ＡＣＴ＿ＳＰＬを生成してノード制御部１３１へ出力する。
【０２６３】
　各無線ノード１～６，７２のノード制御部１３１は、休止状態制御部１３２からの信号
ＰＷ＿ＡＣＴ＿ＳＰＬに応じて、アクチュエータ１６へ給電することを指示する指示信号
ＣＯＭ＿ＡＣＴ＿ＳＰＬを生成して電源１７へ出力する。そして、各無線ノード１～６，
７２の電源１７は、指示信号ＣＯＭ＿ＡＣＴ＿ＳＰＬに応じて、アクチュエータ１６へ給
電する（ステップＳ６５）。
【０２６４】
　一方、ステップＳ６３において、自己が搭載された無線ノードが起動状態へ移行してい
ないと判定されたとき、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、対応表Ｔ
ＢＬ４を参照して、アクチュエータ１６へ給電しないと決定する（ステップＳ６６）。そ
して、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、アクチュエータ１６へ給電
しないことを示す信号ＰＷ＿ＡＣＴ＿ＮＯを生成してノード制御部１３１へ出力する。
【０２６５】
　各無線ノード１～６，７２のノード制御部１３１は、休止状態制御部１３２からの信号
ＰＷ＿ＡＣＴ＿ＮＯに応じて、アクチュエータ１６へ給電しないことを指示する指示信号
ＣＯＭ＿ＡＣＴ＿ＮＯを生成して電源１７へ出力する。そして、各無線ノード１～６，７
２の電源１７は、指示信号ＣＯＭ＿ＡＣＴ＿ＮＯに応じて、アクチュエータ１６への給電
を停止する（ステップＳ６７）。
【０２６６】
　一方、ステップＳ６２において、アクチュエータの種別が常時制御タイプであると判定
されたとき、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、対応表ＴＢＬ４を参
照して、アクチュエータ１６へ常時給電すると決定する（ステップＳ６８）。そして、各
無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、アクチュエータ１６へ常時給電する
ことを示す信号ＰＷ＿ＡＣＴ＿ＳＰＬ＿ａｌｗを生成してノード制御部１３１へ出力する
。
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【０２６７】
　各無線ノード１～６，７２のノード制御部１３１は、休止状態制御部１３２からの信号
ＰＷ＿ＡＣＴ＿ＳＰＬ＿ａｌｗに応じて、アクチュエータ１６へ常時給電することを指示
する指示信号ＣＯＭ＿ＡＣＴ＿ＳＰＬ＿ａｌｗを生成して電源１７へ出力する。そして、
各無線ノード１～６，７２の電源１７は、指示信号ＣＯＭ＿ＡＣＴ＿ＳＰＬ＿ａｌｗに応
じて、アクチュエータ１６へ常時給電する（ステップＳ６９）。
【０２６８】
　一方、ステップＳ６１において、アクチュエータを搭載していないと判定されたとき、
各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、対応表ＴＢＬ４を参照して、アク
チュエータ１６へ常時給電しないと決定する（ステップＳ７０）。そして、各無線ノード
１～６，７２の休止状態制御部１３２は、アクチュエータ１６へ常時給電しないことを示
す信号ＰＷ＿ＡＣＴ＿ＮＯ＿ａｌｗを生成してノード制御部１３１へ出力する。
【０２６９】
　各無線ノード１～６，７２のノード制御部１３１は、休止状態制御部１３２からの信号
ＰＷ＿ＡＣＴ＿ＮＯ＿ａｌｗに応じて、アクチュエータ１６へ常時給電しないことを指示
する指示信号ＣＯＭ＿ＡＣＴ＿ＮＯ＿ａｌｗを生成して電源１７へ出力する。そして、各
無線ノード１～６，７２の電源１７は、指示信号ＣＯＭ＿ＡＣＴ＿ＮＯ＿ａｌｗに応じて
、アクチュエータ１６への給電を常時停止する（ステップＳ７１）。
【０２７０】
　そして、ステップＳ６５，Ｓ６７，Ｓ６９，Ｓ７１のいずれかの後、一連の動作が終了
する。
【０２７１】
　各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、ウェイクアップ信号受信機１１
、センサー１５およびアクチュエータ１６のうち、ウェイクアップ信号受信機１１および
アクチュエータ１６を備える場合、図２２に示すフローチャートに従ってアクチュエータ
１６へ給電し、またはアクチュエータ１６への給電を停止する。
【０２７２】
　また、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、ウェイクアップ信号受信
機１１、センサー１５およびアクチュエータ１６のうち、ウェイクアップ信号受信機１１
およびアクチュエータ１６を備える場合において、ウェイクアップ信号受信機１１および
アクチュエータ１６への給電または給電停止を行うとき、図１８から図２０のいずれかに
示すフローチャートと、図２２に示すフローチャートとを並行して実行し、ウェイクアッ
プ信号受信機１１およびアクチュエータ１６へ給電し、またはウェイクアップ信号受信機
１１およびアクチュエータ１６への給電を停止する。
【０２７３】
　更に、各無線ノード１～６，７２の休止状態制御部１３２は、ウェイクアップ信号受信
機１１、センサー１５およびアクチュエータ１６の全てへの給電または給電停止を行うと
き、図１８から図２０のいずれかに示すフローチャートと、図２１に示すフローチャート
と、図２２に示すフローチャートとを並行して実行し、ウェイクアップ信号受信機１１、
センサー１５およびアクチュエータ１６へ給電し、またはウェイクアップ信号受信機１１
、センサー１５およびアクチュエータ１６への給電を停止する。
【０２７４】
　上記においては、オンデマンド機能、トポロジー位置およびバッテリ残量によってウェ
イクアップ信号受信機１１への給電可否を決定することについて説明した。そして、オン
デマンド機能を有さず、かつ、中継ノードでないとき、ウェイクアップ信号受信機１１へ
の給電は、常時停止される（対応表ＴＢＬ１参照）。この場合、無線ノードは、末端ノー
ドであり、タイマー１４からの起動予告時刻を受けて間欠的に起動状態へ移行し、センサ
ー１５が検出したセンサー値をサーバ７（＝無線ノード７２）へ送信する。
【０２７５】
　このように、無線ノードが末端ノードとして機能する場合、ウェイクアップ信号受信機
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１１は、常時動作が停止される。従って、アクチュエータ１６を備える無線ノードは、末
端ノードになれず、中継ノードとなる。アクチュエータ１６を備える無線ノードは、サー
バ７からの制御要求を受信するためにウェイクアップ信号受信機１１を動作させる必要が
あるからである。
【０２７６】
　図２３は、図１に示す無線センサーネットワーク１０におけるセンサー値の転送動作を
説明するためのフローチャートである。なお、図２３において、無線ノード１が中継ノー
ドであり、無線ノード２が末端ノードであるとして、センサー値の転送動作を説明する。
【０２７７】
　図２３を参照して、無線ノード２において、ホストシステム１３のノード制御部１３１
は、タイマー制御部１４から起動予告時刻を受けると、上述した方法によって無線ノード
２を起動状態へ移行させる。
【０２７８】
　そして、無線ノード２のセンサー１５は、センサー値を検出し、その検出したセンサー
値をノード制御部１３１へ出力する。
【０２７９】
　無線ノード２のノード制御部１３１は、センサー１５からセンサー値を受けると、ルー
ティングテーブルＲＴを参照して無線ノード２の親ノードとして無線ノード１を検出する
。
【０２８０】
　そして、無線ノード２のノード制御部１３１は、無線ノード１のアドレスＭＡＣａｄｄ
１とセンサー値とサーバ７のアドレスＭＡＣａｄｄ７２とを無線通信モジュール１２へ出
力する。
【０２８１】
　また、無線ノード２のノード制御部１３１は、無線ノード１のアドレスＭＡＣａｄｄ１
のハッシュ値を演算して無線ノード１を起動させるためのウェイクアップＩＤを求める。
そして、無線ノード２のノード制御部１３１は、その求めたウェイクアップＩＤを無線通
信モジュール１２へ出力する。
【０２８２】
　その後、無線ノード２の無線通信モジュール１２は、アドレスＭＡＣａｄｄ１と、セン
サー値と、アドレスＭＡＣａｄｄ７２と、ウェイクアップＩＤとをノード制御部１３１か
ら受ける。
【０２８３】
　そして、無線ノード２の無線通信モジュール１２は、ウェイクアップＩＤを含むウェイ
クアップ信号ＷｕＳを生成し、その生成したウェイクアップ信号ＷｕＳを変調して２回連
続して送信する（ステップＳ８１）。
【０２８４】
　無線ノード１のウェイクアップ信号受信機１１は、ウェイクアップ信号ＷｕＳを受信し
、その受信したウェイクアップ信号ＷｕＳに基づいて、上述した方法によって起動状態へ
移行し（ステップＳ８２）、無線ノード１のアドレスＭＡＣａｄｄ１を含む起動通知をブ
ロードキャストする。
【０２８５】
　無線ノード２は、起動通知を受信すると、無線ノード１が起動したことを検知する。そ
して、無線ノード２の無線通信モジュール１２は、アドレスＭＡＣａｄｄ１と、センサー
値と、無線ノード２のアドレスＭＡＣａｄｄ２と、サーバ７のアドレスＭＡＣａｄｄ７２
とを含むパケットＰＫＴ１＝［ＭＡＣａｄｄ７２／ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ２／セ
ンサー値］を生成し、その生成したパケットＰＫＴ１＝［ＭＡＣａｄｄ７２／ＭＡＣａｄ
ｄ１／ＭＡＣａｄｄ２／センサー値］を変調して送信する（ステップＳ８３）。その後、
無線ノード２は、起動状態からスリープ状態へ移行する。
【０２８６】
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　無線ノード１は、無線ノード２からパケットＰＫＴ１＝［ＭＡＣａｄｄ７２／ＭＡＣａ
ｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ２／センサー値］を受信する（ステップＳ８４）。そして、無線ノ
ード１は、パケットＰＫＴ１の先頭のアドレスがサーバ７のアドレスＭＡＣａｄｄ７２で
あることを検知し、パケットＰＫＴ１をサーバ７へ転送すべきことを検知する。
【０２８７】
　そして、無線ノード１は、ステップＳ８１における無線ノード２の動作と同じ動作によ
って、ウェイクアップ信号ＷｕＳを２回連続して送信する（ステップＳ８５）。サーバ７
の無線ノード７２は、無線ノード２から送信されたウェイクアップ信号ＷｕＳを受信して
、スリープ状態から起動状態へ移行し（ステップＳ８６）、無線ノード７２のアドレスＭ
ＡＣａｄｄ７２を含む起動通知をブロードキャストする。
【０２８８】
　無線ノード１は、起動通知を受信すると、パケットＰＫＴ１＝［ＭＡＣａｄｄ７２／Ｍ
ＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ２／センサー値］のアドレスＭＡＣａｄｄ１をアドレスＭＡ
Ｃａｄｄ７２に変えたパケットＰＫＴ２＝［ＭＡＣａｄｄ７２／ＭＡＣａｄｄ７２／ＭＡ
Ｃａｄｄ２／センサー値］を生成し、その生成したパケットＰＫＴ２＝［ＭＡＣａｄｄ７
２／ＭＡＣａｄｄ７２／ＭＡＣａｄｄ２／センサー値］を変調して送信する（ステップＳ
８７）。そして、無線ノード１は、起動状態からスリープ状態へ移行する。
【０２８９】
　サーバ７の無線ノード７２は、無線ノード１からパケットＰＫＴ２＝［ＭＡＣａｄｄ７
２／ＭＡＣａｄｄ７２／ＭＡＣａｄｄ２／センサー値］を受信する（ステップＳ８８）。
そして、無線ノード７２の無線通信モジュール１２は、その受信したパケットＰＫＴ２か
ら送信元のアドレスＭＡＣａｄｄ２およびセンサー値を取り出し、その取り出したアドレ
スＭＡＣａｄｄ２およびセンサー値をホストシステム１３へ出力する。
【０２９０】
　そして、無線ノード７２のホストシステム１３は、無線通信モジュール１２からアドレ
スＭＡＣａｄｄ２およびセンサー値を受け、その受けたアドレスＭＡＣａｄｄ２およびセ
ンサー値をＲＳ－２３２Ｃ７４を介してパーソナルコンピュータ７１へ出力する。
【０２９１】
　パーソナルコンピュータ７１のＷｅｂサーバ７１２は、アドレスＭＡＣａｄｄ２および
センサー値を受け、その受けたアドレスＭＡＣａｄｄ２およびセンサー値を相互に対応付
けてデータベース７１２に格納する。
【０２９２】
　その後、無線ノード１は、タイマー割込みによってスリープ状態から起動状態へ移行し
、センサー１５によってセンサー値を検出する。そうすると、無線ノード１は、ステップ
Ｓ８１における無線ノード２の動作と同じ動作によって、ウェイクアップ信号ＷｕＳを２
回連続して送信する（ステップＳ８９）。
【０２９３】
　サーバ７の無線ノード７２は、無線ノード１から送信されたウェイクアップ信号ＷｕＳ
に応じてスリープ状態から起動状態へ移行し（ステップＳ９０）、無線ノード７２のアド
レスＭＡＣａｄｄ７２を含む起動通知をブロードキャストする。
【０２９４】
　無線ノード１は、起動通知を受信すると、ステップＳ８３における無線ノード２の動作
と同じ動作によって、センサー値を含むパケットＰＫＴ３＝［ＭＡＣａｄｄ７２／ＭＡＣ
ａｄｄ７２／ＭＡＣａｄｄ１／センサー値］を送信する（ステップＳ９１）。
【０２９５】
　サーバ７の無線ノード７２は、パケットＰＫＴ３＝［ＭＡＣａｄｄ７２／ＭＡＣａｄｄ
７２／ＭＡＣａｄｄ１／センサー値］を受信し（ステップＳ９２）、パケットＰＫＴ３か
ら送信元のアドレスＭＡＣａｄｄ１とセンサー値とを取り出す。そして、サーバ７は、ス
テップＳ８８における動作と同じ動作によって、アドレスＭＡＣａｄｄ１およびセンサー
値を相互に対応付けてデータベース７１２に格納する。
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【０２９６】
　その後、表示端末８は、ＬＡＮまたはＷＬＡＮを介してセンサー値の閲覧要求をサーバ
７へ送信する（ステップＳ９３）。サーバ７において、パーソナルコンピュータ７１のＷ
ｅｂサーバ７１１は、閲覧要求に応じて、データベース７１２からセンサー値および送信
元を読み出し、その読み出したセンサー値および送信元に基づいて、表示端末８の表示画
面に無線ノード１～６のトポロジーを描画するとともに、各無線ノード１～６が配置され
た部分に対応するセンサー値を描画する（ステップＳ９４）。
【０２９７】
　このように、図２３に示すフローチャートに従って、無線ノード１～６で検出されたセ
ンサー値がサーバ７へ送信され、表示端末８に表示される。
【０２９８】
　図２３に示すフローチャートにおいて、無線ノード２は、センサー値を送信する場合、
ウェイクアップ信号を送信して無線ノード２を起動状態へ移行させ、その後、センサー値
を送信する（ステップＳ８１～Ｓ８３参照）。そして、無線ノード２は、センサー値の送
信を完了すると、スリープ状態へ移行する。
【０２９９】
　また、無線ノード１は、ウェイクアップ信号に応じて起動状態へ移行すると、センサー
値を受信し、センサー値を転送する場合、ウェイクアップ信号を送信して無線ノード７２
を起動状態へ移行させ、その後、センサー値を送信する（ステップＳ８５，Ｓ８６，Ｓ８
７参照）。そして、無線ノード１は、センサー値の転送を完了すると、スリープ状態へ移
行する。
【０３００】
　更に、無線ノード１は、自己のセンサー１５が検出したセンサー値を送信する場合、ウ
ェイクアップ信号を送信して無線ノード７２を起動状態へ移行させ、その後、センサー値
を送信する（ステップＳ８９～Ｓ９１参照）。そして、無線ノード１は、センサー値の送
信を完了すると、スリープ状態へ移行する。
【０３０１】
　このように、無線ノード１，２，７２の各々は、センサー値のサーバ７への送信および
転送動作において、起動状態へ移行すると、必要な動作を行った後、スリープ状態へ移行
する。そして、起動状態においては、無線ノード１は、無線ノード２から受信したセンサ
ー値を転送する場合、センサー値の転送を完了した後にスリープ状態へ移行する。その結
果、無線ノード２から送信されたセンサー値は、迅速にサーバ７へ届けられる。つまり、
各無線ノード１，２，７２は、必要な場合のみ起動状態へ移行して必要な動作を行った後
、スリープ状態へ移行する。
【０３０２】
　従って、センサー値のサーバ７への送信および転送動作において、無線ノード１，２，
７２の消費電力を低減できる。
【０３０３】
　なお、図２３に示すステップＳ８１，Ｓ８５，Ｓ８９においては、ウェイクアップ信号
ＷｕＳは、１回以上送信されればよい。
【０３０４】
　図２４は、図１に示す無線センサーネットワーク１０におけるアクチュエータ１６の制
御動作を説明するためのフローチャートである。なお、図２４においては、無線ノード１
，２の両方が中継ノードであることを前提としてアクチュエータ１６の制御動作を説明す
る。
【０３０５】
　図２４を参照して、アクチュエータ１６の制御が開始されると、表示端末８は、アクチ
ュエータ１６のリスト要求をサーバ７へ送信する（ステップＳ１０１）。
【０３０６】
　サーバ７のパーソナルコンピュータ７１は、リスト要求を受信し、データベース７１２
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に格納された無線ノード１～６のアドレスＭＡＣａｄｄ１～ＭＡＣａｄｄ６を読み出し、
その読み出したアドレスＭＡＣａｄｄ１～ＭＡＣａｄｄ６をアクチュエータ１６のリスト
として表示端末８へ送信する（ステップＳ１０２）。
【０３０７】
　なお、アドレスＭＡＣａｄｄ１～ＭＡＣａｄｄ６をアクチュエータ１６のリストとする
のは、無線ノード１～６は、全て、アクチュエータ１６を備えているので、無線ノード１
～６のアドレスＭＡＣａｄｄ１～ＭＡＣａｄｄ６で無線ノード１～６に備えられたアクチ
ュエータ１６を表すことにしたからである。
【０３０８】
　表示端末８は、アクチュエータ１６のリストを受信すると、その受信したアクチュエー
タ１６のリストを表示画面に表示する。そして、端末装置８は、キーボード等の入力装置
を介して各アクチュエータ１６に対する制御指示を受け付ける。
【０３０９】
　そうすると、表示端末８は、制御指示をサーバ７へ送信する（ステップＳ１０３）。
【０３１０】
　サーバ７のパーソナルコンピュータ７１は、制御指示を受信し、その受信した制御指示
をＲＣ－２３２Ｃ７３を介して無線ノード７２へ出力する。
【０３１１】
　無線ノード７２において、ホストシステム１３のノード制御部１３１は、制御指示をパ
ーソナルコンピュータ７１から受け、その受けた制御指示を無線ノード２へ送信するため
に、ルーティングテーブルＲＴを参照して無線ノード７２から無線ノード２までの経路＝
［ＭＡＣａｄｄ７２→ＭＡＣａｄｄ１→ＭＡＣａｄｄ２］を検出する。
【０３１２】
　その後、無線ノード７２のノード制御部１３１は、経路＝［ＭＡＣａｄｄ７２→ＭＡＣ
ａｄｄ１→ＭＡＣａｄｄ２］と制御指示とを含むパケットＰＫＴ４＝［［ＭＡＣａｄｄ７
２→ＭＡＣａｄｄ１→ＭＡＣａｄｄ２］／制御指示］を生成して無線通信モジュール１２
へ出力する。
【０３１３】
　また、無線ノード７２のノード制御部１３１は、制御指示の送信先として無線ノード１
のアドレスＭＡＣａｄｄ１を検出し、その検出したアドレスＭＡＣａｄｄ１のハッシュ値
を演算して無線ノード１を起動させるためのウェイクアップＩＤを求める。そして、無線
ノード７２のノード制御部１３１は、その求めたウェイクアップＩＤを無線通信モジュー
ル１２へ出力する。
【０３１４】
　その後、無線ノード７２の無線通信モジュール１２は、ウェイクアップＩＤを含むウェ
イクアップ信号ＷｕＳを生成し、その生成したウェイクアップ信号ＷｕＳを変調し、その
変調したウェイクアップ信号ＷｕＳを２回連続して送信する（ステップＳ１０４）。
【０３１５】
　そして、無線ノード１は、図２３に示すステップＳ８２における動作と同じ動作によっ
て、無線ノード７２から送信されたウェイクアップ信号ＷｕＳに応じてスリープ状態から
起動状態へ移行し（ステップＳ１０５）、無線ノード１のアドレスＭＡＣａｄｄ１を含む
起動通知をブロードキャストする。
【０３１６】
　無線ノード７２は、起動通知を受信すると、無線ノード１が起動したことを検知する。
そして、無線ノード７２の無線通信モジュール１２は、パケットＰＫＴ４＝［［ＭＡＣａ
ｄｄ７２→ＭＡＣａｄｄ１→ＭＡＣａｄｄ２］／制御指示］を変調して送信する（ステッ
プＳ１０６）。
【０３１７】
　無線ノード１の無線通信モジュール１２は、パケットＰＫＴ４＝［［ＭＡＣａｄｄ７２
→ＭＡＣａｄｄ１→ＭＡＣａｄｄ２］／制御指示］を受信する（ステップＳ１０７）。そ
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して、無線ノード１の無線通信モジュール１２は、パケットＰＫＴ４をホストシステム１
３のノード制御部１３１へ出力する。
【０３１８】
　無線ノード１のノード制御部１３１は、パケットＰＫＴ４の経路＝［ＭＡＣａｄｄ７２
→ＭＡＣａｄｄ１→ＭＡＣａｄｄ２］を参照して、パケットＰＫＴ４を無線ノード２へ送
信すべきことを検知する。
【０３１９】
　そして、無線ノード１のノード制御部１３１は、パケットＰＫＴ４を無線ノード２へ送
信するために無線ノード２を起動させるためのウェイクアップＩＤを上述した方法によっ
て求め、その求めたウェイクアップＩＤを無線通信モジュール１２へ出力する。
【０３２０】
　その後、無線ノード１は、ステップＳ１０４における動作と同じ動作によって、ウェイ
クアップ信号ＷｕＳを変調し、その変調したウェイクアップ信号ＷｕＳを２回連続して送
信する（ステップＳ１０８）。
【０３２１】
　無線ノード２は、無線ノード１から送信されたウェイクアップ信号ＷｕＳに応じて起動
状態へ移行し（ステップＳ１０９）、無線ノード２のアドレスを含む起動通知をブロード
キャストする。
【０３２２】
　無線ノード１は、起動通知を受信し、無線ノード２が起動したことを検知する。そして
、無線ノード１の無線通信モジュール１２は、パケットＰＫＴ４＝［［ＭＡＣａｄｄ７２
→ＭＡＣａｄｄ１→ＭＡＣａｄｄ２］／制御指示］を送信する（ステップＳ１１０）。
【０３２３】
　無線ノード２の無線通信モジュール１２は、パケットＰＫＴ４＝［［ＭＡＣａｄｄ７２
→ＭＡＣａｄｄ１→ＭＡＣａｄｄ２］／制御指示］を受信し、その受信したパケットＰＫ
Ｔ４＝［［ＭＡＣａｄｄ７２→ＭＡＣａｄｄ１→ＭＡＣａｄｄ２］／制御指示］をホスト
システム１３のノード制御部１３１へ出力する。
【０３２４】
　無線ノード２のノード制御部１３１は、パケットＰＫＴ４＝［［ＭＡＣａｄｄ７２→Ｍ
ＡＣａｄｄ１→ＭＡＣａｄｄ２］／制御指示］を受け、その受けたパケットＰＫＴ４の経
路＝［ＭＡＣａｄｄ７２→ＭＡＣａｄｄ１→ＭＡＣａｄｄ２］を参照して、パケットＰＫ
Ｔ４の宛先が無線ノード２であることを検知する。そして、無線ノード２のノード制御部
１３１は、パケットＰＫＴ４から制御指示を取り出し、その取り出した制御指示に従って
、アクチュエータ１６を制御する（ステップＳ１１１）。
【０３２５】
　アクチュエータ１６の制御が完了すると、無線ノード２のノード制御部１３１は、アク
チュエータ１６の制御が完了したことを示すアクチュエータ制御応答を生成して無線通信
モジュール１２へ出力する。
【０３２６】
　その後、無線ノード２の無線通信モジュール１２は、アクチュエータ制御応答を無線ノ
ード１へ送信し（ステップＳ１１２）、起動状態からスリープ状態へ移行する。
【０３２７】
　そして、無線ノード１は、無線ノード２から受信したアクチュエータ制御応答をサーバ
７へ転送し（ステップＳ１１３）、起動状態からスリープ状態へ移行する。
【０３２８】
　サーバ７の無線ノード７２は、無線ノード１からアクチュエータ制御応答を受信し、そ
の受信したアクチュエータ制御応答をＲＳ－２３２Ｃ７４を介してパーソナルコンピュー
タ７１へ出力し、パーソナルコンピュータ７１は、無線ノード７２から受けたアクチュエ
ータ制御応答をＬＡＮまたはＷＬＡＮを介して表示端末８へ送信する（ステップＳ１１４
）。そして、無線ノード７２は、起動状態からスリープ状態へ移行する。これによって、
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アクチュエータ１６の制御動作が終了する。
【０３２９】
　このように、サーバ７から無線ノード２へ制御指示を送信する場合、制御対象のアクチ
ュエータ１６を搭載した無線ノード２、およびサーバ７（＝無線ノード７２）から無線ノ
ード２まで制御指示を中継する無線ノード１の全てが中継ノードとして機能する必要があ
る。
【０３３０】
　そして、無線ノード２に搭載されたアクチュエータ１６を制御する場合にも、各無線ノ
ード１，２は、必要な動作が終了すると、スリープ状態へ移行する。従って、各無線ノー
ド１，２における消費電力を低減できる。
【０３３１】
　なお、図２４に示すステップＳ１０４，Ｓ１０８においては、ウェイクアップ信号Ｗｕ
Ｓは、１回以上送信されればよい。
【０３３２】
　無線センサーネットワーク１０を構成する無線ノード１～６，７２の中には、ウェイク
アップ信号受信機１１を備えていない無線ノードＥｘも存在する。そして、無線ノードＥ
ｘがセンサー１５を備えている場合、多くのセンサー値を収集する観点から無線ノードＥ
ｘのセンサー１５が検出したセンサー値もサーバ７へ収集する必要がある。
【０３３３】
　ウェイクアップ信号受信機１１を備えていないが、センサー１５を備える無線ノードが
無線センサーネットワーク１０に新たに参加する場合もある。無線センサーネットワーク
１０の有効な活用を図るためには、このような無線ノードも無線センサーネットワーク１
０に参加できるようにするのが好ましい。
【０３３４】
　そこで、以下においては、無線ノードＥｘが最初から無線センサーネットワーク１０に
参加してセンサー値をサーバ７（＝無線ノード７２）へ送信する方法、および無線ノード
Ｅｘが無線センサーネットワーク１０に新たに参加してセンサー値をサーバ７（＝無線ノ
ード７２）へ送信する方法について説明する。
【０３３５】
　無線ノードＥｘは、図２に示す無線ノード１の構成からウェイクアップ信号受信機１１
およびアクチュエータ１６を削除した構成からなる。そして、無線ノードＥｘは、間欠的
に起動状態へ移行する。また、無線ノードＥｘのノード制御部１３１は、無線ノードＥｘ
が最初から無線センサーネットワーク１０に参加している場合、サーバ７までの経路を構
築する過程において、自己が親ノードになれないことを示す０ｘＦＦＦＦからなるＲａｎ
ｋを含む制御パケットＤＩＯを生成して送信する。
【０３３６】
　また、無線ノードＥｘのノード制御部１３１は、無線ノードＥｘが無線センサーネット
ワーク１０に新たに参加する場合、制御パケットＤＩＯの送信を要求する制御パケットＤ
ＩＳを生成して送信する。
【０３３７】
　図２５は、ウェイクアップ信号受信機を備えていない無線ノードを含めて経路構築を行
うときの動作を説明するためのフローチャートである。
【０３３８】
　図２５を参照して、無線ノード１，２は、ウェイクアップ信号受信機１１を搭載してお
り、無線ノードＥｘは、ウェイクアップ信号受信機１１を搭載していない。
【０３３９】
　無線ノードＥｘは、上述した方法によってウェイクアップ信号ＷｕＳを生成し、その生
成したウェイクアップ信号ＷｕＳを２回連続して送信する（ステップＳ１２１）。その後
、無線ノードＥｘのノード制御部１３１は、０ｘＦＦＦＦ（Ｒａｎｋの最大値）からなる
Ｒａｎｋを含む制御パケットＤＩＯを上述した方法によって生成し、その生成した制御パ
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ケットＤＩＯを無線通信モジュール１２へ出力する。そして、無線ノードＥｘの無線通信
モジュール１２は、ノード制御部１３１から受けた制御パケットＤＩＯを送信する（ステ
ップＳ１２２）。
【０３４０】
　また、ウェイクアップ信号受信機１１を搭載した無線ノード２は、上述した方法によっ
てウェイクアップ信号ＷｕＳを生成し、その生成したウェイクアップ信号ＷｕＳを２回連
続して送信する（ステップＳ１２３）。その後、無線ノード２は、上述した方法によって
決定した値からなるＲａｎｋを含む制御パケットＤＩＯを生成して送信する（ステップＳ
１２４）。
【０３４１】
　更に、無線センサーネットワーク１０に新たに参加する無線ノードＥｘは、ステップＳ
１２１における動作と同じ動作によってウェイクアップ信号ＷｕＳを生成し、その生成し
たウェイクアップ信号ＷｕＳを２回連続して送信する（ステップＳ１２５）。
【０３４２】
　その後、無線ノードＥｘのノード制御部１３１は、制御パケットＤＩＯの送信を要求す
る制御パケットＤＩＳを生成し、その生成した制御パケットＤＩＳを無線通信モジュール
１２へ出力する。そして、無線ノードＥｘの無線通信モジュール１２は、制御パケットＤ
ＩＳを送信する（ステップＳ１２６）。
【０３４３】
　無線ノード２は、無線ノードＥｘから送信されたウェイクアップ信号ＷｕＳを受信して
起動状態へ移行する。そして、無線ノード２の無線通信モジュール１２は、無線ノードＥ
ｘから制御パケットＤＩＳを受信し、その受信した制御パケットＤＩＳをノード制御部１
３１へ出力する。
【０３４４】
　無線ノード２のノード制御部１３１は、制御パケットＤＩＳの受信に応じて、無線ノー
ドＥｘが制御パケットＤＩＯの送信を要求していることを検知し、上述した方法によって
制御パケットＤＩＯを生成し、その生成した制御パケットＤＩＯを無線通信モジュール１
２へ出力する。
【０３４５】
　そして、無線ノード２の無線通信モジュール１２は、制御パケットＤＩＯを送信する（
ステップＳ１２７）。
【０３４６】
　無線ノードＥｘの無線通信モジュール１２は、無線ノード２から送信された制御パケッ
トＤＩＯを受信し、その受信した制御パケットＤＩＯをノード制御部１３１へ出力する。
【０３４７】
　無線ノードＥｘのノード制御部１３１は、制御パケットＤＩＯを無線通信モジュール１
２から受ける。そして、無線ノードＥｘのノード制御部１３１は、上述した方法によって
、制御パケットＤＡＯを送信すると決定するとともに制御パケットＤＡＯを生成して無線
通信モジュール１２へ出力する。その後、無線ノードＥｘの無線通信モジュール１２は、
制御パケットＤＡＯを送信する。
【０３４８】
　このように、無線ノードＥｘは、最初から無線センサーネットワーク１０における経路
構築に参加している場合、間欠的に起動状態へ移行し、ウェイクアップ信号ＷｕＳを送信
してから制御パケットＤＩＯを送信する（ステップＳ１２１，Ｓ１２２参照）。そして、
無線ノードＥｘが送信する制御パケットＤＩＯは、０ｘＦＦＦＦからなるＲａｎｋを含む
。その結果、０ｘＦＦＦＦからなるＲａｎｋを含む制御パケットＤＩＯを受信した無線ノ
ードは、無線ノードＥｘを親ノードとしない。従って、無線ノードＥｘは、末端ノードと
して無線センサーネットワーク１０における経路を構築する。
【０３４９】
　また、ウェイクアップ信号受信機１１を搭載する無線ノード２は、図９において説明し
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た方法によってウェイクアップ信号ＷｕＳを送信し、その後、上述した方法によって決定
した値からなるＲａｎｋを含む制御パケットＤＩＯを生成して送信する（ステップＳ１２
３，Ｓ１２４参照）。
【０３５０】
　更に、無線ノードＥｘは、無線センサーネットワーク１０に新たに参加する場合、間欠
的に起動状態へ移行してウェイクアップ信号ＷｕＳを送信し、その後、制御パケットＤＩ
Ｏの送信を要求する制御パケットＤＩＳを送信する（ステップＳ１２５，Ｓ１２６参照）
。そして、無線ノードＥｘは、制御パケットＤＩＳを受信した無線ノード２から制御パケ
ットＤＩＯを受信する（ステップＳ１２７参照）。従って、無線ノードＥｘは、無線セン
サーネットワーク１０に新たに参加する場合でも、無線センサーネットワーク１０におけ
る経路構築に参加できる。
【０３５１】
　従って、ウェイクアップ信号受信機１１を搭載していない無線ノードＥｘも含めて無線
センサーネットワーク１０における経路を構築することができる。
【０３５２】
　なお、ウェイクアップ信号受信機１１を備えない場合として、ウェイクアップ信号受信
機１１、センサー１５およびアクチュエータ１６のうち、センサー１５のみを備える場合
が想定される。アクチュエータ１６を備える場合、オンデマンド機能を有するので、ウェ
イクアップ信号受信機１１が必ず必要になるからである。
【０３５３】
　従って、ウェイクアップ信号受信機１１を備えない場合と、センサー１５のみを備える
場合とは、同じ意味内容である。
【０３５４】
　ウェイクアップ信号受信機１１を備えない無線ノードＥｘでは、ウェイクアップ信号受
信機１１へ給電する必要がない。また、無線ノードＥｘにおいて、対応表ＴＢＬ３に従っ
てセンサー１５への給電可否が決定される。従って、無線ノードＥｘにおける消費電力を
低減できる。
【０３５５】
　なお、図２５に示すステップＳ１２１，Ｓ１２３，Ｓ１２５においては、ウェイクアッ
プ信号ＷｕＳは、１回以上送信されればよい。
【０３５６】
　図２６は、無線センサーネットワーク１０がウェイクアップ信号受信機を備えていない
無線ノードを含む場合のセンサー値の送信方法を説明するための図である。
【０３５７】
　図２６においても、無線ノード１，２は、ウェイクアップ信号受信機１１を備えており
、無線ノードＥｘは、ウェイクアップ信号受信機１１を備えていない。
【０３５８】
　無線ノード２は、図２３のステップＳ８１，Ｓ８３における動作と同じ動作によって、
ウェイクアップ信号ＷｕＳを２回連続して送信し、その後、センサー値を送信する（ステ
ップＳ１２８，Ｓ１２９）。そして、無線ノード２は、センサー値を送信した後、スリー
プ状態へ移行する。無線ノード１は、無線ノード２からのウェイクアップ信号ＷｕＳに応
じて起動し、無線ノード２からのセンサー値を受信する。そして、無線ノード１は、セン
サー値を受信すると、スリープ状態へ移行する。
【０３５９】
　無線ノードＥｘは、タイマー１４からの起動予告時刻によって間欠的に起動し、図２５
のステップＳ１２１における動作と同じ動作によってウェイクアップ信号ＷｕＳを生成し
て２回連続して送信する（ステップＳ１３０）。その後、無線ノードＥｘは、センサー値
を送信する（ステップＳ１３１）。そして、無線ノードＥｘは、センサー値を送信した後
、スリープ状態へ移行する。無線ノード２は、無線ノードＥｘからのウェイクアップ信号
ＷｕＳに応じて起動し、無線ノードＥｘからのセンサー値を受信する。そして、無線ノー



(39) JP 2015-192276 A 2015.11.2

10

20

30

40

50

ド２は、センサー値を受信すると、スリープ状態へ移行する。
【０３６０】
　このように、ウェイクアップ信号受信機１１を備えない無線ノードＥｘは、間欠的に起
動してセンサー値を送信する。従って、ウェイクアップ信号受信機１１を備えない無線ノ
ードＥｘに搭載されたセンサー１５が検出したセンサー値も収集できる。
【０３６１】
　上記においては、オンデマンド機能の有無およびトポロジー位置（中継ノードか否か）
によってウェイクアップ信号受信機１１への給電可否を決定することを説明した。
【０３６２】
　また、電源１７の種別およびバッテリ残量によってウェイクアップ信号受信機１１への
給電可否を決定することを説明した。
【０３６３】
　更に、センサー搭載有無およびセンサーの種別によってセンサー１５への給電可否を決
定することを説明した。
【０３６４】
　更に、アクチュエータ搭載有無およびアクチュエータの種別によってアクチュエータ１
６への給電可否を決定することを説明した。
【０３６５】
　そして、給電可否を決定する対象は、ウェイクアップ信号受信機１１、センサー１５お
よびアクチュエータ１６である。また、アクチュエータ１６が搭載される場合、オンデマ
ンド機能の必要性からウェイクアップ信号受信機１１も搭載される。従って、各無線ノー
ド１～６，７２は、（１）ウェイクアップ信号受信機１１、センサー１５およびアクチュ
エータ１６のうち、ウェイクアップ信号受信機１１およびセンサー１５を備えるパターン
、（２）ウェイクアップ信号受信機１１、センサー１５およびアクチュエータ１６のうち
、センサー１５のみを備えるパターン、（３）ウェイクアップ信号受信機１１、センサー
１５およびアクチュエータ１６のうち、ウェイクアップ信号受信機１１およびアクチュエ
ータ１６を備えるパターン、（４）ウェイクアップ信号受信機１１、センサー１５および
アクチュエータ１６の全てを備えるパターンを有する。
【０３６６】
　しかし、上述した給電可否の決定方法は、無線センサーネットワーク１０を構成する無
線ノードに限らず、アドホック無線ネットワークのようにマルチホップで無線通信を行う
ネットワークを構成する無線ノードにも適用可能である。
【０３６７】
　そうすると、各無線ノード１～６，７２は、（５）ウェイクアップ信号受信機１１、セ
ンサー１５およびアクチュエータ１６のうち、ウェイクアップ信号受信機１１のみを備え
るパターンも有する。
【０３６８】
　従って、この発明の実施の形態による無線装置は、当該無線装置をスリープ状態から起
動状態へ移行させるためのウェイクアップ信号を受信するウェイクアップ信号受信機、セ
ンサーおよびアクチュエータのうち、ウェイクアップ信号受信機、またはセンサー、また
はウェイクアップ信号受信機およびアクチュエータを少なくとも含むデバイス部と、電源
と、デバイス部がウェイクアップ信号受信機を含む場合、当該無線装置がサーバからの要
求に対して所望の動作を行う必要がある機能を示すオンデマンド機能と、当該無線装置が
無線通信を中継する中継ノードであるか無線通信を中継しない末端ノードであるかを示す
当該無線装置の種別とに基づいて、デバイス部のウェイクアップ信号受信機への給電の可
否を判定し、デバイス部がセンサーを含む場合、センサーが常時電力を必要とする常時監
視タイプのセンサーであるか否かを示すセンサーの種別に基づいてデバイス部のセンサー
への給電の可否を判定し、デバイス部がアクチュエータを含む場合、アクチュエータが常
時電力を必要とする常時制御タイプのアクチュエータであるか否かを示すアクチュエータ
の種別に基づいてデバイス部のアクチュエータへの給電の可否を判定し、その判定した判
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の電力の供給を停止するように電源を制御する電力制御処理を行う電源制御部とを備えて
いればよい。
【０３６９】
　この構成によれば、ウェイクアップ信号受信機、センサーおよびアクチュエータの少な
くとも１つへの給電が制御され、無線装置における消費電力を低減できるからである。
【０３７０】
　また、この発明の実施の形態による無線通信システムは、ウェイクアップ信号受信機を
搭載した無線装置のみから構成されていてもよく、ウェイクアップ信号受信機を搭載した
無線装置と、ウェイクアップ信号受信機を搭載しない無線装置とから構成されていてもよ
い。即ち、この発明の実施の形態による無線通信システムは、ウェイクアップ信号受信機
を搭載した無線装置を含んでいればよい。そして、無線通信システムがウェイクアップ信
号受信機を搭載しない無線装置を含む場合、ウェイクアップ信号受信機を搭載しない無線
装置は、自己が末端ノードとして動作するように経路制御を行う経路制御部を備える。
【０３７１】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は、上記した実施の形態の説明ではなくて特許請求の範囲
によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれる
ことが意図される。
【産業上の利用可能性】
【０３７２】
　この発明は、無線装置およびそれを備える無線通信システムに適用される。
【符号の説明】
【０３７３】
　１～６，７２　無線ノード、７　サーバ、８　表示端末、１０　無線センサーネットワ
ーク、１１　ウェイクアップ信号受信機、１２　無線通信モジュール、１３　ホストシス
テム、１４　タイマー、１５　センサー、１６　アクチュエータ、１７　電源、７３，７
３　ＲＳ－２３２Ｃ、１３１　ノード制御部、１３２　休止状態制御部、７１１　Ｗｅｂ
サーバ、７１２　データベース。
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